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1．防火環境整備技術の開発【大窪 健之、金 度源】
【研究目的】
（1）地域防災情報ネットワークの開発
個別に設置されている住宅用火災警報器が感知した火災発生情報を、インターネットを介し
て自動的に地図付きメール配信により地域全体で共有し、地域住民による初期消火や避難活動
に迅速に対応できるよう、情報共有システムの開発と実践配備を目指す。社会実験などを通し
て地域固有の適応性能について検証しながら、火災と健康障害以外の発災情報も共有できるよ
う高機能化の可能性についてニーズの把握を行う。
（2）高機能型市民消火栓および多機能型消火器ボックスの開発
消防隊が即座に対応できないような大規模災害時には、消火活動の遅れは日本の歴史文化都
市にとって致命的な被害となる。しかし現状の公設消火栓はプロの消防士が複数名で操作する
必要があるなど、市民一人の力では取り扱いが不可能である。このため、災害時に地域に取り
残された市民の力だけでも最低限の消火活動が可能にするために、特別な訓練を要することな
く日常的に散水などにも利用することのできる、市民一人で操作が可能な高機能型市民消火栓
を開発する必要がある。さらに、歴史的景観に調和し、使いやすく、平常時にも役立つ機能を
備えた、街頭設置できる多機能型消火器ボックスの開発が求められている。
【研究成果の詳細】
（1）地域防災情報ネットワークの開発
これまで実装完了している「火災と急病」以外の新たな災害情報の配信可能性をはじめ、火
元の正確な場所把握、自宅の場所を明示したハザードマップ配信、避難完了信号の発信などに
対して期待が寄せられている。これまで、青森県黒岩重伝建地区で実証運用中のシステムをモ
ニタリングしながらデータ収集を継続している。さらに京都市・先斗町地域の伝統的木造密集
地域にご協力いただき、車両の入れない街路とともに、狭小ながら避難経路となり得る伝統的
な路地空間を有する地域特性を踏まえ、地域にとって最適な形で火災発見、初期消火、観光客
避難誘導をサポートすべく、システムを活用した火災対応訓練を実施しており、改善に向けた
課題の抽出と避難シミュレーションモデルの構築によるシステム導入の効果について検証を
行ってきた。
2020 年度には、コロナ禍において三密を避ける必要から、通常の防災訓練を実施すること
が出来なくなったことを受けて、新たに「オンライン防災訓練」（グーグルフォームを利用し
たアドベンチャーゲーム形式のシナリオを配信）を企画して豊岡市・出石重伝建地区にて実証
実験を開始している。その成果は今年度の卒業論文や次年度の学会発表に反映される予定であ
る。
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研究成果の一部はこれまでの特許申請につながっており、研究面でも今後学会への論文投稿
を経て、広く社会に貢献していく予定である。
（2）高機能型市民消火栓および多機能型消火器ボックスの開発
市民消火栓では、ホースの重さの問題から 1 本当たりの長さが 30m 程度に制限されるため、
これまでは消火可能範囲が限定されてしまう問題があった。このため付近の使われていない市
民消火栓からホースのみを持参すれば、ノズルを取り外すことなくそのままワンタッチで延長
が可能な機構を開発し、さらにノズルヘッドのコンパクト化を図ってきた。2020 年度は共同
開発先の都合で新規の試作はできなかったが、次年度に最新ノズルを使用した性能評価試験を
