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はじめに

立命館大学歴史都市防災研究所は、文化遺産の宝庫とも言うべき京都・滋賀を拠点として、

芸術と文化の保全と、それを支える環境とコミュニティを含めた災害対策とを、一体の物とし

て捉える「文化遺産防災学」の教育・研究を推進しています。2003 年の歴史都市防災研究セ

ンター設立以降、文部科学省 21 世紀 COE プログラム、同グローバル COE プログラム等の外

部資金を積極的に獲得しながら、研究活動を行ってきました。ユネスコより当時のセンターに

ユネスコ・チェアが設置されるなど文化遺産の防災に関わる国際研修事業も継続して実施して

おり、国際的な文化遺産防災学のネットワーク・ハブとしての役割も果たしてきました。

歴史都市防災研究所では、これまでの実績を基盤にさらなる発展を図ることで、文化的で安

全な社会の発展に貢献するための方策を国内外に提供できる、教育研究のための拠点形成を目

指しています。

地域に根ざした文化遺産とこれを取り巻く歴史都市は、貴重な社会的共通資本です。それは

長い時間をかけて醸成されてきた人々の文化的活動の結晶であり、ひとたび失うと二度と再生

はできません。この文化的価値を維持しながら、災害の脅威から守り、次世代へと受け渡して

いくことは現代を生きる私たちの責務です。

文化遺産や歴史都市の持つオリジナリティを損なわずに、地域に根ざしたコミュニティや伝

統、水や緑、環境などの地域資源を活かした減災に取り組むためには、減災を文化に高めるた

めの新しい考え方が必要になります。このため文化遺産防災、あるいは歴史都市防災という研

究テーマの下では、これまで別々に取り組まれてきた人文社会学と理工学を融合して取り組む

ことが必要になります。さらに、アーカイブ等の情報技術を駆使する立命館大学アート・リサー

チセンターとも連携しつつ、国内外の人材と研究プロジェクトが集うプラットフォームを構築

しています。

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、主要な活動の柱である国際研修やシンポ

ジウム、マップコンテストに際して、オンラインもしくはハイブリッド化しての開催を余儀な

くされましたが、研究者と事務局とが力を合わせて、客員協力研究員の先生方や協賛企業様の

お力添えをいただきながら、新たなデジタルコンテンツを製作したり、より多くの方々に参加

いただける開催形態を確立することができました。

引き続き、地域社会を始めとした産官学との連携や、NPO/NGO、そして国際機関とも連携

して、「文化遺産防災学」の発展、文化的価値を継承する歴史と伝統の研究、実践的な防災技

術の獲得、即戦力となる実務家と研究発展を担う若手研究者の輩出に取り組むとともに、当該

分野の国際的な中心拠点として、社会貢献へ向けた機能を担える教育研究環境を確立していく

所存です。皆様方のご支援、ご協力を賜りますよう、心よりお願いを申し上げます。

 立命館大学 歴史都市防災研究所 所長 大窪健之
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組織体制
所長

大窪 健之 理工学部 環境都市工学科 教授 文化遺産防災学
副所長

花岡 和聖 文学部 地域研究学域 准教授 地理情報科学
吉富 信太 理工学部 建築都市デザイン学科 教授 建築構造学

研究メンバー
青柳 憲昌 理工学部 建築都市デザイン学科 准教授 建築史
阿部 俊彦 理工学部 建築都市デザイン学科 准教授 都市デザイン、都市計画、

まちづくり
泉 知論 理工学部 電子情報工学科 教授 情報システム学
宇佐美 智之 文学部 地域研究学域 特任助教 GIS を活用した文化遺産保全、

歴史 GIS
岡井 有佳 理工学部 環境都市工学科　 教授 都市計画
小川 圭一 理工学部 環境都市工学科 教授 交通工学・交通計画
大場 修 衣笠総合研究機構 教授 日本建築史
鐘ヶ江 秀彦 政策科学部 政策科学科 教授 計画理論
川﨑 佑磨 理工学部 環境都市工学科 准教授 コンクリート工学、

非破壊検査工学
河角 直美 文学部 地域研究学域 准教授 歴史地理学
神田 孝治 文学部 地域研究学域 教授 文化遺産保全／

防災とツーリズム
北本 英里子 理工学部 建築都市デザイン学科 初任助教 建築情報
金 度源 理工学部 環境都市工学科 准教授 文化遺産防災学
金 侖美 総合科学技術研究機構 助教 建築材料
小林 泰三 理工学部 環境都市工学科 教授 地盤工学
桜井 政成 政策科学部 政策科学科 教授 国内外レジリエンス都市政策調査
佐藤 弘隆 文学部 地域研究学域 特任助教 人文地理学、地域研究、

デジタル人文学
里深 好文 理工学部 環境都市工学科 教授 河川災害
高橋 学 文学部 地域研究学域 特任教授 環境考古学
寺床 幸雄 文学部 地域研究学域 准教授 人文地理学
土岐 憲三 衣笠総合研究機構 特別研究

フェロー
 文化遺産防災学・地震工学

豊田 祐輔 政策科学部 政策科学科 准教授 防災まちづくり
仲谷 善雄 情報理工学部 情報理工学科 教授 防災情報システム、認知工学
夏目 宗幸 文学部 地域研究学域 特任助教 歴史地理学、地理情報科学
狭間 惠三子 衣笠総合研究機構 教授 都市政策、文化政策
平尾 和洋 理工学部 建築都市デザイン学科 教授 建築意匠
深川 良一 理工学部 特命教授 地盤工学
福水 洋平 理工学部 電気電子工学科 准教授 信号処理工学
福山 智子 理工学部 建築都市デザイン学科 准教授 歴史文化建造物の劣化診断・

非破壊検査、建築材料学
藤井 健史 理工学部 建築都市デザイン学科 助教 歴史文化都市の空間解析
藤本 将光 理工学部 環境都市工学科 准教授 砂防工学
本間 陸朗 理工学部 建築都市デザイン学科 教授 光環境学、建築電気設備
宗本 晋作 理工学部 建築都市デザイン学科 教授 建築計画
村中 亮夫 文学部 地域研究学域 准教授 地理情報システムを用いた住民参加型

の安全安心マップ作成に関する研究
持田 泰秀 理工学部 建築都市デザイン学科 教授 建築構造・生産・材料
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矢野 桂司 文学部 地域研究学域 教授 人文地理学、地理情報科学
山崎 有恒 文学部 日本史研究学域 教授 河川改良史
山田 悟史 理工学部 建築都市デザイン学科 講師 建築情報学
山本 理佳 文学部 地域研究学域 准教授 文化遺産の保全と活用・

災害と観光
SHAKYA, Lata 衣笠総合研究機構 准教授 歴史都市防災まちづくり

専門研究員
大橋 弘明 衣笠総合研究機構 専門研究員
CHEEK, Wesley 衣笠総合研究機構 専門研究員

補助研究員
白石 陽子 衣笠総合研究機構 補助研究員
林 祐妃 衣笠総合研究機構 補助研究員

活動概要
歴史都市防災研究所は文化遺産の宝庫とも言うべき京都において、芸術と文化の保全とそれ

を支えるコミュニティを含めた災害対策とを一体の物として捉える「文化遺産防災学」の教育・
研究拠点を目指し、以下の 3 つの研究部会において、災害科学、土木工学、建築学、情報学、
政策科学、歴史地理学など、文理を連携させた研究活動を推進している。

歴史文化都市の時空間データ基盤研究部会
歴史文化都市の将来の災害リスクを明らかにし、災害時の対応や復興時の状況を歴史的背

景とともに具体的に評価していくために、京都をはじめとする歴史都市を対象にした、時空
間的なデータ基盤を構築し、歴史文化都市ならびに文化遺産の災害リスクや空間の質に関係
する地理空間分析とこれをふまえた評価ツールの開発を試みる。

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

を確立すること目的に、歴史文化都市空間の歴史的・文化的価値を保全する防災技術を向上
させるとともに、他の研究部会とも連携して、歴史文化都市・地域のハザード情報と歴史文
化都市空間の歴史的・意匠的・防災技術的価値評価を整理する。

歴史文化都市の防災デザイン研究部会
「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の防災技術を確立

することを目的に、伝統的な知恵と地域の歴史・文化を生かした耐震設計・改修技術や防耐
火システム・機器の開発、歴史文化地域の地盤環境およびハザード評価を踏まえた防災対策
の提案を行うとともに、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
計画と政策を提案する。

上記に加えて、今年度も新型コロナウイルス感染症感染者拡大により大きな影響を受け、昨
年度は中止となった「ユネスコ・チェア国際研修」は今年度も研修者の招聘ができず、初めて
オンラインでの開催を試みたことで、世界各国での文化遺産の防災に関わる人材・研究者との
ネットワークの維持を図ることができた。GIS 技術を援用した文化遺産防災情報の国際的共有
手法の開発、歴史都市および文化遺産の災害とその対策に関する情報アーカイブの構築などを
学内外の関連機関と共同で行うことで、国際展開・社会連携を推進している。さらに（3 本柱
の残り 2 つ）、国際学術シンポジウムである「歴史都市防災シンポジウム」の年次開催はオン
ラインで実施、「みんなでつくる地域の安全安心マップコンテスト」も例年と変わらず多数の
応募を集め、昨年度に引き続きハイブリットにて表彰式を開催した。

また、今年度も引き続き文部科学省私立大学等経常費補助金（研究施設運営支援）により、
上記の研究部会における研究活動に加え、より発展的な研究プロジェクトを推進した。

それらの研究成果については、本報告書に第 4 章に掲載する。



研究部会　研究成果報告





◼A01 歴史文化都市の時空間GIS
歴史GIS、Virtual Kyoto (GIS+VR+Web)

◼A02 歴史文化都市と災害の記憶地図
質的GIS、情報の共有、展示

◼A03 歴史文化都市の人の流動
交通モデル、滞留人口、観光客、避難、コスト

◼A04 歴史文化遺産の人災・獣害
実態把握、画像処理、監視システム

◼A05 歴史文化都市の空間評価とデザイン
空間の質、評価ツール、デザイン戦略

研究組織

A部会：歴史文化都市を守る防災学の
ジオセンシングとジオデータ基盤

◼歴史文化都市の時空間的なデータ基盤の構築
◼歴史文化都市ならびに文化遺産の災害リスクや
空間の質に関係する分析・評価ツールを開発
◼歴史文化都市のジオデザインに資する地理空間
情報処理の方法論的発展

活動目的

（代表）小川圭一 （副代表）花岡和聖
（構成メンバー）阿部俊彦・泉知論・河角直美・宗本晋作・村中亮夫・矢野桂司
（客員研究員）板谷直子・今村聡・川道美枝子・中谷友樹・米島万有子・Mohamed Soliman
（院生）清水裕朗・武内樹治・前田一馬
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①歴史都市の災害リスクの効果的な表現方法・地図化
によって、情報の発信と公開を積極的に進める。

②ARCと連携した歴史資料のアーカイブとこれを活用
した地理空間情報研究の推進（歴史GIS研究）

③歴史文化都市の減災のため、自治体や外部研究機関
と連携した地理空間情報に関する調査研究の推進や
地域計画手法（ジオデザイン）の確立。

歴史都市京都の安心安全3Dマップの配信・改良
（3次元ハザードマップ）

東日本大震災の文化財被災地
図の分析（南海トラフ地震発
生時の文化遺産被害シミュ
レーションなど）

研究担当者：矢野・河角・花岡・片平・中谷

A01 歴史文化都市の時空間GISA01 歴史文化都市の時空間GIS

（目的） 歴史文化都市の地域防災計画やジオデザイ
ン研究の基礎となる地理空間情報のデータ基盤・解析
ツールの開発・利用環境の整備

A部会の構成

A01 歴史文化都市の
時空間GIS

A01 歴史文化都市の
時空間GIS

A02 歴史文化都市と災害の「記憶地図」A02 歴史文化都市と災害の「記憶地図」

A03 歴史文化都市の人の流動A03 歴史文化都市の人の流動

A04 歴史文化遺産の人災・獣害A04 歴史文化遺産の人災・獣害

A05 空間評価と
デザイン

A05 空間評価と
デザイン

評価分析ツール
運用の方法論データ基盤の拡充

個別要素的

全体的・統合的

センシング・視覚化・分析技術



●日本の歴史GISプラットフォームの構築-Japanese Old Maps Online-
日本古地図を検索し、Map WarperでGIS化して、ArcGIS Onlineで表示・分析・公開

「 Japanese Old Maps Online 」のギャラリー
https://japanese-old-maps-online-rstgis.hub.arcgis.com/

「ARC地図ポータルデータベース」
https://www.dh-jac.net/db/maps/search_portal.php

研究担当者：矢野・今村・夏目

京都の過去の景観を復原するために、古地図、古写真、絵画などのデジタル化・
GIS化を、アート・リサーチセンターや地理学教室と協働しながら推進した。「日
本版Map Warper」の更新を進め、「日本の古地図ポータルサイト」、「日本の古
地図Maplat」を作成した。全国の地名GISデータベースを構築した。さらに、エジ
プトの歴史都市アレキサンドリアの古地図ギャラリー「Gallery of Alexandria‘s
historical maps」を構築した。

研究担当者：矢野・河角・花岡・中谷・今村・佐藤・Soliman・宇佐美・夏目

1-1 歴史都市京都の新たな地理空間情報のデジタル化・
GIS化

①日本の古地図ポータル
●「日本版Map Warper」の構築と拡充

https://mapwarper.h-gis.jp/
●「日本の古地図ポータルサイト」の作成
●「日本の古地図Maplat」の作成

「Gallery of Alexandria‘s historical maps」

●「日本版Map Warper」を活用して、エジプトの歴史都
市アレキサンドリアの古地図ギャラリー「Gallery of 
Alexandria‘s historical maps」を構築した。

②地名データベースの構築

③国際的な展開

●日本の歴史地名、空間データ基盤、農地ナビなどのGIS
化を行った。災害地名などへの活用が期待される。



平安京跡での膨大な発掘調査成果のデジタル化・GIS化を、アート・リサーチセン
ターや京都アスニーと協働しながら推進した。その成果を「平安京跡データベー
ス」として公開し、研究者だけでなく誰もがどこでも平安京跡や京都を学ぶことの
できる情報基盤を構築した。

研究担当者：矢野・河角・今村・武内

1-２ 平安京跡における発掘調査成果の地理空間情報の
デジタル化・GIS化

①発掘調査成果のデジタル化・GIS化
●京都アスニー・京都市埋蔵文化財研究所の方による
発掘調査成果の集成（調査地点、調査平面図）
計5000点以上
→ジオコーディングを行い、地図上で可視化

発掘調査地点ポイント（左）と調査平面図（右）●ESRI社ArcGIS Hubを用いてWebサイトを構築
地理空間情報をWebGISとして公開、加えて当データ
をオープンデータとして利用者がダウンロード可能

→教育分野や、歴史GIS・考古学研究へ利用可能
オープンサイエンスの推進

●膨大な情報をWebGISとして地理的な検索ができるだ
けでなく、属性情報として発掘調査報告書や現地説明
会資料のURLを付与しており、様々な発掘調査の資料
を閲覧可能。

②情報基盤構築と公開

発掘調査報告書

●日本の地名GISの構築（ベータ版）
オープンデータの地名GISを整備し、地名の標準化を検討している。
災害地名とハザードマップの重ね合わせを検討。

住居地名 346,060件

歴史地名 298,914件

農地ナビ 40,789,825件街区番号 17,930,859件

大字・町丁目名 189,817件 自然地名 41,838件

『蛇』を含む地名

国土数値情報災害情報レイヤー

研究担当者：矢野



研究担当者：佐藤・河角・矢野

2-1 「歴史都市京都の町文書とデータベース」などの各種
データベースの構築

⚫ 「歴史都市京都の町文書データベース」
東山区弓矢町文書について、新たに約40点をデジ

タルアーカイブするとともに、その画像データを
「歴史都市京都の町文書データベース」に登録し、
データベースの充実を図っている。また、当町の
アーカイブデータを用いた町内景観・祭礼組織の復
原を行い、可能であれば3月に六原学区の住民を対
象とした成果報告会を実施する。

「歴史都市京都の町
文書データベース」 「立命館大学文学部京都学

専攻・クロスメジャー研究
資源データベース」

⚫ 「立命館大学文学部京都学専攻・クロスメ
ジャー研究資源データベース」

京都三大祭（葵祭、祇園祭、時代祭）の絵葉書約
200枚と明治時代の京都の骨董商の絵日記をデジタ
ル・アーカイブし、「立命館大学文学部京都学専
攻・クロスメジャー研究資源データベース」に登録
した。また竹松家文書のうち、京都に関連する資料
の全てのデジタル化が完了し、見出しのテキスト
データ入力を進めている。

各種資料のデジタルアーカイブと各種データベース構築の継続

A02 歴史文化都市と災害の「記憶地図」A02 歴史文化都市と災害の「記憶地図」

（目的） 歴史文化都市や被災地の過去の記憶に関す
る質的情報を収集し、災害の記憶や街の「価値」とそ
の継承について考察
（量的な情報を補完する質的情報の研究）

研究担当者：河角・佐藤・矢野・村中・SHAKYA・大橋・酒井

GIS上で質的な情報を
データベース化

関連研究グループへ情報提供
地域住民への情報提供
まちづくりへ寄与

記憶から街の「価値」を抽出する
地域が継承すべき価値を再発見し共有するための手法として
「街の記憶」の記録手法に注目する。
また、記憶のアーカイブにかかり、史資料・写真資料の収集
とデジタル・アーカイブを行う。

①「京都町文書データベース」などDBの構築とその継続

②立命館大学アート・リサーチセンターの各種データベース
をもちいた鴨川の景観復原

③災害の「記憶地図」
「茨木市東小学校区防災マップ（水害編）」の作成

記憶地図

模型を
利用した
ヒアリング

地図を
利用した
ヒアリング

景観復原



2-3 災害の「記憶地図」＠大阪府茨木市
研究担当者：村中・SHAKYA・大橋・酒井（地域の安全安心マップコンテストとの連携）

地域住民が行政発行のハザードマップを見ながら身近な地域を歩き、現地を確認したり住民同
士で意見交換することを通して得られた地域の災害特性や地域特性に関連する情報を記載した
防災マップを作成する活動の可能性と課題について検討を進めた。

茨木市東小学校区防災マップ
（水害編）

Zoomによるフィールドワーク支援

ArcMapによるGISデータの作成

成果・今後の展開
水害を念頭に収集された危険箇所の情報とともに、避難所、水防倉庫、安威川の水位を確認する
ための目印、垂直避難が可能な高い建物、茨木市内でも大きな被害を引き起こした昭和42年7月
北摂豪雨時の市内の様子の写真のほか、地域の文化を表す景観として公園や桜・銀杏並木、神社、
寺院、記念碑を掲載した。自主防災会が実施する防災訓練での活用が期待される。