実施する準備を進めており、以降の特許取得や論文発表に活かす予定である。
加えて元々市民利用の困難な公設消火栓に対して、取り付けるだけで市民用消火栓ホースの
接続が可能になる減圧バルブ付スタンドパイプを試作し、訓練等を経て改良を重ねてきた。
2018 年度に津和野重伝建地区で実施した訓練の結果を踏まえて、学会誌への寄稿により成果
報告を行った。2020 年度は共同開発先の都合で具体的な試作はできなかったが、次年度以降
の特許取得や論文発表に活かす予定である。
多機能型消火器ボックスの開発については、これまで 2 回にわたる住民協議を経て試作品の
改良を行ってきたが、2019 年度には最終的なデザイン案に対し合意形成に至ることが出来た。
2020 年度は予算申請と現地での制作を準備中であり、今後地域への実践配備が進められる
予定である。デザイン案そのものも、意匠登録やグッドデザイン賞への応募を予定している。
【今後の研究計画・展開】
（1）地域防災情報ネットワークの開発
今後は、火災発生情報や急病発生情報だけでなく、洪水や土砂災害、津波などの危険情報に
ついても即時的な配信を可能とする多様な防災情報の受配信機能の実装と、スマートフォンに
よる地図情報の配信や電話による音声通知以外にも、既存の防災放送やサイレンなどと連動し
た多角的な情報配信により、市民への確実な情報伝達機能の実装を目指す。今後、地震などに
よる建物倒壊箇所についても地図上に表示可能とすることで、最適な避難経路や消防侵入経路
についての判断材料を提供することを目指す。さらにグーグルマップ等のオンラインマップア
プリと連動させることで、ユーザーの現在位置と最適な経路検索も可能としたい。
（2）高機能型市民消火栓および多機能型消火器ホルダーの開発
今後は、これまで実施してきた、即時的に隣接する収納箱から取り出したホースを使って延
長可能なノズルシステム開発と、直観的に操作できる回転ドラム型収納箱の試作をふまえ、実
証実験による性能評価と並行して、停電時照明機構やサイン表示などのデザイン面での改善を
加えて現場での社会実験を継続し、改良を加えていく予定である。
消火器ボックスについても、現場での仮設による住民評価を踏まえながら、地域特性に応じ
た景観と機能を両立させたデザインを導くことが出来た。次年度以降には、実際に地域に実装
していくことで最適な配置や数について検証し、研究開発を継続していく予定である。
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2．伝統木造建築物の耐震設計・耐震補強設計法の開発
【鈴木 祥之、大窪 健之、吉富 信太、金 度源、棚橋 秀光、佐藤 英佑】
【研究目的】
高山市、与謝野町、金沢市、豊岡市などの伝建地区などの伝統構法木造建築物を引き続き調
査するとともに、耐震設計法、耐震改修法に関する以下の研究を行った。
（1）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
（2）与謝野町旧加悦町役場庁舎の耐震改修と利活用
（3）伝統的構法木造建築物の耐震設計法マニュアルの作成・出版と講演会・講習会
【研究成果の詳細】
（1）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
高山市、与謝野町、金沢市などの伝建地区な
どの伝統構法木造建築物を引き続き調査を行う
とともに、新たに豊岡市出石伝建地区の耐震調
査を行った（写真）。また、銅板瓦葺き屋根が
美しい融通念佛宗総本山・大念佛寺本堂（大阪