⚫ 本活動は、大阪府茨木市東小学校区自主防災会、
茨木市総務部危機管理課と共同で実施

⚫ 茨木市東小学校区防災マップ（水害編）を作成
⚫ 新型コロナウイルス（COVID-19）の影響で、

オンラインによる防災マップ作成を支援

現地確認の例 ミニ講義の配信画面

当日の様子＠歴史都市防災研究所

現地の情報がメモされた地図

完成版

4グループに分
かれて東小学
校区内をフィー
ルドワーク

ARCデータベースを活用した景観
復原

アート・リサーチセンター（ARC）
にて公開されているデータベースには、
過去の景観復原に資するものが多数含ま
れている。古典籍の『都の魁』
（1883）に着目するとともに、横断検
索から鴨川に関係する画像資料を抽出し、
近世期から近代にかけての鴨川（おもに
今出川～五条間）の景観変遷に関する研
究の可能性を検討するのが目的である。

ARCのデータベースにくわえて、他研
究機関（日文研、長崎大、国立国会図書
館など）で公開されている古写真や、個
人所蔵の絵葉書なども活用し、鴨川にお
ける河川環境の微細な変化を指摘し、納
涼、すなわち親水の場としての土地利用
に言及した（2021年度第4回定例研究
会にて報告）。

引き続き、鴨川の天井川化と親水空間
の形成に関して検討をすすめたい。また、
桂川、紙屋川（天神川）の河川景観の復
原も試みたい。

2-2 ARCデータベースを活用した鴨川景観の復原
研究担当者：河角・佐藤・矢野

https://www.dh-jac.net/db1/books/results1024.php?f1=arcBK03-0064-
01&f12=1&enter=portal&lang=ja&max=1&skip=76&enter=portal&lang=ja

個人所蔵

https://www.arc.ritsumei.ac.jp/archive01/theater/image/PB/arc/Books/arcBK/ar
cBK06-0013/arcBK06-0013_008.jpg

近世

近代天井川、模式図
➔鴨川も天井川化していた。

近代以降、四条の架橋、
疎水運河の開削、浚渫も
影響し、河床が低下？



アプリ利用者の位置情報データを用いた歴史都市内の時空間的人口分布について、
高精度な滞留地点の抽出とコロナ禍や自然災害からの避難行動の分析に取り組む。

3-1 人口の位置情報ビッグデータに基づく
歴史都市の時空間構造の把握とその分析活用

研究担当者：花岡・矢野

メッシュまたはポイント形式
の時空間人口データ

アプリ利用者の位置情報ログ

ログ（赤丸）から滞留地点（青丸、
10分以上）を抽出した例（一部）

得られた知見：コロナ禍において地点別の滞留人口変化が報道され、その社会的
関心が高まっている。研究担当者は、複数の携帯電話の位置情報データを活用し、
都市の滞留人口分布並びに都市構造を把握する研究を進めてきた。今年度は、よ
り大規模な位置情報データを用いて滞留地点を高い精度で把握することで、コロ
ナ禍前後での人の移動や災害時の時間帯別人口の分析に活用する。

京都駅

住宅地図や空中写真を活用した移動の
目的地把握（上図は地理院地図）

①市民・観光客の時空間的な行動実態の解明
（いわゆるビッグデータの利用も検討）

②観光客の空間的流動や行動に関する社会調査と
モデル化

③避難場所に関する空間情報とあわせることにより、
適切な避難計画の策定支援

④上記の成果を用いた避難計画に関する提案（避難
場所の設定、避難経路の整備、案内誘導計画など）

⑤トラベルコスト、CVMなどに基づいた歴史的景観・
建造物の価値評価

研究担当者：花岡・宗本・小川・矢野

A03 歴史文化都市の人の流動A03 歴史文化都市の人の流動

（目的） 災害の発生時に、誰がどこでどのような活
動をしているのかを流動データから推定・モデル化し、
災害時の避難計画を支援する分析ツールを開発する。

災害時の交通混雑
状況の推定

19～20回
17～18回
15～16回
13～14回
11～12回
9～10回
7～8回
5～6回
3～4回
0～2回

19～20回
17～18回
15～16回
13～14回
11～12回
9～10回
7～8回
5～6回
3～4回
0～2回

⚫ 災害発生状況に応
じた交通流動の推
定に基づく交通マ
ネジメントの検討

将来的には他の歴史都市・
観光都市へ応用



3-2 避難シミュレーションを用いた路地評価 研究担当者：宗本

・路地から通りに出るところでの混雑が緩和された（赤と青の範囲を例として示す）。
・シミュレーション終盤にエージェントが集中することによる混雑が軽減された。
・これまで危険と思われていた路地や袋路が、 避難集中による混雑緩和に活用できることを示した。

路地・袋
路の避難
経路あり
の結果

青の範囲内におけ
るエージェント
（青粒）が減少

赤の範囲内におけ
るエージェント
（青粒）が減少

路地・袋路
の避難経
路を加味
しない場
合の結果

3-2 避難シミュレーションを用いた路地評価 研究担当者：宗本

①対象敷地：上京区今出川烏丸、京都御所の北側エリア

地震や火災への対策として、密集市街地内の人が迅速に避難できる避難経路の
発見と実空間とシミュレーションによる検証と確保が最も簡易で即効性の高い
対策と考える。
→避難経路を発見し、避難シミュレーションにより、発見した経路の安全性向
上に対する効果を検証する

敷地内人口および宿泊施設の収容人数
と場所に合わせてエージェントを発生さ
せ、京都市の広域避難場所に向かって
避難するシミュレーションを実施したマップ上で確認できる路地のみで経路を設定

対象地の上京区は面積当たりの
細街路が最も高い



自動車交通が普及する以前から形成された歴史都市やその周辺における交通事故
発生状況について調査し、道路形成経緯と交通事故発生状況との関係を分析する。
これにより、持続可能な歴史都市のための、市民と観光客の安全確保を図る。

研究担当者：小川
3-4 歴史都市の道路形成経緯と交通事故発生状況

との関連分析

幹線道路交差点の
道路形成経緯の例

1945年～1950年 1974年～1978年 現在

京都市における主要な文化遺産の観光資源としての価値を、各観光スポットへの
訪問に要する旅行費用（一般化旅行費用）と、観光行動の需要関数にもとづく消
費者余剰を算定することによって評価する。

研究担当者：小川
3-3 トラベルコストとCVMによる

観光資源としての歴史都市の文化遺産の評価

観光行動の需要関数

主要文化遺産の観光資源としての評価

出発地別の旅行費用と消費者余剰



4-1 京都市内における社寺等文化財の獣害とその現状調査
研究担当者：川道・河角・前田・中谷・米島

①過去10年間の京都市内におけるアライグマ・ハクビシン被害調査
2005年から京都市内で社寺の爪痕調査を開始したところ、貴重な文化財のある多くの

社寺に爪痕があり、建造物に被害が出ていることがわかった。アライグマの捕獲は2005
年から、ハクビシンの捕獲は2010年から開始し、2020年までの10年間継続しておこなっ
てきた結果をまとめた。

京都市内における
アライグマとハクビシンの
捕獲数（2010～2020年）

まず、過去10年間の京都市内におけるアライ
グマ・ハクビシンの捕獲数を確認したたところ、
アライグマについては多少の変動がみられるもの
の、60頭前後で推移している。一方、ハクビシ
ンは増加傾向にあり、2020年度には急増してい
た。こうした経過の要因については、今後検討を
くわえたい。

①社会調査に基づく、国指定登録文化財保有社
寺を対象とした人災・獣害の調査分析
②人災・獣害対策のための不審人物・動物の認
識と追跡を行うシステム開発と実地検証

研究担当者：泉・川道・河角・前田・中谷・米島

A04 歴史文化遺産の人災・獣害A04 歴史文化遺産の人災・獣害

（目的） 文化遺産とくに社寺
における人災・獣害の実態把握
と高度な画像データ処理に基づ
いた社寺の見守りシステムの高
度化

B 侵入監視
システム

B 侵入監視
システム

A 人災・獣害
の実態把握

A 人災・獣害
の実態把握

人災・獣害被害の実態調査
の実施・被害の特徴分析

寺社みまもりシステム
の開発

パイロットモデル・対策戦略
状況に応じた人災・獣害の監視・防御法の提案



4-2 侵入監視システムの開発
研究担当者：泉

監視カメラの高度化
画像処理、機械学習、コンピュータ、組込みシステム、
技術の応用
• 不審者判定・発報、不審行動の判定
• 害獣の認識、痕跡の分析
• 顔画像による属性推定、顔画像の超解

像
• 自律巡視車

自動運転の対象と技術
• 専用工場・倉庫

ロボット向けに整えられ管理された環境。詳細
地図が既知、補助設備有。ロボットに併せて行
動する人間

• 屋内・構内巡視
本来ロボット向けの環境ではない。既知詳細地
図、補助設備可。人間向けの表示・操作、未知
の障害物。不特定の人間が介在すると高難度。

• 一般道路
大まかな地図のみ、未知の地図。補助設備は期
待できない。不特定の障害物や人。不測の事態
が頻発。

• 災害時支援、未踏地探査
全くの未整備・未知環境での状況認識と走破。

自律巡視車

②過去10年間の京都市内各区におけるアライグマ・ハクビシンの捕獲数

次に、2010年から2020年にかけてのアライグマ・ハクビシンの捕獲頭数を京都市内各区
別で示した。
その結果、アライグマ・ハクビシンは、都市部よりも左京区、伏見区、西区において捕獲

頭数が多いことがわかった。都市域のなかでも、市街地の周縁部に多く出没している可能性
がある。そこで、今後は、より詳細に捕獲地点を可視化することで、アライグマ・ハクビシ
ンの被害を受けやすい地域の特徴を見出したい。

2018年のアライグマとハクビシンの捕獲地点
京都市内各区におけるアライグマとハクビシンの捕獲数

とその変化（2010～2020）



研究担当者：阿部・矢野・花岡・村中・Mohamed Soliman・武田

A05 歴史文化都市の空間評価とデザインA05 歴史文化都市の空間評価とデザイン

（目的） 歴史文化都市の「空間の質」を評価する理論
的基礎と評価のためのジオデザインツール開発

① 歴史都市の景観保全・建造物保護と、自然環境・緑
地景観の保全などの問題は、当事者やNIMBYの問題が生
じる点で根本的に同一の課題系にある。

② 「空間の質」は、多様なステークホルダの間に生じ
るダイナミクスを通じて達成される全体であり、「複合
的土地利用」を通して、具体的な空間デザインに反映さ
れる。
「空間の質」を鍵とするジオデザイン・ツールの開
発を行うことが最終目的。その方法論の探索のため
に、具体的フィールドを対象に①情報発信、 ②
ワークショップの過程解析、③ Bluespotを用いた
雨水貯留可能地の抽出を行った。

「空間の質」を鍵とするジオデザイン・ツールの開
発を行うことが最終目的。その方法論の探索のため
に、具体的フィールドを対象に①情報発信、 ②
ワークショップの過程解析、③ Bluespotを用いた
雨水貯留可能地の抽出を行った。

Room for the River
「空間の質」を鍵とした複合的
土地利用の実現

GISツール

現試作ロボ：ロボ本体での自己位置推定の精度向上に困難
• 安価な WebCam を巡視領域に配置する
• ロボと外部カメラを連携させて位置推定の精度を向上する
• 固定型の監視カメラとしても利用し監視領域をお互いに補う
• ３台の外部カメラを用いた実験で現状数cmの精度で推定できている

4-2 侵入監視システムの開発
研究担当者：泉

巡視ロボ向け測位手法の検討



研究担当者：阿部・武田
5-1 防災と景観保全を両立する流域空間デザイン手法の開発

(２)流域治水を想定した歴史資源・環境資源を生かした未来の防災
まちづくりに関するワークショップのプロセス分析

◼ 前掲のワークショップにおいて、
シナリオ分析の過程での会話のプ
ロトコル分析によって、将来のシ
ナリオを議論する際に重視される
トレンドのカテゴリーを明らかに
し、それらに対する正負の評価と、
街のポジティブな将来に向けたソ
リューションの議論においてそれ
らと組み合わされやすい歴史・環
境資源の傾向を考察した。

「１班」の議論の過程を分析したヒートマップとWSプロセスとの対応図WSのフロー

◼2020年に行政と連携して実施した流域空間デザインに関するワーク
ショップをランドスケープデザイン誌に掲載するなど流域空間デザイン

(1)川とともに暮らす亀岡2070 ワークショップの成果の発信
研究担当者：阿部・花岡・武田

5-1 防災と景観保全を両立する流域空間デザイン手法の開発

に関する成果
の発信と普及
活動を行なっ
た。(2021/8)

ランドスケープデザイン 139号,
マルモ出版, 2021/8, pp.66-73



歴史文化都市の「将来」を考える方法論としてGISを活用したジオデザインによる
アプローチを国際・地域連携を通じて検討する。
本年度は、ジオデザインの国際連携プロジェクトの枠組みに沿って、（1）エジプ
トでの国際ワークショップの開催ならびに（2）2050年までの社会的・技術的変化
を見据えた、被災地を対象としたジオデザインの教材開発と授業実践を行った。

• ジオデザインとは、地域の記述や説明に
重点をおく地理学と地域の将来計画を得
意とする計画学とを融合し、GISとICT
を最大限に活用して、地域住民と専門家
の協働によって将来計画を立案するため
に提案されたフレームワークである。

• ジオデザイン・フレームワーク：ジオデ
ザインは、基本的に図1に示す6つの問い
かけの繰り返しに基づいて構成される。

ジオデザイン・フレームワーク

ジオデザインのフレームワーク

研究担当者：矢野・花岡・村中・今村・Mohamed Soliman・宇佐美（予算単位としてはA01として実施）

5-2 ジオデザインワークショップの実施

研究担当者：阿部・花岡・武田
5-1 防災と景観保全を両立する流域空間デザイン手法の開発

Bluespot解析(5mメッシュ)による雨水貯留効果を持ち得る窪地の抽出（古川支流域）

(３)亀岡市域におけるBluespot解析による雨水貯留効果を持つ窪地の抽出

◼ 亀岡市域における
治水の課題は主に
保津川本川沿岸の
「霞堤」の機構を
持つ地域に限られ
ていた。そこで、
本研究では、デン
マークで用いられ
るbluespot解析の
手法を用いて、支
流域を含んだ対象
地で雨水貯留効果
を持つ地形を抽出
し指向的な潜在的
雨水貯留能力の分
布を明らかにした。



ジオデザイン実践の新展開：国際コラボレーションと教材開発

⚫ 東日本大震災からの復興とその未来を見据えたジオデザインの教材開発と
立命館大学内での学部生を対象とした授業実践

ジオデザインに基づく復興後の将来計画（2050年版）
（科学的知見に基づく各地区の地域評価をもとに

将来の土地利用計画案を検討）

将来に起こりうるグローバル・リー
ジョナルな環境変化や技術革新の
影響を考慮したシナリオを想定

東日本大震災で被災した陸前高田市を対象

現在の土地利用
9つの観点から地域を評価 例：文化財保全地区の評価・検討

⚫ エジプト・アレクサンドリアを対象としたジオデザインをE-JUST関係者らと
ワークショップを開催（2021年3月23･25･26日（Online）、2021年8月23-29日（Online））





研究担当者：鈴木祥之、吉富信太、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

■伝建地区の耐震改修における課題抽出
豊岡市出石伝統的建造物群保存地区では、伝建地区保存修理事業（修理・修景）が設計士集団

「出石まちなみ設計士会」の協力のもとに実施されている。伝建地区内で修理や改修がなされて
いる建築物を対象に構造的な特徴を調べるとともに、設計士によって修理のために実施されてい
る耐震診断や耐震補強設計がどのような耐震性能評価の方法で行われているか、耐震補強がどの
ような方法や部材を用いているか、さらに保存修理における問題点などを調べた。

出石伝建地区の建築物は伝統構
法木造建築物であるにも関わらず、
用いられている補強部材は在来工
法用の部材である。意匠的に格子
壁や面格子が用いられているが、
耐震補強の効果などの検討を行う。
方法として、これまでに提案され
ている面格子壁の剛性や耐力の評
価方法に基づいて、限界耐力計算
や詳細な立体解析モデルの時刻歴
応答解析を行う。さらに、格子壁
の試験体を作成し、加力試験を行
い耐震性能評価を行う。

立体解析モデル

■伝統構法木造建築物の耐震補強のための格子壁の性能評価

（１）歴史的文化財建造物の耐震補強・改修技術の開発

格子壁試験体の加力試験

（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) 木材の節の圧縮強度への影響に関する研究
(1-4) 実構造物耐久性向上のための維持管理

（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民消火栓の開発

（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] 2021年度

研研究究メメンンババーー：： 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、、
鈴鈴木木 祥祥之之、、持持田田 泰泰秀秀、、吉吉富富 信信太太、、福福山山 智智子子

−25−



歴史的建物にも使われている節のある構造木材の圧縮強度への影響を明らかにする。
近年、木造建築が多く採用されるようになっている。木材は人工的な素材と異なり、
節や割れの介入が避けられない。節は、枝が幹に巻き込まれた部分のことで、一般的
に硬く、断面欠損とみなされ、構造的に弱いと言われている。本研究では、圧縮材で
ある乙種構造材製材(柱)の節による圧縮強度への影響を明らかにし、現在のJAS規格
の判断基準値の改善を提案する。

（１-3）木材の節の圧縮強度への影響に関する研究（１-3）木材の節の圧縮強度への影響に関する研究
研究担当者：持田泰秀

⚫ 実験概要
無欠点小試験片にて、強度異方性
を確認。節径比をパラメータとし、
節の影響を把握する。圧縮荷重と
軸変形、各節廻りのひずみの測定
と同時に、破壊性状把握のために、
サーモグラフィの観察を行う。
⚫ これまでの結果
最大圧縮強度と節径比の関係を示
す。従来の目視等級区分による等
級では、節径比が大きくなると低
い耐力評価が基本とされていたが、
今回の実験では、節による耐力向
上の傾向がみられた。 最大圧縮強度と節径比の関係

載荷状況(NA103) サーモグラフィ観察

（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

伝統構法木造建物の振動特性の検討

伝統木造建物の地震応答を低減する制振構法について、格子壁やはしごフレーム
を利用して、剛性の高い制振ゴムの剛性を低減して伝統木造建物の大変形に追随で
きるシステムについて検討した。

豊岡市の出石伝統的建物群保存地区に建つ伝統構法木造建物を対象として、起震
機を用いた加振実験を行い、構造特性の推定を行った。
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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
地域住民へ火災発
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

戸別の住宅用火災警報器の信号を無線で収集し、戸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・出石地区でのリモート
防災訓練の中で、仮想的なシス
テム体験と評価ｱﾝｹｰﾄを実施！

↓
兵庫県・出石地区でのリモート
防災訓練の中で、仮想的なシス
テム体験と評価ｱﾝｹｰﾄを実施！

（１-4）実構造物耐久性向上のための維持管理
研究担当者：福山智子・金侖美

① 圧電性補修材料による劣化診断
• RC構造物の変形を検査する圧電検知用補修材として
適用するため、炭素繊維を混和して導電性を高めた
セメントペーストを作製し、補修したコンクリート
構造物を模擬した小型試験体に対し一軸繰返し載荷
を行った。

•変形に対する周期的電気的応答（右図）が得られた
が、構造物の破壊に伴い発生する信号や環境ノイズ
の影響に関する評価が必要との結論に至った。

歴史的な鉄筋コンクリート（RC）構造物の維持管理と耐久性向上には、非破壊の劣化
診断と適切な補修が必要である。今年度は、①劣化診断に適用可能な補修材料の開発
および②力学性能を考慮した補修材選定基準に関する実験室実験を実施した。

② 適切な補修材選定
•補修したRC構造物には相互拘束によるひび割れや界
面剥離が生じるため、リング試験体（右図右下）を
用い、補修材と既設コンクリートの剛性および乾燥
収縮率を考量した変形性能のコンパチビリティーを
ひずみなどにより評価した。

•今後は、補修したRC構造物の変形に対するひび割れ
発生低減条件について測定結果に基づき検討する。
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（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。2021年8月に発生した斜面災
害について調査し、対策工の検討を行った。

◼ 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。斜面崩壊時において、傾
斜計が設置された斜面において明確な変動は認められないことが示された。

成就院脇斜面の斜面崩壊と湧水の様子
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②② ：：日日常常利利用用可可能能なな高高機機能能型型市市民民消消火火栓栓のの開開発発

(2) 歴史文化都市の防耐火システムと機器の開発

(a)改良した市民消火栓の
さらなる操作性向上のた
めの評価実験と使用者へ
の利用実態調査を実施。

回転できる収納
部の口を大きく、
またメッシュに
することで中を
見えやすく改良
（特許出願中）(b)公設の高圧消火栓用ス

タンドパイプに、市民用
ホースを直接取り付け可
能な減圧バルブを開発し
実証評価を実施

公設消火栓を使って市民
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
屋外での市民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「高機能型市民消火栓」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実施！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実施！

特許取得済

実際に作業にかかる
時間等で評価
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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。

石垣面の構造不安定化指数

■ 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。

■ 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。築石の抜け落ちや崩壊の危険性のある個所の
可視化やどの石垣断面がどれくらいの地震で崩壊するのかを検討した。

A B C D E F G H I J K L M N
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構
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本丸  
石垣 A 

石垣 H 

二ノ丸  

砂防ダム 

西の曲輪 

レーザデータから建造物・樹木を除去したモデル 

河川 

レーザスキャナーから得られた地表面形状





番
号

絵図名 年代
外壁色

軒の塗籠
の形式 鉢

巻

開口部
（窓）

白 茶 黒 ➀ ② ③ 格子 虫籠

1 聚楽第図（三井文庫美術館蔵） 1587-1594 1 0 0 1 0 0 0 0 0

2 洛中洛外図（京都国立博物館蔵） 1607 2 0 0 0 0 1 0 2 0

3 洛中洛外図（富山勝興寺蔵） 1612 10 0 0 0 0 8 0 4 0

4 洛中洛外図（堺市博物館蔵） 17世紀 1 0 0 0 0 0 0 0 1

5 洛中洛外図（大阪市立美術館蔵） 17世紀 12 0 0 0 0 12 0 0 9

6 洛中洛外図（萬野A本）（萬野美術館蔵） 1625- 8 2 2 0 1 10 0 1 1

7 洛中洛外図六曲（神戸市立博物館蔵） 17世紀 6 0 1 0 0 7 0 0 2

8 洛中洛外図（舟木本）（東京国立博物館蔵） 17世紀 5 0 0 0 1 1 0 4 1

9 洛中洛外図（池田本）（林原美術館蔵） 1615-1623 27 8 6 1 11 14 0 16 26

10 洛中洛外図（所蔵不明） 17世紀 2 0 0 0 2 0 0 1 0

11 洛中洛外図（萬野B本）（萬野美術館蔵） 寛永期 5 4 5 0 0 13 0 5 8

12 洛中洛外図（サントリー美術館蔵） 17世紀 19 2 7 0 5 22 0 14 5

13 洛中洛外図（歴博C本）（国立歴史民俗博物館蔵） 1626 2 0 0 0 2 0 0 2 0

14 洛中洛外図（所蔵不明） 寛永中期 32 1 10 0 16 27 0 10 21

15 洛中洛外図（歴博D本）（国立歴史民俗博物館蔵） -1640 35 0 7 0 5 36 0 3 26

16 洛中洛外図（京都民芸館蔵） 1626 4 2 1 0 0 4 0 2 0

17 洛中洛外図（所蔵不明） 17世紀末期 6 0 0 0 0 0 6 1 0

18 洛中洛外図（京都寂光院蔵） 17世紀末期 11 0 1 0 5 0 4 4 0

19 誓願寺門前図（京都府京都文化博物館蔵） 元和初頭 2 0 0 0 0 1 0 1 0

20 祇園祭礼・賀茂競馬図（所蔵不明） 17世紀 5 0 0 0 3 2 0 2 1

21 祇園祭礼図（京都国立博物館蔵） 寛永年間 9 0 4 0 1 12 0 10 1

（1） 防災的視点から見た建築史・都市史研究
近世における土蔵建築の外観意匠および構法の変遷【【中中間間報報告告】】

研究担当者：青柳＋立命館大学建築史研究室（担当：吉川）
◆ 土蔵は伝統的な防災建築である

⇒近世絵図や修理工事報告書などをもとに近世の土蔵の外観意匠・壁構法の変遷を分析した。
◆ 近世絵図にみる土蔵の外観意匠
（1）鉢巻：17世紀後半頃から現れる。
⇒17世紀後半の洛中洛外図屏風・『歌舞伎図屛風』をみ
ると鉢巻が確認できる。それ以前は鉢巻が見られず、
➀垂木型②直線型③波型の3種類に分類される。

（2）開口部：掛け子塗の窓は18世紀頃から現れる。
⇒洛中洛外図屏風には掛け子塗の窓は見られず、格子も
しくは虫籠窓である。一方、修理工事報告書においては
旧太田脇本陣林家質倉・借物倉（1743以前）で最初に掛
け子塗の窓が確認できる。

図. 鉢巻

表. 洛中洛外図にみる土蔵の外観意匠

図. 軒先の意匠（左から➀②③）

図. 格子窓 図. 虫籠窓 図. 掛け子塗の窓
（旧太田脇本陣林家質倉）

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
江戸末期

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

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）青柳憲昌・豊田祐輔

C01-1 防災的視点から見た建築史・都市史研究 青柳

C01-2 防災的視点から見た建築史・都市史研究 大場

C01-3 復興にむけたデザイン・サーヴェイに関する研究 平尾・木村

C01-4 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

C01-5 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 藤井

C01-6 文化財の防災拠点化に関する研究 大窪

C01-7 災害史研究(京都の災害データベース作成/滋賀県の災害史の聞き取り調査など) 山崎

C01-8 歴史地区の防災まちづくり研究(京都や滋賀県の災害履歴調査など) 金・林

C01-9 ネパールの歴史都市における伝統的空間の防災拠点化に関する研究 SHAKYA

C01-10 防災的視点からの歴史的地区の整備に関する研究 岡井

C01-11 歴史景観保存地区の光環境の定量的調査（歴史都市のBCPに関する研究） 本間
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半潰

大傷

本潰

(数字は軒数)

被災(村)

被災(浦)

●目的：災害に備えた集落の建築構成の特徴を
明らかにし、歴史的防災景観としての意義を探る

和歌山県古座川流域における水害史と集落の水防景観

●方法1：近世古座地区・災害史料34冊（古座川
町所蔵）から、被災家屋の規模・構造・災害発生
時の状況を把握

立命館大学衣笠総合研究機構
研究担当者：大場 修

（2）防災的視点から見た建築史・都市史研究

古座川流域

文政4年：暴風雨被災状況（史料2より作成）

古座川 

太田川 

紀伊大島 

熊野灘 

半潰

流出

浪川除破損

本潰/皆潰

(数字は軒数)
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被災(浦)

救済(村)

5

5 5

4

4

6

7

34

15

54

19

15

12

71

15

2
1

1

11
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大嶋

姫

姫川

神野川

西向

高川原
宇津木中

大柳

古座

津荷

下田原

嘉永7年：安政地震被災状況
（史料17,18より作成）

古座川各地点における洪水最高水位

古座川流域

●方法2：現地調査から、水害対応型の家屋配
置と建築構成の特徴を把握

修理工事報告書にみる
近世の土蔵の壁構法（報告書が刊行された近世土蔵121件を対象として分析）

図. 近世の土蔵の壁構法形式

A：下地材と貫を縄や釘で緊結する（15件）
B：【苆掛】と【尺八竹】を共に設けない（6件）
B’：Bの間渡が胴縁に代わる（3件）

C：【苆掛】は設けるが、【尺八竹】は設けない（39件）
D:【尺八竹】は設けるが、【苆掛】は設けない（5件）
D’：Dの間渡が胴縁に代わる（2件）

E：【苆掛】と【尺八竹】を共に設ける（14件）

件数 A B B’ C D D’ E

江戸前期 0 0 3 0 0 0 0

江戸中期 1 0 2 8 0 1 4

江戸後期 13 2 0 19 3 1 8

江戸末期 1 4 1 12 2 0 2

A B B’ C D D’ E

江戸前期 0 0 100 0 0 0 0

江戸中期 6.3 0 12.5 50 0 6.3 25

江戸後期 28.3 4.3 0 41.3 6.5 2.2 17.4

江戸末期 4.5 18.2 4.5 54.5 9.1 0 9.1

表. 壁構法形式の時代別単位：件

単位：％

◆壁構法形式
以下の5形式・7種類に分類できる

→形式Cは、江戸中期～末期まで約50%を占める。
→形式Bは、中塗仕舞の壁厚が薄いものが多い



（3）① 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

【研究目的】
地震火災等の大規模災害後の速やかな復興を実現するための、事前計画も鑑みた①意匠カルテと防火脆弱性カ
ルテの作成と②復興計画を立てるべき路地空間の選定･評価指標の検討

〇2021年度の研究活動：京都市内の路地空間の選定やり直しと類型化･景観写真評価＋
出石伝建地区町家の意匠カルテ完成と修理修景基準検討のための分析
①京都市中心部の「路地空間」について選定基準を再考の上類型化と評価を行い、今後復
興に備えるべき路地のタイポロジーを検討している
②既に修理修景基準を有する伝統的建築物群保存地区内特定建造物等に対する、新たな基
準フレームの提示と二方向避難・消火活動時の土間活用などを提言している

図 左:用いた景観写真 右:ランキング案01

その１．京都市内の路地空間の選定とその順位付け（継続中）
①近世以前に出自を持つ「辻子・突抜」について路地空間特性を失った要因を特定

②選定基準を見直し
81サンプル再選定
③定性データによる
６類型
④景観写真・系列範
疇法による順位付け
④実空間データも加
点したサンプルのラ
ンキング案01の作成

A

主屋
納屋1階

水上げ小屋

納屋2階

B

C

A

石垣と「水上げ小屋」（左：A・右：C）

●一雨（いちぶり）集落における水害対応型の家屋構成と避難施設としての「水上げ小屋」



（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【研究課題】空き家を利活用して防災・減災を実現する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

〇2021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
本年度は全国的にも空き家が多い大分県を対象とし、臼杵市の木造三階建てで未利用空

間を持つ店舗兼住居と、別府市鉄輪でシェアオフィスとして一部改修した木造二階建ての
空き家の事例を調査した。両市の耐震改修の補助金が十分活用されていない現状もある。

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なった
臼杵市木造三階建ての現状
を実測調査にて確認

②伏見屋の現況図のモデリング
③作成図面を元にwallstatでの

振動解析実験の実施
➡️倒壊は間逃れたが二階X方向の
壁に0.033以上の変形が発生

図2：二階平面図
図3：三階平面図

※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：伏見屋 一階平面図

（3）②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

図4(上)：振動ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ結果(北側)
図5(下)：振動ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ結果(南側)

N

＜壁の変形＞
ー:0.008以上
ー:0.033以上

その２．出石伝建地区の修理修景基準改定フレームの提案
①エリア内２１６サンプルの選定と意匠カルテ.延焼防止脆弱性カルテの完成
②平面形式に応じた開口部構成のメニュー化⇒修理修景改定フレームへ
③消防機関との協議に基づいたミクロ検証とその効果の定量化
④火災時の裏庭空間の活用イメージと住民協定検討の提案

図 左上:検証３モデルエリアの対策効果の定量化 左下:火災時の裏庭･土間活用 右:平面形式に応じた修理修景メニューの提示

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



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（4）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

人とAIの注視領域の比較及び注視領域の推定（以前の訪問意欲推定AIの発展）

被験者：100名（一人当たり10枚），有効回答914枚

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

対象画像 注視領域（人） 注視領域（AI）

意義：人の生理的特性をAIに伝達することによる精度向上の可能性検討の準備
＞マルチモーダル深層学習にて精度検証する（AIと人のコラボレーション）

epochごとの人とAIの注視領域の相関係数の推移
epochごとの実際の注視領域と予測の相関係数の推移

（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）②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)別府市の空き家の耐震補強による
周辺建物への防災と減災の提案(継続中)

①鉄輪の空き家分布調査と研究対象の実測
②木造四号建築物として耐震診断
③wallstatでの振動実験ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝの実施
➡️一階Y方向の壁に0.033rad以上の変形

【今後の研究計画・展開】
①両方の診断結果を踏まえた合理的な耐震補強の提案
②2・3階(臼杵)とシェアオフィス以外(別府)の未利用部分の有効活用の提案

図8(上):鉄輪エリアの空き家の状況
図9(下):四号建築物としての耐震診断結果

図10(上):aside 一階平面結果
図11(下):aside 二階平面結果

図6：aside外観

※中川貴文：大地震動時における木造
軸組構法住宅の倒壊解析手法の開発,
建築研究資料, 第128号,2010年11月

ー:まちなみ景観形成地区
ー:沿道景観形成地区

N

●通常空家
●老朽空家
●対象建物

Y

X

＜壁の変形＞
ー:0.033以上

＜壁の変形＞
ー:0.008以上

図12(上)：振動実験ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ結果(南側)
図13(下)：振動実験ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ結果(北側)

図7：aside内観

※Y方向にのみ振動を発生



姫路城の周辺街路における天守・石垣・櫓の見え方の定量的分析

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

姫路城周辺街路における大天守、小天守、石垣、櫓の部位別に可視量の計算を行い、数値指標による
要約と可視率の分布様態を把握した。また、部位別の計算結果に基づいて姫路城景観の見え方分類
を行い、タイプ別の分布についても明らかにした。

天守・石垣・櫓の部位ごとの可視率分布を把握 天守・石垣・櫓の計測結果から、姫路城の見え方分類図を作成

姫路城天守の可視率分布図 姫路城の見え方分類図

GISをを用用いいたた橋橋梁梁配配置置のの戦戦術術的的縮縮小小にに関関すするる研研究究

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（4）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

橋梁撤去によるコスト削減が住民生活に与える影響と地域を定量的に把握する

：変化量大

：変化量小

：変化なし

：期待値マイナス

橋梁名 パス数 総移動コスト
(min人)

期待値
(min)

⊿期待値
(sec) Rank

- 22602 2036899.8 46.38 0.00 -
1 22602 2037351.5 46.39 0.62 8
2 22602 2037325.2 46.39 0.58 9
3 22602 2038381.3 46.41 2.02 5
4 22602 2036899.8 46.38 0.00 33
5 22602 2037114.7 46.38 0.29 13
6 22602 2044261.5 46.55 10.06 1
7 22602 2037223.5 46.39 0.44 11
8 22602 2036918.4 46.38 0.03 27
9 22602 2037119.8 46.38 0.30 12
10 22602 2036905.3 46.38 0.01 31
11 22602 2036899.8 46.38 0.00 33
12 22602 2036978.2 46.38 0.11 18
13 22602 2038575.2 46.42 2.29 3
14 22602 2038575.2 46.42 2.29 3
15 22602 2037036.6 46.38 0.19 16
16 22602 2036899.8 46.38 0.00 33

意義：50橋ごと生活利便性に対する影響の大小及び地域を把握
＞戦術的縮小計画の一資料に



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①世界遺産カトマンズ盆地・パタン地区を対象とする文化遺産の防災拠点化

2021年度研究担当者：大窪健之・金度源・サキャラタ・里中涼華

●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
**里中涼華・大窪健之・サキャラタ・金度源：ネパールにおける伝統的施設および教育施設の防災拠点
としての活用可能性（2021年度・環境都市工学科・卒業論文）

ゴルカ地震のメモリーブッ
クを出版*して地域還元

2021年度は学校や寺院の
拠点化の可能性を調査**

現代と江戸時代後期における周辺街路からの彦根城の見え方の定量的把握と比較分析

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

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

滋賀県彦根城を対象に、周辺街路における城景観の現状の見え方分布把握を行うとともに、彦根御城
下惣絵図等の資料から、江戸時代後期の城下町の都市モデルを復元的に構築し、江戸後期における
彦根城の周辺街路からの見え方を定量的に把握した。今後、現代と江戸後期の分析結果を比較し、歴
史的な背景も踏まえて考察予定。

現代モデル（御城下惣絵図範囲）

江戸後期モデル（御城下惣絵図範囲）

天守可視率分布図（現代） 天守可視率分布図（江戸後期）



近代京都の災害史研究
京都歴史災害史料研究会の活動（第四期研究会活動を開始）
『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～歴史から学ぶ感染症災害
西洋化の中で「淘汰」された東洋医学の見地に見るべきもの
失われた「知恵」を現代に活かす試み

↓
西洋医学の通用しないコロナ禍の今だからこそ
歴史の中にある大切なものを史料から読み解く

（（７７））災災害害史史研研究究

山山崎崎有有恒恒

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②伝統的な裏庭空間を活かした密集市街地での2方向避難経路の確保

2021年度研究担当者：大窪健之・金度源・谷口有理香

*河口桃佳・大窪健之・金度源：伝統的な裏庭等を活用した二方向避難経路の確保と有効性評価～豊
岡市出石重伝建地区を対象として～（2021年度・環境都市工学科・卒業論文）