写真 1

出石伝建地区のまちなみと修理住宅調査

市）（写真）の耐震調査研究や指定文化財小川
邸（倉吉市）の調査を行い、耐震改修計画を策
定している。
（2）与謝野町旧加悦町役場庁舎の耐震改修と利
活用

写真 2

銅板瓦葺き屋根の大念佛寺本堂

昭和 4 年 7 月に竣工した加悦伝建地区の与謝野町旧加悦町役場庁舎の耐震改修のために、
2018 年に地盤調査、木部の劣化調査、構造詳細、耐震調査、防火・避難など本格的な調査研
究を行った。当時の最新の技術、工法を採用したとされる外壁鉄網モルタル壁（スタッコ仕上
げ）と 1 階東側、西側の柱列に設けられた方杖は、構造的・意匠的に重要であるので、これら
を生かした補強、改修とした。改修工事は 2019 年 8 月に着工し、2020 年 3 月に竣工し、4 月
から地域の虹梁の場として利活用されている（写真）。

（a）外観
写真 3

（b）1 階
改修後の旧加悦町役場庁舎

（c）2 階旧会議場

（3）伝統的構法木造建築物の耐震設計法マニュアルの作成・出版と講演会・講習会
国土交通省補助事業「伝統的構法の設計法作成及び性能検証実験検討委員会」の成果をもと
に、実務者、行政などが実践的に使える、石場建てを含む伝統的構法木造建築物の耐震設計法・
耐震補強設計法のマニュアルとして「伝統的構法のための木造耐震設計法－石場建てを含む木
造建築物の耐震設計・耐震補強マニュアル－」）を学芸出版社から 2019 年 6 月 10 日に出版し、
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講演会を東京（同 6 月 16 日）、京都（8 月 9 日）で開催し、今年度は各地で講演会、講習会を
企画していたが、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。
【今後の研究計画・展開】
伝統構法木造建築物の耐震設計法マニュアルは、社寺建築物や民家などの修復のみならず、
新築の伝統構法の耐震設計を目的にしているので、京都市、高山市、与謝野町、金沢市などの
伝建地区などの伝統構法木造建築物の耐震改修の実施につなげるとともに、新築の設計事例の
実績につなげたい。
喜ばしいことに、2020 年 12 月 17 日に「伝統建築工匠の技：木造建造物を受け継ぐための
伝統技術」が、ユネスコ無形文化遺産に登録が決定しました。このような伝統建築技術の「匠」
と「技」を修復のみならず、新築の伝統構法木造建築物にも適用して、後継者の育成とともに
伝統構法が未来につながることを願っている。

3．伝統木造建築物の構造特性の解明【吉富 信太】
【研究目的】
伝統的木造建築物の構造特性を、多点同時振動計測に基づく振動性状の把握と 3 次元立体解
析モデルによる応答解析法により明らかにすることを目的とする。特に建物の部位別の構造特
性の推定を行える手法を構築し、推定されたモデルを用いることで柔床も考慮にいれたモデル
を用いた制振改修の検討を行う。
【研究成果の詳細】
出石伝建地区における、三棟連棟の長屋を対象として、起震機による加振実験を実施し、1
棟の揺れが隣接建物に影響することを明らかにした。3 棟の間で振動レベルが小さいときは相
関が小さく、振動レベルが大きいときは相関が大きくなる傾向が確認できた。これは棟間で接
触が生じる程度に振幅が大きくなれば、相互の振動の影響が出ることを示している。また振幅
が大きいときは、棟間のずれは、位相の差としても確認できることが示された。
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、

図1

三棟連棟建物の同時振動計測計画
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三棟連棟建物の同時振動計測計画
図図
1 1三棟連棟建物の同時振動計測計画
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。立
図 1 三棟連棟建物の同時振動計測計画
体解析モデルと実験がおおむね対応することが確認できた。
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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
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
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
した。立体解析モデルと実験がおおむね対応することが確認できた。
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
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。立体解析モデルと実験がおおむね対応することが確認できた。
した。立体解析モデルと実験がおおむね対応することが確認できた。

図6

仕口ダンパー

図7

干渉方向（振幅の小さなとき）

図 8 立体解析モデル

【今後の研究計画・展開】
伝統木造建物の振動計測データの収集と、実性能を精度よく評価する手法の検討を継続する。
図 6 仕口ダンパー

図 7 干渉方向（振幅の小さなとき） 図８ 立体解析モデル

4．木造の免震レトロフィットに関する研究【持田 泰秀】
【研究目的】
（1）木造の免震レトロフィットの耐震性向上、施工法の明確化

図図6 6仕口ダンパー
仕口ダンパー

図図
7 7干渉方向（振幅の小さなとき）
立体解析モデル
干渉方向（振幅の小さなとき）図８
図８
立体解析モデル

日本国内では、阪神淡路大震災を機に、文化的建築を中心に、耐震性に優れない既存建物の
保存・活用のための免震レトロフィット化が進められてきた。その中でも、木造の免震レトロ
フィットは、世界でも類をみない耐震性の向上のための取組みである。現在、日本の免震レト
ロフィットの実績は 150 件ほどあるが、用途や工事費の確保面から木造の実績は約 5 件ほどと
少ない。