出石伝建地区では、間口が狭く奥行きの長
い町家形式の木造が密集しているため、街路
側で火災が発生すると裏手側に避難すること
ができない街区が多い。（図1）

このため必要に応じて、裏手や隣家との境
界に、防犯に配慮した避難用扉等を設置する
ことによって、緊急時に住民同士で避難経路
が共有できる環境整備が必要（図2）

地震火災時を想定した避難経路シミュレーションにより、玄
関以外の出入り口から道路へ直接避難できるか否かについ
て検証した結果、現状では半数以上の建物が二方向避難
経路を確保できていないことが明らかとなった。

一方で、裏庭を住民同士で往来が可能になれば、二方向
避難可能割合が30%以上向上できることが確認された。*

図2 裏庭の避難用扉の例

図1 二方向避難可能割合(現状)



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
②滋賀県水害履歴調査 ※滋賀県流域治水政策室と協働（2014年度～）

2021年度は甲賀市信楽町江田（2021/12/1）にて実施
（新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、地区数を減らし、かつ時期を遅らせて実施）

昭和28年8月多羅尾豪雨、平成25年台風18号の被害把握
• 多羅尾豪雨時、江田地区でも大戸川の溢水により
家屋の水没・流失が起きていたことが
初めて確認された。

• 聞き取り実施が例年より遅くなってしまったため、
今後追加調査を経て、マップを完成させ、
（次年度となるかもしれないが）報告会開催予定。
完成した水害履歴マップは、県HPに掲載予定。

江田地区での聞き取りの様子

• 研究助成を受けている河川財団（河川基金）より、2019年
の水害履歴調査の成果報告書が
「令和3年度研究者・研究機関部門優秀成果」
に選出され、記念講演を実施。

• 11/28には同財団近畿事務所の研究発表会でも成果発
表。聞き取り手法について興味を持ってくださる方が多く、
今後は手法面の再検討およびとりまとめも行っていきた
い。

林 倫子

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

岡本和将・金度源・大窪健之：京都市先斗町無電柱化事業の有効性評価に関する研究
─道路閉塞・電柱倒壊に着目して─ （学会論文投稿準備中）

①京都市先斗町無電柱化事業の有効性評価に関する研究
─道路閉塞・電柱倒壊に着目して─

先斗町の地域特性

無電柱化前 無電柱化後

・災害に脆弱
・景観意識の更なる高まり

⚫ 景観地域 ⚫ 木造密集地域 ⚫ 道路幅員が狭い
1.6m〜4.4m
歩行者のみの通行

江戸時代から続く
五花街のひとつ

お茶屋など古くから
の木造建築が点在 先斗町無電柱化事業の実施

図１ 先斗町無電柱化前 図２ 先斗町無電柱化後

無電柱化により、災害時の孤立箇所がどの程度減るか検証

研究の目的

図４ 道路閉塞率の増減表図３ 電柱倒壊による道路閉塞の設定

金度源



（９） ネパールの歴史都市における伝統的空間の防災拠点化に関する研究 研究担当者：SHAKYA Lata （サキャ ラタ）
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避難生活期間 1週間～1ヶ月

各自／祭・儀式時の炊出し空間を利用

防犯対策 若者によるパトロール

情報取得・管理・共有 トル・コミティが中心に行っていたが、政府との連携していないた

め、十分にできていない
衛生的管理 トル・コミティやトル内の組織などで管理
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地域資源と避難所としての利用実態

ラリトプル市・パタン旧市街地内の対象地

【地域資源（物的＋人的）を活かした自主的避難所の運営実態】

（９） ネパールの歴史都市における伝統的空間の防災拠点化に関する研究
研究担当者：SHAKYA Lata （サキャ ラタ）

【研究目的】

【災害関連の法制度や公的な災害対応体制】

Name of 
Cluster ①Health ②Water/Sanit

ation/Hygiene  ③Shelter ④Food 
Security ⑤Logistics

⑥Camp Coordination 
Camp Management 
(CCCM)

⑦Education ⑧Protection ⑨Tele-
Communication ⑩Nutrition ⑪Early 

Recovery

Gov. of 
Nepal 

MoHP MoUD MoUD MoAD MoHA MoUD MoE MoWCSC/ 
NHRC

MoIC/ WFP MoHP MoUD

Co-Lead
(INGOs) WHO UNICEF

IFRC/ UN-
Habitat WFP/FAO WFP IOM UNICEF/ SC

UNHCR/ 
UNICEF/ UNFPA WFP UNICEF UNDP

MoHP: Ministry of Health & Population, MoUP: Ministry of Urban Development, MoAD: Ministry of Agriculture and Livestock Development, MoHA: Ministry of Home Affairs, MoE: Ministry of Education, MoWCS: Ministry of 
Women, Children and Senior Citizens, NHRC: National Human Rights Commission, MoIC: Ministry of Communication and Information Technology, WFP: World Food Program, IOM: International Organization for Migration, FAO: 

Food and Agriculture Organization of the United Nations, IFRC: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, SC: Save the Children, UNHCR: UN Refugee Agency, UNFPA: United Nations Population Fund

•

•

NDRF2013 Source: GoN MoHA (2013) 1982 Natural Calamity (Relief) Act 
1996  National Action Plan for Disaster Management
1998 Local Self-Governance Act

2002- 2007  Tenth five-year development plan
2005 Water-Induced Disaster Management Policy 
2005 Disaster Rescue and Relief Standard
2005 Prime Minister’s Natural Disaster Relief Fund
2009 National Strategy for Disaster Risk Management 
2010  National Early Warning Strategy 
2010 District Disaster Management Plan
2011  Nepal Risk Reduction Consortium 
2011 Disaster Preparedness and Response Plan
2011 Local Disaster Risk Management Planning Guidelines
2011  Emergency Operation Centre
2013 National Disaster Response Framework
2013 Dead Body Management Guideline
2013 National Monitoring and Evaluation Guidelines
2013 Disaster Recovery Framework 
2017 Disaster Risk Reduction and Management Act
2017 Local Government Operational Act
2017 Private Housing Rebuilding Grant for the Flood and Landslide Victimes
2018 National Policy on Disaster Risk Reduction
2018 Public Health Act
2018 Disaster Risk Reduction National Strategic Plan of Action
2018 Public Housing Program Implementation Sample Guidelines
2018 Guildelines for the Relocation and Rehabilitation of High Risked Settlements

Acts/Guidelines related to Disaster Risk Management

【研究方法】

※



●●課課題題
重重伝伝建建地地区区内内及及びび周周辺辺のの避避難難施施設設はは地地震震・・土土砂砂
にに対対応応ししてておおりり、、洪洪水水時時ににはは開開設設ででききなないい。。

●● 今今後後のの方方針針
適適切切なな避避難難体体制制のの構構築築及及びび住住民民へへのの周周知知がが必必
要要。。

重重伝伝建建地地区区ににおおけけるる水水害害対対策策のの現現状状

●●流流域域全全体体でで行行わわれれてていいるる対対策策
・・ダダムム建建設設にによよるる流流量量調調整整
・・堤堤防防ののかかささ上上げげ
・・河河川川堤堤防防にに付付属属すするるゲゲーートトのの自自動動化化

自自動動ゲゲーートト

指指定定緊緊急急
避避難難場場所所

重重要要伝伝統統的的建建造造物物群群保保存存地地区区
城城西西地地区区

重重要要伝伝統統的的建建造造物物群群保保存存地地区区
城城東東地地区区

●●現現状状のの浸浸水水リリススクク
重重伝伝建建地地区区内内及及びびそそのの周周辺辺のの浸浸水水リリスス
ククがが高高くく、、特特にに城城東東地地区区のの面面積積のの半半分分以以
上上でではは床床上上浸浸水水がが想想定定さされれてていいるる。。

現現：：津津山山城城跡跡

現現：：津津山山駅駅

吉吉井井川川

宮宮
川川 出出雲雲往往来来

岡山県津山市における水害のリスクと水害の歴史

●●目目的的：：重重要要伝伝統統的的建建造造物物群群保保存存地地区区ににおおけけるる
水水害害のの歴歴史史とと水水害害リリススククのの実実態態をを把把握握すするる
●●方方法法：：津津山山市市へへののヒヒアアリリンンググ調調査査、、
既既往往論論文文調調査査、、現現地地調調査査

●●地地域域特特性性：：吉吉井井川川北北側側はは1177世世紀紀かからら城城下下町町
ととししてて栄栄ええ、、当当時時のの石石垣垣ややななぎぎがが一一部部残残っってていいるる

立命館大学理工学部 研究担当者：岡井 有佳＋都市計画研究室（喜多、酒井、辻、坂本）

（10）防災的視点からの歴史的地区の整備に関する研究

津津山山市市城城東東地地区区ににおおけけるる近近年年のの大大規規模模水水害害
・・昭昭和和2200年年99月月1166日日～～1199日日 枕枕先先台台風風
被被害害：：家家屋屋床床上上浸浸水水44995555戸戸
・・平平成成1100年年1100月月1177～～1188日日 台台風風1100号号
被被害害：：家家屋屋床床上上浸浸水水11774400世世帯帯

橋橋梁梁11箇箇所所をを含含むむ公公共共施施設設6666箇箇所所

重重要要伝伝統統的的建建造造物物群群保保存存地地区区
城城東東地地区区

重重要要伝伝統統的的建建造造物物群群保保存存地地区区
城城西西地地区区

なな
げげ



歴史都市のBCPに関する研究

研究担当者：本間+立命館大学建築光環境デザイン・設備技術研究室

・蓄光剤に先斗町の人工照明平均照度30[lx]を1時間
以上照射した後の放光特性を確認すると、非常照
明の規定である30分後には0.13cd/㎡程度の輝度で
あること、また、120分後には0.03cd/㎡程度なる
ものの以降は安定的に発光し続けることも確認。
・0.06cd/㎡の蓄光剤を暗室で床面に設置し、歩行性
能を確認した。160mm×80mmの蓄光剤を500mmピッ
チに設置すれば支障なく歩行できることを確認。
また、サイズを80mm×80mmとしても500mmピッチで
あれば支障なく歩行できることも確認。

（その2）蓄光剤による避難用照明の検討

減光後の蓄光剤による避難用照明実験

【研究目的】
特に観光都市においては避難用照明の整備は重要である。一方で、商用電源停止時にも効力を発
揮する必要がある避難用照明器具においては、非常用電源の整備が必須となるので、簡単なこと
ではない。そこで、電源が不要である蓄光剤の、避難用照明としての可能性を探った。

【結論】
先斗町を対象とした検討において、人工照明による水平面平均照度30[lx]での照射蓄光後の蓄光
剤は、適切なサイズとピッチにより、避難用照明として機能する可能性があることを見出した。

歩行しながら計測した先斗町の水平面照度

30［lx］照射後の蓄光剤の減光特性

（11）歴史都市のBCPに関する研究

研究担当者：本間+立命館大学建築光環境デザイン・設備技術研究室

京都市と東京都の非常用発電機設置状況（想定）の比較

京都市 東京都

規模から、
発電機があると
想定される建物

用途から、
発電機があると
想定される建物

多くの建築物は、規模による法的縛りを受けて、
非常用発電機を設置しているのが現状。

・日常生活における電力依存度が高い現代人に
とって、ブラックアウトは深刻。
・特に観光客の割合が高い先斗町とその周辺を
対象として、特定電気事業によるブラックア
ウト回避方策を検討。
・特定電気事業による電源信頼性向上策の高い
効果は2011年の震災の際にも示されている。

（その1）特定電気事業を活用したブラックアウト回避

先斗町と
その周辺

低圧電力

特定電気事業

高圧電力

中圧ガス
G

常用発電機

特定電気事業の送電フロー

【研究目的】
そもそも、多数の観光客が訪れる京都市の、観光業を見据えたBCPを立案することは簡単ではない。
特に、建築物に高さ制限のある京都市は非常用発電機の設置率が低いことが想定され、商用電源
が停止すると都市がブラックアウトする可能性が高い。これを回避する方策の立案を行った。

【結論】
常用発電機を有する特定電気事業により給電することで非常電源対応が可能であり、需要電力の
調査結果から現状以下の電気料金単価での供給も可能（28円⇒24円／kwh）との結果が算出できた。



(1-1) 訪日中国人観光客の避難行動意思決定に関する研究
コロナ禍まで急増していた訪日観光客の安全をどのように守るかは歴史都市において重要な課題である。観光客
は、災害経験や知識などにより被災時の避難行動も異なることが考えられる。本研究では、コロナ禍前まで訪日
観光客の中でもっとも多かった中国人観光客を対象に、経験・知識を含めた属性と災害時に避難行動意図の関係
を明らかにし、さらに観光客の避難行動意思決定プロセスのパターンを試みた。今後は事例に適用し、具体的な
提案を行なうことが課題である。
◆調査の概要

項項目目 詳詳細細

調調査査名名 訪日観光客の大地震の避難に関するアンケート調査

調調査査期期間間 2021年10月23日-2021年11月6日
調調査査対対象象 2015年以降観光目的で日本を訪問した中国人観光客
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

主主なな

調調査査内内容容

1) 訪日観光客の被災リスク認知

2) 訪日観光客の被災経験

3) 訪日観光客の防災訓練の参加経験

4) 訪日観光客の防災知識（主観的評価）

5) 訪日観光客の最終訪日時の随行者の有無

6) 訪日観光客の日本語能力

7) 訪日観光客が最も信頼する情報源

8) 訪日観光客の避難開始判断

9) 訪日観光客の避難経路選択意図
有有効効回回答答数数 273部

◆訪日中国人観光客一時避難行動意思決定モデル
右図のような、一時避難意思
決定モデルを検証した結果、
属性と信頼する情報源の関係
は見られなかった（多くが公
的情報を信頼）が、属性・信
頼情報源から、避難開始判断
（誰の情報で避難・待機を決
定するか）、ならびに避難経
路選択意図（誰の情報で、左
右どちらの道に避難するか）
に影響があることが明らかに
なった。

◆訪日中国人観光客の
一時避難行動

上記意思決定モデルの精査の結
果、意図レベルではあるが、訪
日中国人観光客の行動パターン
を複数提示することができた
（訪日中国人観光客内の相対比
較；右図は一部の例を示す）。

被災経験
（多）

避難開始は公的
指示以外を重視

経路選択は公的指示以外を重視

防災知識
（多）

（待機より）避難を
重視

経路選択は公的指示・補講経験を重
視

観光中の災害リス
ク認知（少）

経路選択は家族・親友のいる場所を重視

避難開始
判断

避難経路選択意図

属性
信頼する
情報源

新聞報道実績：「歴史都市ならではの備え」『京都新聞』、夕刊、2021年12月15日、2面．

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
大学院生：清水・留野・Yang・Zhang・加減・鰐部

1. 歴史資産の継承・保全政策に関する研究
• (1-1) 訪日中国人観光客の避難行動意思決定に関する研究
• (1-2) 出石伝建地区および周辺地区におけるソフト防災評価
• (1-3) 都市縮小時代での伝建地区の社会的脆弱性と今後のコミュニティ防災に関する研究
• (1-4) 国際防災シンポジウム（INVISIBLE RECONSTRUCTION 2021/09/01）

2. 住民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) 熊本地震(2016)における被災者支援ニーズ時系列的な変化に関する研究
• (2-2) 縮小都市における地域コミュニティに内在する文化遺産防災の現状に関する研究
• (2-3) 現実・仮想の空間・社会関係で区分した防災学習ツールの枠組みに関する研究
• (2-4) 住民を対象としたシナリオ提示型の避難所運営訓練の実施に関する研究
• (2-5) 現実・仮想空間融合による有形・無形の歴史都市遺産の継承政策のシンポジウム

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



(1-3) 都市縮小時代での伝建地区の社会的脆弱性と今後のコミュニティ防災に関する研究

出所：豊岡市フォトライブラリー
（https://www5.city.toyooka.lg.jp/）

重要伝統的建造物群保存地区
（以下、重伝建地区）は、都
市の固有性の創出、観光産業
の基盤となる貴重な文化遺産
である。近年、重伝建地区を
対象とした地区防災計画策定
の活発化している。しかし、
都市・建築に係る規制などに
よって地区内の更新が起こり
にくく、人口減少・高齢化の
影響を強く受ける傾向があ
り、社会的脆弱性が増大しや
すい。そのなか、出石伝統的
建造物群保存地区（以下、出
石伝建地区）をケーススタ
ディとして、都市縮小期での
重伝建地区のコミュニティ防
災に関する新たなモデル構築
に取り組んだ。

図. 全国の重伝建地区での既存人口規模と将来人口変化率の関係（500m圏内）

図. 全国の重伝建地区での既存人口規模と将来高齢化率の関係（500m圏内）出石伝統的建造物群保存地区（兵庫県豊岡市）

(1-2) 出石伝建地区および周辺地区におけるソフト防災評価
行政や専門家が関与する際は、住民へのアプローチ方法に着目した検討が重要である。しかし既存研究では、住
民全体をまとめて扱ったものや、積極的に防災に関与している住民を扱ったものが多い。そのため、本研究では
世帯の防災訓練への参加頻度および住民個人の地域イベント参加頻度（それぞれ年1回以上か未満）を考慮した
「住民カテゴリー」を設けた。そして伝建地区と周辺地区の比較より、ソフト防災を評価し、対応策を提示し
た。今後は、特定の災害脆弱性が大きな歴史的地域のソフト防災の特徴と要因をモデル化することが課題であ
る。
◆アンケート調査の概要
調査対象範囲：下図の通り
2020年12月24日 各戸配布
2021年1月12日まで 郵送回収

範囲 伝建地区 周辺地区
配布数 276 1029

回収数 79 229

回収率 28.6% 22.3%

© Google

赤点線：伝建地区、青線：周辺地区

◆住民カテゴリー

◆災害対策の現状
災害対策は地震ならびに火災とした。下表は統計上有意であった結果を
示しており、全体としては伝建地区は火災対策が進んでいるが、共助に
ついては比較的対応が進んでいない点が明らかとなった。また、住民カ
テゴリー別に見ると、伝建地区のIIに該当する住民が比較的共助が進ん
でいないことから、既存の地域イベントを活用した共助促進策を進めて
いく必要がある（表内のカッコはサンプル数が少ないため参考提示）。



◆国際シンポジウムの問い：
自然災害、生物災害、人為的災害の後の都
市の復興とは、果たして何を意味するのだ
ろうか？建物やインフラの修復や復旧は、
社会構造の復旧なしに十分なのだろうか？
◆国際シンポジウムの目的：
本シンポジウムの目的には、人の存在しな
い都市は、都市ではないからであるという
出発点から、復興が成功したかどうかを測
る真の尺度は、社会的なものであるべきで
あるという観点を学際的なアプローチから
議論を行なうことを目的とした。
◆国際シンポジウムの主催：
「Invisible Reconstruction」国際防災シン
ポジウムは、ロンドン大学（UCL）とラク
イラ大学（UnivAq）の連携、ラクイラ大学
と立命館大学歴史都市防災研究所の協定を
もとにサッサリ大学の4大学が連携して関東
大震災の「防災の日」に立命館大学歴史都
市防災研究所を拠点に世界中の参加者を結
んでネットワーク上で開催された。立命館
歴史都市防災研究所からは、大窪健之所長
の開会挨拶、鐘ヶ江秀彦の基調講演、座長、
大橋弘明と豊田祐輔がパネリストと発表、
客員研究員の酒井宏平が発表を行なった。
運営にあたってはサイバー運営委員として
歴史都市防災研究所に所属する留野僚也
（政策科学研究科D3、鰐部貴之・加減航
（政策科学研究科M1）がビデオ音響を含め
たすべてのオンライン運営を行なった。 図. 国際シンポジウム現地会場の様子

(1-4) オンライン国際防災シンポジウム（INVISIBLE RECONSTRUCTION 2021/09/01）
◆国際シンポジウムの成果：
「Invisible Reconstruction（邦題：
見えない復興。災害に対する分野横
断的な対応と持続可能なレジリエン
スへのアプローチ）日本時間
2021/9/1 14〜23時 (07-
16CET ) 」国際防災シンポジウムは、
グローバルな知識と経験を交換し、
災害への備えと復興に関する現在の
考え方を変え、社会を形成する無形
の糸を補強・修復することの基本的
役割と持続的利益を理解したベスト
プラクティスを推進することを目的
とし、今後のコミュニティ防災のあ
り方を検討した。

◆プログラム：
■開会の辞 （サッサリ大学建築デザイ
ン・都市計画学科学部長、 ラクイラ大学
学長、歴史都市防災研究所所長、ユニ
バーシティ・カレッジ・ロンドン代表）
■基調講演者 鐘ヶ江秀彦（立命館歴史都
市防災研究所）「歴史都市の継承 人新世
における自然災害と都市の寿命」
■セッションI – 市民参加（7発表•座長
鐘ヶ江秀彦）
■セッションII – 文化芸術（8発表•座長
座長 ルチア パトリッツィオ ガニング）
■セッション III - 脆弱性（6発表•座長
座長 バーナビー・ガニング）
■セッションIV – 防災教育第１部（4発
表•座長アントネッラ・ヌザチ）
■セッションV – 防災教育第2部（5発表
•座長アレッサンドロ・ヴァッカレッリ）
■パネルディスカッション（座長 パオ
ラ・リッツィ）
パネリスト：パオラ・インベラルディ
（ラクイラ大学、前学長） ；ピエルルイ
ジ・マラヴァシ（SIPED（イタリア教育
学協会）副会長）；ヴァレンティーナ・
メネゲル（サクロ・クオーレ大学Alta 
Scuola per l‘Ambiente）；フローリア
ン・ムスグヌグ（ユニバーシティ・カ
レッジ・ロンドン） - 大橋弘明（立命館
歴史都市防災研究所）；豊田祐輔（立命
館歴史都市防災研究所）
https://www.invisiblereconstruction.com/
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伝建地域（伝建地区＋隣接地区）：現状維持シナリオ
伝建地区：現状維持シナリオ
伝建地区：政策実施シナリオ
（左軸：人口 右軸：高齢化率）
（左軸：人口 右軸：高齢化率）
（左軸：人口 右軸：高齢化率）

◆調査の概要：
全国の重伝建地区の動向を分析し、出
石伝建地区をその動向のなかで位置づ
けた上で、出石伝建地区の特徴を分析
し、今後のコミュニティ防災のあり方
を検討した。
◆分析手法：
人口・就業・通勤の動向分析、コー
ホート要因法による将来人口推計（現
状維持シナリオ・政策実施シナリオ）、
アンケート調査結果などを総合的に考
察した。
◆研究成果：
出石伝建地区では、その隣接地区に比
べて、人口減少・高齢化の進展が速い。
同時に、伝建地区内の雇用創出力が落
ちると、就業地は外側へと向かう傾向
があり、伝建地区の求心性が弱まる傾
向にある。そのため、今後のコミュニ
ティ防災には、隣接地区を含めた重伝
建地域の求心性の強化と連携の広域化
を同時に進めることが肝要である。そ
のなか、伝建地区と隣接地区、さらに
それらの外側のエリアの間で経済的・
社会的な繋がりを創出していく必要が
ある。 図. 伝建地域を核とした連携による防災コミュニティ形成
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図. 出石伝建地域での人口・高齢化率の予測推移

図. 出石伝建地域での人口関連動向
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(1-3) 都市縮小時代での伝建地区の社会的脆弱性と今後のコミュニティ防災に関する研究
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(2-2) 縮小都市における地域コミュニティに内在する文化遺産防災の現状に関する研究
都市の縮小段階に入っている京都市を事例に、文化遺産防災のステークホルダーになりうる地域コミュニ
ティの主要アクターである自治会とNPOにおいて、防災と文化遺産保全との間に隔たりがあることを示し
た。またその上で、当該地域における今後の文化遺産防災の展開に向けたあり方として、文化遺産保全と
防災を結ぶ活動を提案した。

表. 文章データで抽出されたクラスターとそれに属する単語群

図. 事業間での類似性に基づく共起ネットワーク

◆調査の概要：
京都市自治会・町内会＆NPOおうえんポータルサイ
トから、2020年3月末時点で掲載されていた自治
会・NPOの事業目的・内容に関する文章データを収
集し、分析を行った。
◆分析手法：
階層クラスター分析を用いて、文章データを定量
的・機械的に分類することで、自治会・NPOの主要
な事業の抽出を行なった。その上で、主体と事業間
及び各事業間での相互関係を明らかにした。
◆研究成果：
文化遺産防災に関わる事業である「伝統・芸術文

化の振興と保全」と「地域安全活動」間での類似性
は見られず、現時点ではローカルレベルにおいて、
防災と文化遺産保全の間には依然隔たりがある。
一方で、「地域コミュニティの形成と地域資源の

活用」は上記2事業と類似性があり、また自治会と
NPOの中心事業であることから、当事業の一環とし
て、文化遺産防災を自治会とNPOによる連携・協働
で実施することが重要であると提案した。

ククララススタターー名名 単単語語

介介護護福福祉祉のの増増進進
福祉、障害、高齢、生活、向上、増進、介護、促進、自立、サー
ビス

国国際際協協力力・・交交流流 国際、相互、交流、理解

伝伝統統・・芸芸術術文文化化のの振振興興とと保保全全 芸術、文化、伝統、継承、振興

ススポポーーツツ・・社社会会教教育育のの振振興興
スポーツ、青少年、人材、市民、発展、普及、教育、推進、人々、
貢献

地地域域特特徴徴 地、時代、明治、昭和、年、小学校、平成

地地域域自自治治活活動動 マンション、自治会、組織、研修、イベント、開催、行事、参加

地地域域ココミミュュニニテティィのの形形成成
とと地地域域資資源源のの活活用用

神社、歴史、観光、交通、住宅、人口、整備、街、学校、学生、
位置、暮らし、地区、町、コミュニティ、形成、方々、協力、協
議、中心、実施 、世界

ままちちづづくくりりのの推推進進 環境、保全、経済、活性化、まちづくり

地地域域連連携携 ネットワーク、構築、企業、行政、機関、連携

地地域域安安全全活活動動 団体、各種、防災、訓練

医医療療保保健健のの増増進進 医療、保健

産産業業技技術術のの振振興興とと人人権権擁擁護護 専門、知識、技術、産業、分野、関連、人権、公益

情情報報発発信信 発信、場、情報、提供

科科学学技技術術とと学学術術研研究究のの振振興興 一般、啓発、実践、研究、調査

職職業業能能力力のの開開発発とと雇雇用用機機会会のの拡拡
充充

機会、就労、雇用、能力、開発

地地域域施施設設のの活活用用とと消消費費者者保保護護 施設、運営、利用、資源、活用、保護、消費、指導、維持

生生活活支支援援のの増増進進 精神、援助、人間、関係、相談、日常、総合、家族、心身

子子どどもものの健健全全育育成成
子供、利益、改善、心、子ども、力、児童、対象、子育て、実現、
人、個人、創造、世代、創出、一般市民、啓蒙

(2-1) 熊本地震(2016)における被災者支援ニーズ時系列的な変化に関する研究
これまでの被災者支援に関する研究では、被災者の視点から分野別の被災者ニーズ内容の時系列的な変化
に関する結果に留まっていた。本研究では、熊本地震(2016)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
した情報連絡会議の議事録分析により、支援者の視点から被災者ニーズの時系列な変化を明らかにした。

表. 対象議事録における分野別期間別の被災者ニーズ

図. 分野別被災経過別の被災者ニーズの出現割値の時系列的な変化

◆調査の概要：
熊本県域での支援連携・調整を目的に被災地で活動
するNPOが中心に参加した、「火の国会議」をはじ
めとする4会議から、2016年4月19日〜2016年11
月22日間に開催された100議事録を対象に分析を
行った。
◆分析手法：
議事録分析を行い、被災経過別のクラスターの抽出
とそれらクラスターを被災者支援分野別に統合する
ことで、分野別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傾向のある課題

として「早期復旧」が、出現割合が減少する傾向の
ある課題として「水と衛生」、「教育」等が該当し
た。その他の傾向(特定の時期を頂点に放物線を描く
傾向)のある課題として「キャンプ調整・管理」「緊
急シェルター」等が該当した。
これからの傾向は、過去の災害及び被災者の視点

での被災者ニーズの時系列的な変化に関する結果と
同様であり、本結果は一般化可能だと考えられる。

4月月19日日〜〜5月月18日日

早早期期復復旧旧
被災家屋対応
応急危険度判定・
被害判定

被災家屋対応
罹災証明・生活再建

被災家屋対応
罹災証明・生活再建
地域・復興イベント

地域・復興イベント

教教育育 学習支援

保保健健
保健福祉サービス 保健福祉サービス 子どものケア 子どものケア
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VC運営
ボランティア派遣

情報共有
VC運営
ボランティア派遣

情報共有
VCと生活相談窓口の運営
ボランティア派遣

情報共有
VCと生活相談窓口の運営

ロロジジスステティィ
ククスス

物資支援 物資支援・引っ越し 物資支援・引っ越し 物資支援・引っ越し

食食糧糧安安全全保保
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水水とと衛衛生生
トイレ設置
風呂設置・移送

風呂設置・移送

緊緊急急
シシェェルルタターー

避難所生活環境 避難所生活環境
避難所内イベント

仮設住宅生活環境
仮設住宅内イベント

仮設住宅生活環境
仮設住宅内イベント

キキャャンンププ
調調整整・・管管理理

避難所運営
避難所の実態調査

避難所運営と集約・閉鎖
仮設住宅入居説明

避難所集約・閉鎖
仮設住宅入居と鍵渡

避難所集約・閉鎖
仮設住宅入居
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(2-4) 住民を対象としたシナリオ提示型の避難所運営訓練の実施に関する研究
避難所運営に関する訓練の多くは、避難所開設と運営体制づくりを中心とした内容となっており、避難

所運営と閉鎖・統合に関する内容では殆ど実施されていない。本研究では、避難者が抱える課題・要望へ
の対応や支援機関への支援要請といった避難所運営協議会の役割行動を再現し、訓練対象者である住民の
避難所運営に関する一連の動態の獲得を目的に、シナリオ提示型の避難所運営訓練の開発を行なった。

図．訓練の進行手順と参加者（避難所運営協議会役）の役割

◆研究の概要：
過去の大規模災害時の避難所で発生した課題につ

いて、参加者が避難所運営協議会の一員として課題
対応に関する協議・決定を体験できる訓練の開発を
行なった。訓練上で再現する運営協議会の行動役割
や避難所の状況などの避難所運営の要素の選別は、
伏見区深草学区の自主防災会と共同で行なった。
◆訓練の手順：
本訓練には以下のステップに沿って実施される。

準備：避難所状況の確認や役割分担の実施を行う。
協議の実施：シナリオとして提示される課題に対し、

避難所保有の資源と支援機関から調
達・要請可能な資源を確認し、課題対
応に関する協議と決定を行う。

対応の実施：協議の内容を各主体に報告する。
成果：
成果としての実施効果について、深草学区の避難

所運営協議会役員となっている住民を対象に実施す
る予定だったが、新興感染症の影響で、年度内の実
施ができなかった。ただし来年度の実施については
防災会と合意が取れており、引き続き研究を行う。

対
応
の
実
施

避難所運営協議会
(複数の参加者によって構成)

20YY年MM月DD日〜（午前中）

内容：課題対応に向けた協議と決定
• 避難所運営協議会や各班としての課題対応
• 支援機関への人的・物的資源の要請

避難者
（非参加者）

支援機関
（非参加者）

避難者
（非プレイヤー）

協
議
の
実
施

避難者の抱える課題の共有

支援要請課題対応

準
備

(2-3) 現実・仮想の空間・社会関係で区分した防災学習ツールの枠組みに関する研究
コロナ禍により、防災活動が制限されるなか、オンラインを活用した企画（中継により自宅から閲覧・参加でき
るものや、録画映像を公開することでいつでもどこでも閲覧できるものなど）や少数参加者に限定した活動が実
施されている。しかしながら、これらの活動における参加者の防災学習をまとめた研究がない。そこで本研究で
は、「現実」の空間・社会関係だけでなく、コロナ禍でますます活用が進む「仮想」の側面にも着目して、日本
におけるこれまでの地震防災に関わる防災学習（地域活動での防災活動）ツールを整理した。
このような防災学習ツールの一部は、神社仏閣などの文化遺産による地域安全への利活用方法の発見手法とし

ても利用できることを過去の研究で明らかにしており、コロナ禍における歴史文化地域の防災活用への適用につ
いて、今後検討していく。

右図は空間・社会関係の現実・仮想の空間を示しており、
実際の災害対応が行われる場合は「現実」空間、そうで
ない場合は「仮想」空間としている。一方、実際の災害
対応を行う主体が現実の役割で参加する場合が「現実」
社会関係、そうでない場合は「仮想」社会関係とし、そ
れぞれの組み合わせを四象限で示している。

◆現実・仮想の空間・社会関係で区分した防災学習ツールの枠組み

◆日本の地震防災に関わる防災学習ツールの整理
から提示できる現状と課題の例

*なお本研究は本研究所所属の村中亮夫・金度源との共同研究の成果である。

自助：「現実」の空間における防災学習研究が不足している。オンライン防災クイズなど公開されているが、評
価研究対象とするには基本的すぎる課題であるためと考えられるが、コロナ禍においては、このようなツールの
開発や評価も重要である。
共助：「現実」空間における「仮想」社会関係を基本とした訓練（現実の自宅から避難場所までを、少数で役割
を与えて訓練を行うなど）や、分散避難の必要性が強調されていることもあり、避難所運営の「仮想」空間につ
いて机上だけでなく、三密を避けた野外での訓練なども検討していくことが考えられる。
主体：復興に関する防災学習が不足しており、行政や他地域の住民組織、NPOやボランティアとの連携などを考
慮に入れた防災学習が重要である。



(2-5)現実・仮想空間融合による有形・無形の歴史都市遺産の継承政策の対話と議論

新型コロナウイルスは、DXをはじめとした現実空間から仮想空間へのDXシフトばかりでなく、現実空間
と仮想空間の融合を一気に加速させつつあり、これらは、人々と社会の行動変容ばかりか、保全継承政策
をも変化させつつある。このため、有形文化遺産と歴史都市の継承と無形の文化遺産歴史都市遺産の継承
政策に大きな変革をもたらしつつある。歴史文化コミュニティのジオデザインによる防災政策グループ
（ C-02 ）では、本年度様々な学会においてシンポジウムやワークショップを通じた新たなパラダイムシ
フトについて深く議論する場を学協会を通じて多く設けた。

◆現実・仮想空間融合による有形・無形の歴史都市遺産の継承政策の議論と論点の深化

◆日本シミュレーション＆ゲーミング
秋季全国大会シンポジウム（福岡）

2021年12月04日（土）対面
パネルディスカッション「 CPS社会におけるシミュレー
ション ( CPS: Cyber Physical Systems) 」：コロナ禍
を契機に急速に進展しつつある近未来のCPSが社会経済
にもたらす影響と今後の政策形成について、都市社会の
市民参加とともに社会変容と都市居住と保全のもたらす
仮想社会と現実都市社会の相互作用について深く議論を
行なった。座長：鐘ヶ江秀彦 （立命館大学）、パネリス
ト ：砂口洋毅（九州産業大学）、市川学（芝浦工業大
学）、田名部元成（横浜国立大学） 図. パネルディスカッションの様子
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政策に大きな変革をもたらしつつある。歴史文化コミュニティのジオデザインによる防災政策グループ
（ C-02 ）では、本年度様々な学会においてシンポジウムやワークショップを通じた新たなパラダイムシ
フトについて深く議論する場を学協会を通じて多く設けた。

◆現実・仮想空間融合による有形・無形の歴史都市遺産の継承政策の議論と論点の深化

◆地域学会全国大会（高知）
2021年10月10日（日）オンライン
「都市のリスク軽減とレジリエンスの向上」
オーガナイザー・座長: 鐘ヶ江秀彦
1. 10:00-10:45：「2016年熊本地震における被災者支援組
織の対応ニーズの時系列分析」留野僚也・豊田祐輔・鐘ヶ江
秀彦（立命館大学）、討論者：小野 聡*(千葉商科大学)・藤
岡正樹*(高知大学)
2. 10:45-11:30：「避難所でのペットの受入れに関する基
礎的研究 -広島県・岡山県・大阪府下の市町を中心とする
ケーススタディ」壽崎かすみ*(龍谷大学) 、討論者：五十嵐
寧史(福岡大学) 、梶原はづき（立教大学)
3. 11:45-12:30：「被災時個人シナリオ作成を通じた豪雨
災害時早期避難の促進プログラムの 試行」大槻知史*(高知
大学)  ・城月雅大*(名古屋外国語大学) 、討論者:酒井宏平
*(城西大学)、 土屋 依子(目白大学)

*歴史都市防災研究所客員研究員

◆公社日本不動産学会・資産評価政
策学会秋季全国大会シンポジウム
(OIC)