その様な少ない事例をもとに、既存木造建物の免震化の耐震性能や施工補法を調査分析し、
その取組み内容を明確化することで、今後の木造の耐震性向上のための免震レトロフィットの
普及を目的とする。加えて、出来れば新しい木造の免震レトロフィットの提案を作成し、社会
に発信していきたい。
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【研究成果の詳細】
（1）既往の木造の免震レトロフィットの事例収集
調査分析に用いた既往の木造の免震レトロフィットの実績を下表に示す。うち 6 棟が、用途
は寺社仏閣である。既存建物の竣工が 1600 年代から 1900 年代と長期に渡っている。免震レト
ロフィット工事は、1996 年〜 2015 年の間に各々の工期約 6 〜 20 カ月で行われている。建物
形式はすべて平屋で、基礎免震方式である。建築面積は、約 74 〜 947㎡と小規模である。基
本的な施工は、木造躯体の仮受け、解体、もしくは曳家を伴って、木造躯体 +RC 造基盤 + 免
震装置 +RC 造基礎スラブの構築を行う。原則、既存建物の外観を損ねず、耐震性向上を図り、
文化財の指定を受けた歴史的価値のある建物に取組まれている。比較対象のため、寺社仏閣の
木造新築免震建物 1 棟と RC 造免震レトロフィット 1 棟をあげた。

（2）代表的な使用免震装置概要
免震装置は、滑りや転がり支承、積層ゴム復元材、オイルダン
パーなどを用い、軽量の中で高周期化を図る仕様が進められてい
る。また長周期化のために新設する RC 造基盤と RC 造基礎スラ
ブとの間に免震装置を設置する。
（3）代表的な施工方法概要
施工方法は、概略以下の手順である。①ジャッキアップのために、屋根、瓦、床板を全て取
り外し軽くする。水平垂直の剛性が低下するため、仮の筋交いを設置する。②建物内に雨水が
侵入し濡れないよう素屋根で囲う。③鉄骨梁や台座基礎などジャッキアップの準備。④建物の
ジャッキアップ実施。⑤免震層設置のための地盤掘削実施。⑥免震装置と RC 造スラブの免震
層の施工実施。⑦建物所定位置に着地。

【今後の研究計画・展開】
（1）新しい木造の免震レトロフィット工法の提案
今後は、これまでの木造の免震レトロフィットの実績から明らかにした耐震性能の向上効果
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や経済性・工期を踏まえた新しい木造の免震レトロフィット工法を提案する。出来れば、総合
防災（消防など）を多少維持するレベルの改修工法の内容となることを期待する。
（2）提案に付随する新しい免震化技術の開発
これまでの免震工法の技術の一つに、建物を浮かせるものがある。既往の技術では、建物が
RC 造等で重いために、免震化の水槽に高比重の液体や特殊なバネを挿入するなどの工夫をし
たり、「浮く家」などでは浮かせることにより水害の軽減化を図る例などもある。今回は、低層
で軽くて非剛床の木造建物であることから、その特徴を生かした提案開発が出来ればと考える。

5．歴史文化地域の地盤環境を踏まえた防災技術の開発
【深川 良一、里深 好文、小林 泰三、藤本 将光】
【研究目的】
清水寺に関しては、引き続き重要建造物後背斜面内地下水流動特性の把握、斜面安定性評価
のためのモニタリングシステムの開発を目指す。降雨に伴う土壌水分の変動と斜面変状の関連
性を現地調査結果から確認する。それらの結果を踏まえた浸透解析、動的安定性評価を実施す
る。また、豊岡市出石伝統的建造物群保存地区における洪水氾濫および土砂災害の危険性を現
地調査および数値シミュレーションから評価する。
【研究成果の詳細】
重要建造物後背斜面において雨量、間隙水圧、変位量を長期モニタリングし、水分量変動に
伴う変状および斜面崩壊発生機構を検討した。土壌水分と傾斜を同時に計測するジョイント型
マルチセンサを設置し、システムの検証を行った。また、地形解析や過去の崩壊履歴から判断
された危険性の高い斜面において傾斜計測点を増設することで、境内の危険性を面的に把握す
る試みを開始した。既存の計測結果では、降雨時に土壌水分の変動に伴って傾斜の変化がわず
かに認められ（図 9）、1 時間降雨強度と傾斜変動に関連性がみられることが示された。また、平
成 30 年 9 月の台風 21 号で発生した風倒木災害箇所において、風倒木の処理、根返りに伴う土
壌かく乱の対策を検討するとともに、長期にわたる森林再生の計画・整備方法の検討に着手した。
出石伝建地区の水災害については、昨年度の現地調査により谷山川の放水路が整備されたこ
とから危険性はかなり小さくなっていることが明らかになった。今年度は、谷山川上流域、放
水トンネル周辺における現地調査を行い、上流域の状況を確認した。上流域が豪雨等によって
荒廃した場合には、多量の流木が放水トンネル入口の流木止めに捕捉されると考えられ、行き
場を失った流水の多くは伝建地区を含む出石市街地を流れ下ることが予想されるため、数値シ
ミュレーションによる解析を行った。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。既存施設の効果を検証するとともに土石流災害、洪水対策として必要と
なる施設規模を検討した。その結果、流量の増大に伴って洪水氾濫面積が増大すること、また、
流木止めの設置によって洪水氾濫の危険性が低下することが示された。また、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。
3D レーザースキャナーによる 3 次元測量の結果に基づき、石垣の孕み抽出および孕み量の定
量化が行った。
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降雨イベント時の地下水位、傾斜の変動