2021年11月27日（土）ハイブリッド
「大阪府・市が提案する大阪市のスーパーシティ構想と
近未来におけるスーパーシティの都市社会の課題」：規
制緩和と規制改革特区に関わる法制度や個人情報を扱う
上での問題点と可能性、大きく変化する頭脳を移動し集
参という通勤や出張から情報チャンネルによる移動や居
住と共に生産空間や物流が大きく変化する都市構造の大
変革、スーパーシティとスマートシティ、データ連携や
CIvicTech 、住民不在の民主主義の変化と都市継承につ
いて近未来の都市社会が直面する多様な視点を議論した。
座長：鐘ヶ江秀彦 （立命館大学）、
パネリスト ：梅田昌彦 （大阪市ICT戦略室スマートシ
ティ推進担当課長）、角本和理 （立命館大学）、塩見
康博 （立命館大学）、瀬戸 寿一 （駒澤大学）
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歴史都市の防災地理空間情報プロジェクト

プロジェクト代表：文学部・教授 矢野 桂司

共同研究者： 花岡 和聖、河角 直美、村中 亮夫、高橋 学、加藤 政洋、松永 光平、神田 孝治、

山本 理佳、寺床 幸雄、佐藤 弘隆、宇佐美 智之、夏目 宗幸、島本 多敬、今村 聡、

中谷 友樹、青木 和人、中村 大、神松 幸弘、麻生 将、磯田 弦、塚本 章宏、 

谷端 郷、大邑 潤三、手塚 薫、八巻 栞、武内 樹治、森 康平、Soliman Mohamed

【研究計画の概要】
本研究プロジェクトは、歴史都市防災研究所設立以来構築してきた、歴史都市の災害および

災害リスクに関連するさまざまな地理空間情報のデータベースおよびこれを利用する地理情報

処理・配信システムを維持し、これをさらに高度化すことを目的とする。

本研究プロジェクトでは自然災害を中心としつつ、放火等を含む犯罪（人災）、アライグマ

などによる文化財建造物の獣害、外傷など居住者の公衆衛生上の問題など、歴史都市の文脈に

おいて重要な多岐にわたるハザードリスクを包括的に扱い、その評価と関連する社会統計や地

図、文化遺産、さらに古写真や町・家が所蔵する資料も含む時空間的な GIS データベースを

構築する。さらに、これら地理空間情報を活用した文化遺産・歴史都市のリスク評価や歴史的

な都市空間の質の評価、ならびに関連するデータ解析手法や空間デザイン（ジオデザイン）、

情報の視覚化の方法論的研究、災害地名や自然災害伝承碑をはじめとする災害の記憶・記録に

関連する在来知・地物の可視化と防災地理教育コンテンツの開発、文化遺産・防災と観光に関

する研究を実施する。

研究機関間の連携として、アート・リサーチセンターで実施している歴史 GIS、祇園祭、町

家調査に関する研究などと連携しつつ、地理空間情報の整備とその解析・視覚化・公開の方法

（京町家での展示など）について、研究を実施する（京都市都市計画局、京都市総合企画局、

京都市文化財保護課、京都アスニー、京都文化博物館、京都学・歴彩館、京都市歴史資料館、

長江家住宅などとの連携）。また、環太平洋文明研究センターと連携し、環境史・土地開発史・

災害史を踏まえたリスクマネージメントを行う。「地震データベース」の作成・更新、「土地の

履歴」を踏まえた「災害予測地図（ハザードマップ）」の作成、中世温暖期後に生じた「小氷期」

における人間の対応の検討などを行う。整備されるデータベースそのものは歴史都市防災研究

所の多様な活動を支えるが、主として研究メンバーの多くが所属する「歴史文化都市の時空間

データ基盤研究部会」の研究活動と連携し、本研究プロジェクトの推進をはかる。

【研究成果】
1）災害リスク研究の共通基盤となる地理空間情報基盤の整備
①地域の災害リスクを検討するための多様な社会的・物理的評価軸の検討

a） 小氷期の始まった戦国時代に、人工堤防の築堤や河川の氾濫で形成された大規模自然堤

防上に栽培された木綿やアブラナが栽培された。それまで使われてきた麻と比較して、

木綿は寒冷化する気候をしのぐのに好都合であった。木綿栽培が最初に伝播したと言わ

れている矢作川流域（三河木綿）、木曽川流域（尾張木綿）、櫛田川流域（松阪木綿）な
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どについてみると、柳田国男の言うように木綿栽培は古代まで遡ることはないと思われる。

b） 「津波避難タワー」を伊勢湾岸、高知県で調査した。これらの多くはラグーンに建設さ

れており、収容人数は約 200 人。周辺に住む住民の 1 割もカバーできていない。また、

高さも約 15.5m 程度であり津波の高さに達しないものも多い。

②国内外の大規模災害の地理情報のデータベースの更新

日本における 2021 年分の地震データベースを更新した。日本列島では震度 1 以上の地震は

2311 回であった。電子基準点測量によれば、2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震以降続

いてきた地殻変動に 8 月中旬から変化がみられ始めた。それは 11 月になると非常に顕著になっ

てきた。日本列島全体が南西方向から北東方向へ移動しているのである。太平洋プレートの東

から西への動きを反映したものと考えられる。北米プレートと太平洋プレートのせめぎあいに

よって 2011 年 3 月 11 日に動かなかったエリアの北海道浦河沖、北海道根室付近で大規模の地

震が起こるリスクがある。また、太平洋プレートの動きを受けて北米プレートはユーラシアプ

レートと衝突しており、北陸地方、新潟県から北海道西部にかけて逆断層型の地震が懸念され

る。さらに、フィリピン海プレートの圧縮で、ユーラシアプレートが歪んで西南日本で内陸直

下地震が起きやすい状態が続いている。これは「スーパー南海地震」の前段階の地震と考えら

れる。フィリピン海プレートの影響で、琉球海溝、南海トラフ、さらには相模トラフで海溝型

地震が起きるリスクが高まっている。箱根山、阿蘇山、口永良部島などの火山活動が盛んになっ

ていることもフィリピン海プレートの圧縮に関連しています。ラニーニャ現象の起きている冬

に大地震が発生したり火山活動が活発化したりすると、雪崩や融雪洪水を引き起こすことが懸

念される。

③京都市の歴史的市街地に関する調査研究

近代京都の景観にかかわる絵葉書（古写真）の収集を新たにおこない、デジタル化をすすめ

た。とくに鴨川の天井川化について議論すべく、次年度にはデータベースを構築していく予定

である。

④�上記を含む歴史都市のハザード評価地理情報のためのデータベース更新とWebGIS を利用

した公開システムの改良

2019 年から ArcGIS Online 上に、全国を対象に国土数値情報の避難所やハザードマップ、

国勢調査の小地域統計などのオープンデータを自由に閲覧できるサイト（ITC2019）を構築し

てきた。今年度も継続的に更新し、歴史都市防災研究所で 9 月に行われた立命館大学ユネスコ・

チェア「文化遺産と危機管理」国際研修の GIS の実習で活用した。

2）時空間的なGIS データの視覚化および解析手法の研究
①人災・獣害データや震災などの時空間的なハザード・データ解析

今年度は、約 20 か所の社寺等において、アライグマ・ハクビシンの爪痕の痕跡を改めて調

査し、捕獲対策の効果を検証した。次年度には成果を地図上に可視化し、植生や地形との関係

を議論する。

②Virtual�Kyoto システムの活用に関する研究

アート・リサーチセンター、文学部地理学教室や科研費と連携しながら、バーチャル京都に

関わる地理空間情報の収集、地図や写真資料などのデジタル化、GIS データ化を展開し、それ
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らを活用した教育・研究、さらには社会貢献を実施した。

a） バーチャル京都に関しては、1）古地図のポータルサイトの構築と日本版 MapWarper と

の連携システムの構築、2）昭和 30 年代の通り景観パノラマ写真の VR システムの構築、 

3）戦前木造家屋の情報による京町家 GIS の更新、4）京町家の簡易宿所等への利活用に

関する研究、5）NII の北本氏の開発するメモリーグラフと連携し、市バスを中心とする

京都の古写真の今昔比較の実証研究などを継続的に行った。

b） バーチャル平安京に関しては、京都市生涯学習総合センター（京都アスニー）の京都市

平安京創生館と NTT と連携して、AR や画像認識を洛中洛外図屏風の解説システム、平

安京復元モデルの解説システムを開発し、公開しており、それを継続している。

c） 京都アスニーから今後提供を受ける予定である平安京の発掘調査の GIS データを Web

で公開するために、ESRI 社が提供する ArcGIS Hub を使用して「平安京跡データベース」

を作成し、公開した。

d） 2022年の祇園祭における鷹山の復興を支援するために、後祭の鷹山の巡行シミュレーショ

ンを含めた成果を、6 月に「祇園祭の鷹山、来年に復帰へ」（朝日新聞主催）で発表した。

③ジオデザインやジオデモグラフィクスなどの新しいGIS 研究の展開

a） エジプトのアレクサンドリアを対象にしたジオデザインワークショップを、海外の複数

カ国の研究者とオンラインで結んで開催した。その成果は、今後、IGC（International 

Geodesign Collaboration）などで発表した。

b） 近年、注目される携帯電話の位置情報ビッグデータと多様な地理情報を組み合せ、コロ

ナ禍において京都を訪れた観光客の移動履歴と各所での滞在目的・活動タイプを推計す

る手法を検討した。

c） 全国の名字データベースの GIS 化とジオデモグラフィクスの連携に関する基礎的データ

の作成を進めた。

d） 北海道奥尻高等学校と共同で実施を予定している、高校生向けジオデザイン実践につい

て、資料収集や授業案の検討などの準備を進めた。この準備の一環として、地理学応用

研究Ⅱ（担当：花岡和聖）において大学生向けジオデザイン実践を行った。

④�歴史都市京都の文化遺産・古写真・町／家文書のデジタル・アーカイブと景観の質に関する

調査研究

a） 京町家文化継承に関わる実践的な研究を実施し、長江家旧蔵屏風の修復作業をおこなった。

b） 京都の三大祭りの絵葉書（戦前のもの）、260 点を収集し、デジタル・アーカイブをおこ

なった。また絵葉書の公開を目指しデータベースを構築した。

c） 京都学専攻所蔵の京都の地域資料のデジタル・ミュージアム及びデータベースの更新を

おこなった。

⑤�災害に関連する在来知や地物に関するデータベースの構築・可視化と防災地理教育コンテン

ツの開発

a） 岩手県三陸沿岸に存在する津波地名の継承メカニズムを検討するために、これまで実施

してきた山奈宗真著『岩手沿岸古地名考 全』に基づく現地調査データの整理を進めると

同時に、他の文献に記載されている津波地名に関する情報を収集・整理を継続した。

b） 岩手県大船渡市立越喜来小学校、釜石市立鵜住居小学校を事例に、岩手県三陸沿岸に存
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在する津波地名に関する伝承・在来知に着目した小学生向け防災教育コンテンツの開発

を進めた。

c） みんなでつくる地域の安全安心マップコンテストの出張授業や A 部会の災害の「記憶地

図」研究グループの活動で得られた知見も活用しながら、災害に関わる在来知に関する

地図化の方法論について検討した。

d） 京都府宮津市における文化財・景観に関する地域住民の意識調査データの整備を進めた。

e） 2021 年度室戸ジオパーク学術研究助成の採択を受け、高知県室戸市吉良川町の海岸段丘

とその周辺地域を題材とした、高等学校「地理総合」における防災教育教材の検討を進

めた。

3）文化遺産・防災と観光に関する研究
①京町家を活用した防災まちづくりや防災研究情報の発信に関する研究

船鉾町の町会所を借り受け、1．祇園祭をはじめとする祭礼への協力、町の持続的な景観保

全への貢献を意図した、建物や所蔵資料の収集・整理・記録・保存・公開。 2．地域住民にむ

けて地域活動ための場所を提供し、文化財の保全や防災意識を高める実証実験の展開。 3．立

命館学園全体から地域活動に参画できるネットワークの構築。 4．京町家を活用した多様な教

育・研究の成果を発信することを通した「立命館の知の見える化」の推進。 5．大学生・大学

院生や附属校の児童・生徒、校友等を対象とした町家での教育活動、幅広い学習の機会の提供。

以上のような 5 つの活動を実施するための拠点形成をおこなった。

②文化遺産・防災に関する観光研究

2020 年以降、COVID-19 が観光のあり方に大きな影響を及ぼしている。こうしたなかで本

年度は、昨年度に引き続き、COVID-19 との関係に焦点をあてつつ、観光がもたらすアンビバ

レントな影響に注目して、文化遺産・防災に関する観光研究を行った。COVID-19 と観光の関

係性を検討する先行研究や関連する諸研究をふまえ、理論研究を行うとともに、事例研究を推

進した。

③災害関連遺産の観光活用に関する調査研究

本年度は災害関連遺産としての産業遺産の観光活用に関する調査研究を継続して行った。と

くに本年度は代表的な鉱業地域に着目することとし、栃木県日光市（足尾銅山）、愛媛県新居

浜市（別子銅山・工業地域）にて視察・ヒアリング等を行った。産業遺産の多くが企業管理の

もとにあり、当該対象の保存活用を行政や関連団体がすすめられない困難があることなど、特

有の課題が浮き彫りとなったほか、それらを打破するための方策として様々なメディアやデジ

タルテクノロジーを用いようとする動きがあることがとらえられた。コロナ禍の影響でデジタ

ルメディア活用が進められている状況もあり、今後はそうした現状もふまえた検討を進めてい

くとともに、他地域の状況も引き続き調査していく予定である。

【今後の研究計画・展開】
1）災害リスク研究の共通基盤となる地理空間情報基盤の整備

地震データベースの継続的充実と公開方法の検討、内陸直下地震・火山噴火・プレート型地

震・アウターライズ型地震モデルの検討を続ける。津波被害については関東地方以西に調査エ
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リアを拡大する必要が出てきた。また、都市における環境史・土地開発史・災害史のモデル作

成および検討を京都以外にも広げることなどを実施する計画である。また、歴史都市防災研究

所所蔵の歴史災害資料を中心にデジタル・アーカイブ、GIS 化を進め、災害リスクを史的に検

討するための情報基盤も充実させていく。さらに、WebGIS を利用して他のコンテンツとの融

合や新たな地図表現の開発を進めながら公開システムを改良する。

また、京都市オープンデータの「旅館業法に基づく許可施設一覧」を用いた「京都市宿泊施

設 GIS データベース」を構築することにある。そして、この GIS データベースを用いて、

2018 年 3 月末、2019 年 3 月末、2020 年 3 月末の 3 時点での宿泊施設の異動と時空間的パター

ンの変化を可視化した。この GIS データベースを継続的に作成し、コロナ禍の影響や震災時

の観光客の避難行動などに役立たせる仕組みを検討する。

2）時空間的なGIS データの視覚化および解析手法の研究
来年度も、アート・リサーチセンター、文学部地理学教室や科研費などとも連携しながら、

Virtual Kyoto プロジェクトの地理空間情報を充実させ、産官学地域連携の下で、その利活用

を推進する。

3）文化遺産・防災と観光に関する研究
次年度は、継続して船鉾町の町会所を借り受け、大学関係者のみならず、地域住民にむけて

地域活動ための場所を提供し、文化財の保全や防災意識を高める実証研究をすすめたい。また、

観光がもたらすアンビバレントな影響に注目した「文化遺産・防災に関する観光研究」と、産

業や戦争に関する文化遺産を含む「災害関連遺産の観光活用に関する調査研究」については、

次年度以降も継続して行い、それぞれ理論研究を行うとともに、個別事例の調査研究をすすめ

ていく予定である。
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日本災害史研究プロジェクト

プロジェクト代表者：文学部・教授　山崎 有恒

本研究プロジェクトは、近代日本（特に京都エリア）で起きた主要災害をターゲットに、そ

の実態を明らかにするとともに、そうした自然災害に対して当時の人々がどのような意識を持

ち、どのような対応を試みたのかを明らかにしようとするものである。

近代京都の歴史災害については、これまであまり通時的な研究がなされてこなかった。もち

ろん幕末の禁門の変におけるどんどん焼けのように、その被害状況や主たる要因、その後の京

都市域への影響などが個別に分析されているものは存在しているが、近代から現代にかけて、

人々と自然災害とのかかわり方、特に人々の意識と行動がいつ、どのように変容したのかを追

う研究はほぼ皆無であったと言えよう。

確かに近代京都においては、それまでの歴史的災害と比較しうるほどの大火災や大水害、大

地震などは発生していない。しかし小規模な災害は絶えず発生して、人々を悩ませ続けたし、

何よりも「近代化と西欧化」をテーマとした、明治維新という、世界的な文化大革命において、

人々と自然災害との関係性がどのように変容したのか、それは現代と未来の防災の在り方に対

して、どのような影響を与えているのかを明らかにすることは、過去の大災害について検討す

るのと同様の、いやそれ以上の重要性を持つ研究テーマであると確信しているからである。

本プロジェクトは、明治から現在に至るまで長い期間、発行され続けてきたメディア『京都

日出新聞』を素材に行おうとしてきた。具体的には、この新聞メディアに掲載されているあら

ゆる自然災害記事を取り出し、5W1H を中心にデータベース化するとともに、特に人々と自然

災害との関係性が読み取れる史料については、全文書き起こして、近代京都歴史災害史料集と

して別途刊行しようという計画であった。この計画に基づき、研究代表者山崎有恒の元に若手

研究者、院生、学部生が集う京都歴史災害史料研究会を立ち上げ、歴史災害記事のデータベー

ス化を推進しつつ、同時に史料集についても原稿を集めていくという手段で研究を継続し、10

年以上に及んでいる。

そしてこれまでに、『明治後期京都歴史災害データベース』『大正期京都歴史災害データベー

ス』『昭和初期京都歴史災害データベース』と、三本の報告書を刊行してきたのである。残る

は明治中期の 15 年間と、昭和戦中期の 10 年間を完成させれば、それで戦前の分はすべて刊行

済みということになる。2020 年度については、このうち昭和戦中期 10 年分を完成させようと

した。

今年コロナ禍がようやく一時期終息しかけたことから、第四期歴史災害史料研究会を組織し、

研究会活動を再開することに成功した。しかしながら年末年始にかけてオミクロン株の流行に

より、再度中断せざるを得ない状況とはなっている。ただし主たる活動場所である立命館大学

図書館など公共図書館が、昨年度とは違い利用可能な状況となっており、研究会のメンバーは

それぞれ自分の担当箇所につき調査を推進してくれている。2022 年度にはいよいよ本格的な

成果を世に送り出せそうに思われる。

以上のことから、今年度の研究活動は、代表の山崎が個人で進められるだけ進めた災害史研

究が中心となっている。緊急事態宣言下を除き、出張調査が可能だった時期には、東京・神奈
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川の史資料館で、関東大震災を中心とする災害記録を調査・発掘した。なおこの分野の研究成