図 9研究降雨イベント時の地下水位、傾斜の変動
担 当者 ：福 山智 子 ，金侖 美
【研究 目的 】

6．鉄筋コンクリート造実構造物の耐久性向上のための補修に関する研究
本研究の目的は，歴史的な鉄筋コンクリート（RC）構造物の耐久性向上と延命である。今年度
【福山 智子、金 侖美】
【研究目的】

は昨年度に引き続き，理想的な天然暴露試験場ともいえる軍艦島構造物群を調査・検討対象とし，
部材や仕上げの変形・脱落，鉄筋腐食の要因外力として，波浪・風のほか海からの塩害などにつ

本研究の目的は、歴史的な鉄筋コンクリート（RC）構造物の耐久性向上と延命である。今

いて島内全構造物の定点観測することで経年劣化の種類やその進行速度を把握・整理する予定

年度は昨年度に引き続き、理想的な天然暴露試験場ともいえる軍艦島構造物群を調査・検討対
であった。しかし，Covid-19 により予定の調査が実施できなかったため，今年度は本研究テーマ
象とし、部材や仕上げの変形・脱落、鉄筋腐食の要因外力として、波浪・風のほか海からの塩
に関連する実構造物の補修について実験室実験を実施した。
害などについて島内全構造物の定点観測することで経年劣化の種類やその進行速度を把握・整
図 1 のように補修した RC 構造物の早期劣化が社会的な問題となっており，今後の歴史的構造
理する予定であった。しかし、COVID-19
により予定の調査が実施できなかったため、今年度
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。福山らのこれまでの検討から既
は本研究テーマに関連する実構造物の補修について実験室実験を実施した。
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ているが，
図 10 のように補修した異種材料間の膨張特性，ヤング係数の違いがどこまで許容できるか，そのクライテリアは明らかに
RC 構造物の早期劣化が社会的な問題となっており、今後の歴史的
なっていない。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
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。福山らのこれまでの検討
評価する手法はいまだ存在しないことから，本研究では既往の手法を改良した試験法を図 2 のよ
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
うに提案し，その適用性を実証した。
なっているが、異種材料間の膨張特性、ヤング係数の違いがどこまで許容できるか、そのクラ

イテリアは明らかになっていない。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
【研究 成果 の詳 細】
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ことから、本研究では既往の手法を
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

改良した試験法を図 11 のように提案し、その適用性を実証した。

継続的に測定し，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図 12 のように評価

【研究成果の詳細】

した。

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
【今後 の研 究計 画・ 展 開】
継続的に測定し、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図 12 のように評
価した。

本研究で得られた実験の結果や既往研究のデータをインプットとして，補修界面や補修材の表

面に生じる剥離・ひび割れの発生条件（材料特性，応力）を定量的に同定する。

【今後の研究計画・展開】
本研究で得られた実験の結果や既往
研究のデータをインプットとして、補
修界面や補修材の表面に生じる剥離・
ひび割れの発生条件（材料特性、応力）
を定量的に同定する。

図 10 RC 構造物の早期劣化
図 10 RC 構造物の早期劣化
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