果に関しては、立命館びわこ講座（2021 年 11 月、タイトルは「歴史学から防災を学ぶ〜近代

河川行政と防火行政への影響」）とラ・ボール講座（2022 年 1 月 11 日、タイトルは「どんど

ん焼けと琵琶湖疎水〜災害への意識変化が持たらしたもの」）で 2 度の講演を行っている。

またこの間世界を席巻したコロナ禍が自然災害と同様の「災害」であるととらえたとき、そ

れについての人々の意識と対応もまた、自然災害に対するものと同様に「災害との共生」から

「西欧科学文明の導入による災害の克服」へのシフトチェンジであることに気付き、これまで

は対象としてこなかった感染症災害も昨年度より研究対象に加えている。漢方医学の世界から

西洋医学の世界への転換が、いわゆる近代化と西洋化のスローガンのもとで、コレラ病をはじ

めとする感染症の大流行により引き起こされたことについて、自然災害における転換の在り方

と酷似していることから、その連関性などを追及する新たな研究課題が生まれつつある。とり

あえずは、基礎的な文献の調査と、基礎的な史料の所在確認から始めている。今年度について

は、千葉県柏市が所蔵する〆木一郎家文書や新潟県立文書館が所有する六日町漢方医師文書な

どの調査を行った。総じてこの間の漢方医師たちの研究は遅れており（いや、事実上手付かず

だったといっても良い）、それに比べ資料自体は膨大に残っているということで、歴史災害の

研究では今一つ見えてこない、ないしは単線的にしかとらえられない人々の意識と行動の変容

を複眼視することができる重要な切り口であると考えている。なお、この分野につき、7 月 13

日にオンラインで開催された第 42 回立命館史学会大会で報告を行っている。

とにもかくにもコロナという「災害」により、研究活動が大きく制約された 1 年であったこ

とは昨年度と同様であった。新年度の早い段階でコロナ禍が収束し、また通常の研究体制に戻

れることを祈るのみであり、その時こそ残された課題を達成して、これまでのプロジェクト研

究に一区切りをつけたいと考えている。
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歴史防災まちづくり計画研究プロジェクト

プロジェクト代表者：理工学部・教授　大窪 健之

共同研究者：平尾 和洋、宗本 晋作、岡井 有佳、青柳 憲昌、金 度源、山田 悟史、藤井 健史

【研究計画の概要】
核となる文化遺産やこれを取り巻く歴史地域において、歴史的特性を考慮した防災環境を整

備するための防災計画の研究を行う。計画実施に必要な要件についての調査や評価手法を確立

し、文化遺産を災害から守り活用するための歴史防災まちづくりに寄与する研究を推進する。

具体的には、①重要伝統的建造物群保存地区（以下、重伝建地区と略称）をはじめとする歴

史地区において、歴史に根ざした文化的価値を損なうことなく災害安全性を担保するための、

まちづくり計画を提案・策定するための調査研究、②意匠・防火特性のデータベース化に基づ

いた分析結果に基づく今後の整備方針の考察、③歴史的町並みが残るエリアにおける防災的観

点からのまちの再生整備、④防災的観点から見る歴史文化都市の都市史および建築史的調査、

⑤歴史的都市の空間解析・シミュレーション及び萌芽的情報技術の適用可能性の検討、⑥歴史

的な町並みが残る地区における建築整備に関する調査、⑦歴史都市を対象とした視覚的特性の

調査・分析、により歴史防災まちづくり計画の調査研究に取り組む。

（1）重伝建地区や文化財建造物等を取り巻く歴史防災まちづくり計画の策定調査（大窪＋金）

福井県・熊川宿、豊岡市・出石等の重伝建地区や、松本城、道後温泉本館などの文化財を核

とした、歴史的な町並みや建物と人命とを同時に災害から守る必要のある地区を対象に、昨年

度まで取り組んできた歴史防災まちづくり計画とその改善提案に基づいて、計画推進のための

調査及び支援を目指す。具体的には継続して現地調査および分析を行い、歴史と地域特性を活

かした防災整備事業計画について逐次検証し、担当行政や住民ワークショップ等による評価・

見直しを通して防災整備事業の方針検討を行う。

（2）4つのプロジェクトテーマ毎の定性定量データを用いた調査分析作業（平尾）

これまで研究室で培った調査 ･ データベース化 ･ 定量定性分析を、①出石伝建地区の防災計

画にむけた課題の整理、②京都市内の路地空間、③宇治和束の伝建指定を目指す茶業集落、④

全国の漁村漁家の体系的知見の取りまとめ、以上 4 つのプロジェクトテーマ毎に遂行中である。

①②については 21 年度中の意匠ならびに防災的観点を統合した整備提案に、③④については

まずは保存に向けた（将来的には防災計画）調査書作成を前提とした分析を行う。

（3）防災的観点からの歴史的町並みの再生整備に関する調査研究（岡井）

歴史的景観が残る密集市街地や狭隘道路を含む市街地等において、町並みを保全しながら災

害に強い市街地を形成することは重要な課題である。そこで、岡山県津山市にある 2 地区の伝

統的建造物群保存地区を対象に、市街地形成の要因・プロセスを把握し、防災性能を高めつつ、

景観保全や生活空間としての活用の可能性について検討し、地域の特性を踏まえた災害に強い

まちの再生整備のあり方に資することを目的とする。

（4）防災的観点から見る歴史文化都市の都市史・建築史的調査（青柳）

近畿地方を中心とする全国の歴史文化都市および建築（伝建地区や法隆寺などの古社寺）の

フィールド調査・歴史的文献調査を行い、歴史文化都市・建築の災害履歴を復原しつつ、建築
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史的視点を踏まえた都市形成過程や防災思想について多角的に分析・解明する。また全国の地

理的・環境的条件などを踏まえつつ、過去の防災合理的な建築的アイデアの再検証およびその

有効性の評価を行う。日本の歴史上の防災文化の一端を解明し、それを将来の防災地区計画や

防災都市計画に有効活用することを目的とする。

（5）歴史的都市の空間解析・シミュレーション及び萌芽的情報技術の検討（山田）

歴史都市の魅力向上と課題解決を目的とした空間解析・シミュレーションの手法開発や、歴

史・文化の保存・利用を高次元化し得る萌芽的な情報技術の適用可能性の検討を行う。空間解

析とシミュレーションにおいては，橋梁を例に都市インフラの定量的な撤退計画について，住

民の生活利便性の観点から取り組む。萌芽的な情報技術の適用可能性においては，人が視覚的

に景観のどこに着目するかという注視傾向の推定に対する Deep Learning を用いた画像生成

型 AI の適用可能性の検証に取り組む。また，人の感覚の電気的な保存による伝統技術の継承

支援を意図し，大工仕事の筋変位の分析による暗黙知の読解にも取り組む。これらから防災や

まちづくりに資する知見、萌芽的技術に関する知見を得ることを目的とする。

（6）歴史的な町並みにおける景観特性や防災的観点からの建築整備に関する調査（宗本）

歴史的景観が残る密集市街地や被災地においては、画一的な整備でなく、町の歴史や文化、

居住形態など、まちの成立過程を把握し、これらの地域特性を踏まえた新しい建築の再生整備

方法が必要になる。しかしながら、このような地域の都市的コンテクストを大切にすると、美

観などの景観特性や安全性など、定量的に評価しにくい。そこで歴史的景観の特性を定量的に

捉え、防災的観点をシミュレーションにより視覚的に分析することにより、これらをエビデン

スとして、課題を抱える対象地の景観特性や防災的観点から建築整備の方法を見直すことを試

みる。景観特性や安全性の定量化による知見の獲得と再利用、獲得した知見に基づく法規性を

満足する建築形態のフィージビリティスタディや模型やコンピューターによる仮想空間でのシ

ミュレーションなど、歴史的な町並みにおける建築整備に関する調査を目的とする。

（7）歴史都市の視覚的特性の調査・分析（藤井）

歴史都市が有する文化的価値の一つに、歴史的景観が挙げられえる。多くの歴史都市では、

その景観を観光や地域アイデンティティの形成へと活用することが、まちづくりの重要な課題

とされている。歴史的な景観を保存・活用していくためには、まずはその景観的特性を定量的

に把握することが重要である。これにより、景観的価値に関する共通理解を行政や地域住民の

間に形成できるだけでなく、将来に向けた歴史的景観の保存・活用に関する科学的な検討が可

能になると考えられえる。伝統的町並みや歴史的ランドマークを有する都市を対象に、その景

観的特性を調査・分析し、景観的価値の保存・活用のための基礎資料の提示と将来に向けた計

画検討を目的とする。

【研究成果】
Ⅰ．研究成果の概要
（1）重伝建地区等での歴史防災まちづくり計画策定調査（大窪＋金）
①�防災まちづくりの実践的研究（福井県若狭町・熊川宿重伝建地区、ネパール・カトマンズ世

界遺産パタン地区ほか）

熊川宿重伝建地区では、民家であった重要文化財・荻野家住宅の活用方策と災害対策の検討
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を中心に、地区全体の防災まちづくりに接着するための現地での情報収集及び住民代表等との

意見交換を行った。2020 年度までに、保存活用計画の立案に向けた所有者への意見収集や地

域住民代表者らとの意見交換を行ってきており、2021 年度には周辺の土砂災害リスクの確認

や、喫茶室など観光サービス施設への一部転用を踏まえた安全確保へ向けた支援を行った。

ネパール・カトマンズ谷の世界遺産パタン地区では、2012 年に策定・提案した地区防災計

画の具体化へ向けて、2015 年ネパールゴルカ地震の経験を踏まえた防災計画の補完・修正や、

それらを実践するための住民ワークショップ、個別の防災上の課題に対する調査と改善提案の

ための研究を継続している。2018 年度までに、特にコミュニティでの備蓄状況について確認し、

ヒッティ（水場）や小売店など既存の伝統的な防災資源の有効性について検証した。2019 年度

には調査による地震体験記を住民向けに出版・配布するとともに、近隣コミュニティ間での災

害時相互補完の可能性について調査した。2020 年度には、国や市町村が策定した防災計画の

実効性を高めるための、行政区であるワードと伝統的コミュニティ単位であるトルを対象に、

市町村との相互補完的役割について調査および提案を行った。2021 年度には、地震時に避難

所として利用された学校や宗教施設を調査し、日本の小学校を核とした避難所システムのネ

パールでの活用可能性について、関係者へのリモートでの聞き取り調査を含めて検討を行った。

②市民消火栓の開発研究（清水寺と周辺地域、加悦重伝建地区、津和野重伝建地区ほか）

清水周辺地域で整備が完了した 43 基の市民消火栓をはじめ、市民用消火設備の性能強化を

目指している。2017 年度には津和野重伝建地区にて、公設消火栓を市民用ホースで運用する

新規開発のアダプターを活用し、防災訓練の中で評価を行った。2018 〜 2020 年度はこれまで

の成果を踏まえ、より使いやすい設備機器の改善方針の抽出と、日常利用推進のための環境整

備のあり方について検討をおこなった。2021 年度には使いやすさの性能評価と、視認性に貢

献する外観のデザイン、日常利用の促進へ向けた現状調査と提案を行った。

③ウォーターシールドシステム開発研究（妙心寺とその周辺地域）

妙心寺境内をフィールドとして、延焼火災による被害の低減を目的として開発・実装してき

たウォーターシールドシステムのノズル設計を理論化するため、2016 年度以降はノズルから

の散水分布を最適化するための理論式の構築と、必要な実測実験を実施してきた。2017 年度

は妙心寺に対して文化庁の認証を経て実践配備を完了することができたため、2018 〜 2019 年

度には理論式の改善と論文投稿への準備を行った。2020 年度は首里城火災を受けた妙心寺へ

の調査団の視察対応および、設備の現状点検を行い、2021 年度には維持管理のサポートと、

あらたな配備配備に向けた検討を継続した。

④文化遺産建造物等の防災避難研究（国宝・松本城および重文・道後温泉本館）

日常的に各種イベントにも活用されている国宝・松本城の観光防災を目指して、地震など大

規模災害を想定した一斉避難のシミュレーションに基づいた、天守閣からの避難誘導計画を提

案し、2018 年度までに訓練による評価と論文投稿を行った。さらに松本城周辺地域まで含め

て帰宅困難者を支えるため、地域に既存の井戸や空地、避難所に利用可能な防災資源について

調査を行い、2019 年度には広域避難シミュレーションを実施して、観光客を含めた避難環境

の現状評価と課題抽出を行った。2020 年度までに城郭建築の地震安全性を担保するための耐

震設計に関する検討と、有事には安全に観光客を効率的に避難させるための避難誘導計画を検

討してきた。2021 年度には、地震安全性のための補強方法と文化財としての価値保全のバラ



2021（令和 3）年度　歴史都市防災研究所 年報

−62−

ンスに関する検討を継続するとともに、耐震改修の際に同時に施工可能な範囲で、防火性能を

向上させるための消防設備の検討と提案を行った。

同様に多くの観光客を集める重文・道後温泉本館の改修事業に向けて、2018 年度までに、

工事期間中の変則的利用形態をも考慮した避難誘導計画の提案のため、入館者の人数および行

動調査を実施して本館内の避難シミュレーションモデルを構築するとともに、周辺地域を含め

て災害時に想定される帰宅困難者を支えるため、温泉水やおみやげ物による飲食料の確保と、

温泉施設や宿泊施設の一時滞在施設としての援用可能性について検証を行った。2019 〜 2020

年度は、これら提案の実現可能性について住民や行政からの意見収集を行い、緊急対応後の経

済的補償を含めた政策提案を行った。2021 年度は実際の修理工事中の避難安全管理について

助言等のサポートを実施した。

（2）復興計画のための街並み建造物の類型化・構成要素把握と復興手法の比較（平尾）
2021 年度は 20 年度に引き続き、伝建地区防災計画に向けた課題抽出のためのサーベイを軸

に、京都の路地空間、宇治和束の伝建候補地の主屋分析と変遷過程および評価、北近畿のフィー

ルドにおける漁家漁村の現地調査、以上 4 点を行ってきている。

①出石防災計画に向けた対策の検討

出石伝建地区の建築物については、独自に作成した「意匠カルテ」と「防火脆弱性カルテ」

を元に分析を行うと共に、当該地消防関係者との協議を元に、特定の街区で対策の有効性を定

量的に比較することを行った。また修理修景基準に対する改定提案をおこなうべく、その概要

をまとめた。

②京都市の路地空間の定義・洗い出し

「京都の路地空間」というこれまで断片的かつ曖昧にしか定義されてこなかった対象を、一

定基準のもとに選定する作業を行い、歴史的に価値ある辻子が如何に路地的特性を失いつつあ

るか？について知見を得た。その後選定基準を見直し、属性データによる類型化の後、被験者

 

元に分析を行うと共に。当該地消防関係者との協議を元に、特定の街区で対策の有効性を定量

的に比較することを行った。また修理修景基準に対する改定提案をおこなうべく、その概要をまと

めた。 

 

②② 京京都都市市のの路路地地空空間間のの定定義義・・洗洗いい出出しし  

「京都の路地空間」というこれまで断片的かつ曖昧にしか定義されてこなかった対象を、一定基

準のもとに選定する作業を行い、歴史的に価値ある辻子が如何に路地的特性を失いつつある

か？について知見を得た。その後選定基準を見直し、属性データによる類型化の後、被験者によ

る写真評価を行ってもらった。その結果、第一段階としてのランキングを得たが、実空間の魅力が

満足に反映されていない、あるいは歴史的価値が盛り込まれていない、といった欠点も浮き彫りと

なった。次年度に向けて先ず改善を検討の上、代表的な対象を選定の上、防災力の課題抽出と

対策起案を期したい。 

③③ 宇宇治治和和束束伝伝建建予予定定エエリリアアににおおけけるる主主屋屋調調査査・・特特定定物物件件選選定定ののたためめのの景景観観調調査査ななどど  

 文化的景観ならびに伝建地区指定をめざす湯船地区の主屋の実測調査・図面作成・ヒアリン

グ・構造特性分析などを通して、架構の類型とその妥当性のデータ検証をおこない、和束湯船民

家主屋に関する編年と発展過程について知見をえた。今後は報告書としてまとめる作業を 22 年

度で行う予定である。 

④④ 全全国国のの漁漁家家漁漁村村のの既既往往研研究究知知見見ののデデーータタベベーースス化化にに基基づづくく特特性性分分析析  

 「漁家とは何か」「漁村とは何か」といったこれまで民家研究では体系化されてこなかったテーマ

について、20 年度の全国データ分析の結果を踏まえ、21 年度には漁家について津居山、漁村に

ついて宮津市漁師集落など 7 集落でフィールド調査を行い、存在する主屋平面類型、江戸以降
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による写真評価を行ってもらった。その結果、第一段階としてのランキングを得たが、実空間

の魅力が満足に反映されていない、あるいは歴史的価値が盛り込まれていない、といった欠点

も浮き彫りとなった。次年度に向けて先ず改善を検討の上、代表的な対象を選定の上、防災力

の課題抽出と対策起案を期したい。

③宇治和束伝建予定エリアにおける主屋調査・特定物件選定のための景観調査など

文化的景観ならびに伝建地区指定をめざす湯船地区の主屋の実測調査・図面作成・ヒアリン

グ・構造特性分析などを通して、架構の類型とその妥当性のデータ検証をおこない、和束湯船

民家主屋に関する編年と発展過程について知見をえた。今後は報告書としてまとめる作業を

22 年度で行う予定である。

④全国の漁家漁村の既往研究知見のデータベース化に基づく特性分析

「漁家とは何か」「漁村とは何か」といったこれまで民家研究では体系化されてこなかったテー

マについて、20 年度の全国データ分析の結果を踏まえ、21 年度には漁家について津居山、漁

村について宮津市漁師集落など 7 集落でフィールド調査を行い、存在する主屋平面類型、江戸

以降の集落発展過程などの知見を得た。

（3）防災的観点からの歴史的町並みの再生整備に関する調査研究（岡井）
歴史的景観が残る密集市街地や狭隘道路を含む市街地等において、町並みを保全しながら災

害に強い市街地を形成することは重要な課題である。①そこで、昨年度から継続して調査して

いる東京、京都に加え、大阪市を対象に、市街地形成の要因・プロセスを都市計画制度の利活

用との関係から詳細に把握することで、防災性能の向上とともに景観保全・形成への影響を整

理し、各々の都市の特異性について分析を行っている。②さらに、地方都市の歴史的景観をも

つ市街地においても景観保全と災害対策を同時に検討することは重要であることから、重要伝

統的建造物群保存地区である岡山県津山市を対象に、伝健地区内の災害の歴史を把握している

ところである。過去の調査報告書や文献調査については実施ずみであり、伝建地区内および同

じ町内会に属する周辺地区の災害の歴史および、ハード面およびソフト面からの防災対策につ

いて把握し、水害リスクとの関係について分析を行っているところである。

（4）防災的観点から見る歴史文化都市の都市史・建築史的調査（青柳）
①不燃構造を用いた伝統表現、および戦後構法史に関する調査研究

戦後直後、とりわけ 1950 年代において日本の建築家たちは、不燃構造（RC 造）を採用し

ながらも、いかに日本の木造建築の「伝統」的な建築形態や素材感を表現するかについての試

行錯誤と提案を積極的に行っていた。今年度は、戦後日本の建築界を牽引した丹下健三が当時

提示した建築設計手法を分析することにより、丹下の設計手法は防災的配慮が求められる歴史

文化都市における新築設計・改修設計にも有効性があることを明らかにした。また、現代日本

の一般住宅が有する防災上の問題点を抽出するために、戦後建築構法史の観点から、日本にお

ける住宅建築の工業化・量産化の形成過程の分析を行っている。

②法隆寺金堂壁画保存活用事業に関する調査研究

法隆寺金堂壁画の現状を把握し、世界美術史界の至宝であるこの壁画を収蔵する建物自体の

今後の保存改修を考える上で、技術的および意匠的観点にもとづく基礎的資料を提供すること
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を目的とした研究を行っている。今年度は、壁画を保管・収蔵している「法隆寺収蔵庫」（1952）

の設計過程を分析し、この建物は金堂火災の経験から文化財防災に最大限に配慮したつくりに

なっていたことを解明し、今後の日本の文化財防災・活用を考える上で欠かせない建物である

と評価した。本研究で得た知見は 2016 年度から文化庁および朝日新聞社が法隆寺とともに取

り組んでいる「法隆寺金堂壁画保存活用委員会」の様々な取り組みにも活かされている。

③兵庫県出石旧城下町の町家と町並みの調査研究

兵庫県出石旧城下町の歴史的町家・土蔵・都市形成史に関する調査研究を行った。今年度は、

水害対策を一つの理由として設けられた「タカ」と呼ばれる歴史的町家の物置空間について、

同町の町家の空間的な文化価値を有するため、現代の防災として利用・活用を進めるべきとの

提言などを行った。同町の行政担当者や地元住民らとともに、伝建地区の今後の「まちづくり」

に関する具体的施策についての話し合いを持つことができた。これにより、同町の文化的価値

を守りながら、町家の保存改修や防災計画の策定を行うための基盤づくりを行うことができた。

④京都の歴史的町家の改修手法に関する調査研究

京都市の歴史的重要性を持つ町家の保存・活用に関する調査研究や活用手法の提案を通し、

文化財保存行為の本質としての「伝統」の継承手法について考察を深めた。特に今年度は、昨

年度に調査研究を行った内容を、建築関係誌に掲載された論考や、日本建築学会近畿支部のシ

ンポジウムなどを通して発表した。

（5）�歴史的都市に対する空間解析・シミュレーション及び萌芽的情報技術の適用可能性の検討
（山田）

歴史都市の魅力向上と課題解決を目的とした空間解析及びシミュレーションの手法開発とし

て、下記項目を実施した。当初計画していた①②③を予定通り実施することができた。また都

市部ではあるが歴史的都市でも実行可能な④も実施することができた。①は英文誌への投稿準

備中、②は日本建築学会計画系論文集の査読中、③は投稿先の検討中、という段階ではあるが、

昨年度の内容を深めることができた。なおいずれも口頭発表としては一部を対外発表済みであ

る。④は日本建築学会計画系論文集に掲載済みである。

① �GIS を用いた橋梁配置の戦術的縮小に関する研究−橋梁撤去によるコスト削減が住民生活

に与える影響の定量的把握−

急速な人口減少に伴い歴史的都市などの地方の生活インフラの維持管理が困難になりつつあ

る。持続可能な生活基盤形成に向け、道路統廃合などの都市のコンパクト化が緊縛の課題であ

る。しかし生活インフラの廃止・縮小の生活に対するインパクトが不透明である。そこで、住

民の移動需要の観点から撤去の候補となる橋梁を個々に GIS で解析し、各橋梁の重要性を利

便性寄与度として定量化した。さらに、人口減少から算出した同自治体の橋梁維持管理費の減

少額を補填するように橋梁配置を縮小する計画を想定し、求めた利便性寄与度から順に選択し

た場合と、LCC（ライフサイクルコスト）が大きいものから選択する場合とに分けて、解析を

行った。

②Deep�Learning を用いた AI の景観への適用（感性評価AI とデザイン生成AI）

景観及び人の印象評価の因果関係は多様で複雑である。このような複雑な因果関係に対する

Deep Learning を基盤とする AI の萌芽性の検討を過年度から引き続き行った。過年度までは
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単純に RGB データのピクセル集合としての画像を学習データに用いていたが、近年着目され

ているマルチモーダル深層学習を視野に、人の景観画像に対する注視傾向の推定を行った。こ

れに着手したのは、学習をする際に人間が注視する範囲を AI に伝達することで、感性評価推

定 AI の制度が向上すると考えたからである。検証した結果、400 枚に対する実際の注視傾向

と相関係数 0.5517 の精度にて画像生成型 AI を用いて推定することができた。

③�宮大工の技術的暗黙知の多角的保存と可視化−Human-Computer� Interaction 技術を用いた

伝統技術の保存継承−

歴史都市の文化的財産である大工職人の技術・暗黙知の可視化・デジタル保存に昨年度から

引き続き取り組んだ。宮大工の技術・暗黙知の継承は複雑で高度であるゆえ継承が困難である。

これを支援するために、木工作業の経験者と非経験者が作業において主に使用する筋肉の変位

量の違いについて検証した。過年度は経験者と非経験者の被験者数が極めて少なかったが、作

業を鉋掛けに絞ることで改善した。この改善を通じて、筋肉の変位、身体の基点、注視点の動

きにおける経験者と未経験の違いを昨年度より高い信頼性において検証した。

④ �AEDの施設単位及び都市空間における運用状況の把握と課題−施設管理者に対する意識調

査と対象地の被圏域人口分析を用いて−

過年度までに施設スケールで取り組んできた歴史的都市における救急救命環境の充実化に関

連して、都市スケールで調査分析を行った。調査においては、施設管理者が設置・運用時に重

視している内容等を明らかにし、AED の設置を考慮した施設設計時に配慮が必要な事項を考

察した。分析においては、施設設計・運用時における課題として挙げられる AED の利用可能

時間について、都市空間という単位で現況を明らかにした。具体的には時間帯別にみた AED

の利用可能範囲を検証し、課題の程度、つまり時間帯によって生じる利用可能範囲に含まれる

人口の変化や、利用可能範囲の偏りの程度を把握した。

（6）歴史的な町並みにおける景観特性や防災的観点からの建築整備に関する調査（宗本）
課題を抱える対象地の景観特性や防災的観点から建築整備の方法を見直すことを目的として、

防災的観点をシミュレーション①により視覚的に分析したり、歴史的景観の特性を定量的に捉

えたりする手法②③を開発している。また模型やコンピューターによる仮想空間でのシミュ

レーションなどを用いた、歴史的な町並みにおける実践的な建築整備に関する検討としては、

中国の長春という旧満州国の首都、日本人建築家が多く建物を残した都市において、歴史的な

建築特徴である「帝冠様式」を把握し、現地の特性に合わせた新しい建築形態の検討を行って

いる。

ここでは上記①〜③を予定通りに実施することができたので、以下に報告する。

①木造密集市街地における避難シミュレーションを用いた路地の安全性評価に関する研究

木造密集市街地における地震や火災への対策としては、市街地内の人が迅速に避難できる避

難経路の発見と、避難経路のシミュレーションによるその避難経路の効果の検証が最も簡易で

即効性の高い対策と考え、京都市上京区の木造密集市街地を対象として、細街路や袋路、建物

の隙間にある避難経路を抽出し、S-Quattro Simulation System を使用した避難シミュレーショ

ンにより、発見した経路の安全性向上に対する効果を検証した。本研究は、第 15 回歴史都市

防災シンポジウムで発表を行い、歴史都市防災論文集　Vol. 15 に掲載済である。
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②大津市における眺望景観の保全に関する研究

大津市は琵琶湖に面しており、湖岸からの景観と山からの見下ろしと、高低差のある視点か

ら景観をコントロールする必要がある。加えてすでにある程度開発が進んでいるため、琵琶湖

岸にも高さのある建物群が立ち並んでいる。このような中、大津市では、琵琶湖岸の特定の視

点場から単純に見え方だけの高さ規制を行っているが、すでに既存建物が規制を超えている上、

一望できるにも関わらず、規制対象外が同時に見え、規制範囲や内容に説得力がないように見

受けられる。山からの見下ろしの視点場についても同様の状況である。

そのような中、どのような規制が良いのかを検討している。湖岸の視点場からは、一望でき

る範囲全体を規制対象として、遠方に見える山並みラインを地と捉え、建物群を図と捉え、ス

カイライン全体がどのように構成されるべきか、山からの視点場からは、湖岸のラインを地と

して捉え、建物群を図と捉え、建物の湖岸に見えるラインがどのようにあるべきかを検討して

いる。次年度には学会発表や投稿ができるように纏めている過程にある。

③ベイズ分析を用いた路上犯罪発生箇所の特徴に関する研究

大阪府警察犯罪マップのデータを用いて、発生頻度が高いひったくり、路上強盗は、路上環

境と関係が深いと仮定し、犯罪発生個所に関する特徴抽出を行う。犯罪発生個所の空間の特徴

を街路を構成する要素で記述することにより、構成要素と犯罪発生の有無をベイズ分析で確率

で示す。ベイジアンネットワークで記述することにより、発生が予測される個所を推定するた

めの知識として体系化するのが目的である。現在、データを整理し、ベイジアンネットワーク

で記述している段階で、次年度には学会発表や投稿ができるように纏めている過程にある。

（7）歴史都市の視覚的特性の調査・分析（藤井）
2018 年度より、城下町の文化的価値の把握および保存・活用・復興事前準備に向けた検討

を目的として、現存 12 天守の城下町における城景観とその視覚的特性の調査分析に取り組ん

できた。今年度は、継続研究として①姫路城の周辺街路における天守・石垣・櫓の見え方の定

量的分析、②滋賀県彦根城を対象とした城の可視量分布把握、に取り組んだ。

①姫路城の周辺街路における天守・石垣・櫓の見え方の定量的分析

先行研究である丸亀城の研究では、天守および石垣の可視量を定量化し、これに基づく天守

と石垣の見え方バランスの分布把握などに取り組んだ。今年度はその手法を発展させ、櫓の可

視量も計測対象に加え、天守・石垣・櫓の三要素の可視量計測結果に基づく見え方の分類を試

み、周辺街路におけるタイプ別の見え方分類の分布についても明らかにした。加えて、樹木に

よる姫路城への眺望阻害に着目し、野里街道をケーススタディとして樹木量の変更による姫路

城の視認性の改善シミュレーションを行った。主な知見を以下に示す。

・ 対象範囲の街路のうち、大天守・小天守・石垣・櫓が視認できる街路の割合は大天守（8.9％）、

石垣（8.6％）、櫓（6.9％）、小天守（6.8％）の順に高い。

・ 総合型・天守単独型の見え方の視点が多く、2 つのタイプで分類に該当する視点の約 75％

を占める。総合型は姫路城南側および東側の限られた街路に集中し、天守単独型は広く点

在している。

・ 姫路城南側には様々な見え方タイプが混在する街路があり、移動に伴い姫路城の見え方が

複雑に変化する。
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・ 野里街道における樹木変更シミュレーションでは、樹木本数を減らすことで天守への眺望

が大幅に改善できることを示した。

②滋賀県彦根城を対象とした城景観の可視量分析

新たな研究対象として現存 12 天守の一つである兵庫県姫路城を選定し、研究に着手した。

現地調査や調査資料をもとに、解析用の 3 次元モデルの作成や可視量計算用プログラムの構築

を行った。現在、彦根城城下における城の可視量計算などを進めており、城下町における姫路

城の見え方分布マップなどの成果にまとめる予定である。

Ⅱ．研究成果の詳細
（1）重伝建地区での歴史防災まちづくり計画策定調査（大窪＋金）

上述したように、当初の研究計画については概ね目標を達成できた。

特に①では加悦地区で定例となった年次の防災勉強会を、2016 年度より住民による毎月の

自主的な勉強会へと移行することで地区防災計画の進捗確認を行うと共に、2019 年度までに

街頭消火器の配置計画とデザインの検討のため、試作改良したモデルを現場に仮設して住民及

び関係行政との協議を行い、最終的なデザインを決定した。2020 年度には製作発注の支援を

通して実践整備し、2021 年度は経過観察を行っている。②では、市民消火栓の消火可能範囲

を必要に応じて延長できるよう機能向上に取り組んできたが、2018 年度までには取り扱いの

難しい公設消火栓を使って市民消火を可能とする、減圧バルブ付きスタンドパイプを試作し、

津和野重伝建地区で訓練に取り組んで有効性評価を行うとともに、研究成果を学会誌に寄稿す

ることができた。2019 年度以降は設備の改良を継続し試作の準備を行っており、2021 年度に

は市民消火栓の外観デザインの改善提案と操作性の改良評価、日常利用活性化に向けた課題把

握を行った。③については、ウォーターシールドシステムとして開発してきたノズルを、2017

年度には京都市内の妙心寺に実装することができたため、2018 〜 2019 年度にはノズルの設計

理論について整理し、論文投稿準備を行った。2020 年度は火災のあった首里城からの視察団

に対応し、設備の普及に努め、2021 年度は維持管理のサポートを継続した。④については、

建造物としては特殊な構造となる文化遺産を対象として、観光防災のための最適な避難誘導手

 

垣(8.6％)、櫓（6.9%）、小天守（6.8%）の順に高い。 

・総合型・天守単独型の見え方の視点が多く、2 つのタイプで分類に該当する視点の約 75%を占

める。総合型は姫路城南側および東側の限られた街路に集中し、天守単独型は広く点在してい

る。 

・姫路城南側には様々な見え方タイプが混在する街路があり、移動に伴い姫路城の見え方が複

雑に変化する。 

・野里街道における樹木変更シミュレーションでは、樹木本数を減らすことで天守への眺望が大

幅に改善できることを示した。 

 

② 滋賀県彦根城を対象とした城景観の可視量分析 

新たな研究対象として現存 12 天守の一つである兵庫県姫路城を選定し、研究に着手した。現

地調査や調査資料をもとに、解析用の 3 次元モデルの作成や可視量計算用プログラムの構築を

行った。現在、彦根城城下における城の可視量計算などを進めており、城下町における姫路城の

見え方分布マップなどの成果にまとめる予定である。 

 

ⅡⅡ．．研研究究成成果果のの詳詳細細 

((11))  重重伝伝建建地地区区ででのの歴歴史史防防災災ままちちづづくくりり計計画画策策定定調調査査（（大大窪窪＋＋金金））  

 上述したように、当初の研究計画については概ね目標を達成できた。 

 特に①では加悦地区で定例となった年次の防災勉強会を、2016 年度より住民による毎月の自

主的な勉強会へと移行することで地区防災計画の進捗確認を行うと共に、2019 年度までに街頭

消火器の配置計画とデザインの検討のため、試作改良したモデルを現場に仮設して住民及び関

係行政との協議を行い、最終的なデザインを決定した。2020 年度には製作発注の支援を通して

実践整備し、2021 年度は経過観察を行っている。②では、市民消火栓の消火可能範囲を必要に

姫路城⼤天守の可視率分布図 姫路城の⾒え⽅分類図 姫路城大天守の可視率分布図� 姫路城の見え方分類図
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順と周辺地域を含めた防災避難計画を提案するため、2018 年度までに詳細な避難シミュレー

ションモデルによる検証と現場との意見交換を行った成果を踏まえて論文投稿を行い、2019

〜 2020 年度にはこの提案を実践する上での課題について住民及び行政に対する聞き取り調査

を継続し、特に災害復興段階における経済的補償を含めた政策提案や、修理工事中の現場に対

する避難計画の支援を行った。

研究活動の推進に際しては、いずれも博士課程前期課程および学部学生の参加を前提とする

ことで、現場での経験を通した実践的な教育をおこなった。

主な研究成果については、以下の学術発表を完了しており、研究成果は具体的な地域貢献に

寄与しつつある。

①�防災まちづくりの実践的研究

・ サキャ ラタ・大窪 健之・小川和馬・金 度源、2015 年ゴルカ地震後の公的な災害対応体

制と自主的避難所の運営―ネパールの歴史都市パタンにおける地域資源を活かした災害対

応マネジメントに関する研究―、歴史都市防災論文集 vol. 15，pp. 233-240，2021 年 7 月

・ 林 倫子・森 彩乃・大窪 健之・金 度源、大阪府交野市倉治における古式水道「取り水」

の歴史と利用実態、土木学会論文集（D1）、pp. 99-109，2021 年 10 月

・ 松本昂大・大窪健之・金度源、震災時の延焼火災に備える水源確保と消火可能範囲に関す

る研究―伝統的木密地域を有する京都市上京区を対象として―、歴史都市防災論文集 vol. 

15，pp. 113-120，2021 年 7 月

・ 千葉陵平・大窪健之・金度源、感染症拡大状況下におけるオンライン防災訓練の有効性に

関する評価〜豊岡市出石重伝建地区を対象として〜、歴史都市防災論文集 vol. 15，pp. 

145-152，2021 年 7 月

②�市民消火栓の開発研究

・ 本年度は学会発表無し

③�ウォーターシールドシステム開発研究

・ 遠藤裕大郎・大窪健之・金度源、街路をまたぐ燃え広がりに対する平入町家の延焼抑止性

能評価と要因分析、歴史都市防災論文集 vol. 15，pp. 89-96，2021 年 7 月

④�文化遺産建造物等の防災避難計画研究

〔9 9〕Takeyuki OKUBO, Yurika TANIGUCHI, Dowon KIM, ”Capacity estimation of 

historical temples and shrines around Kiyomizu World Cultural Heritage site for 

supporting evacuation lives of visitors during disaster”，Le Vie dei Mercanti, XIX 

International Forum, pp. 25-34，2021 年 7 月

・ 大窪健之・堀田育美・金度源、歴史都市金沢市での立体駐車場を活用した洪水時避難の有

効性評価〜感染症対策を考慮した車両による垂直避難の可能性〜、歴史都市防災論文集

vol. 15，pp. 177-184，2021 年 7 月

・ 金度源・清水弘樹・大窪健之、京都駅周辺地域を対象とした社寺の防災拠点活用に関する

評価〜広域災害時に不足する帰宅困難者への支援の補完を想定して〜、歴史都市防災論文

集 vol. 15，pp. 129-136，2021 年 7 月

・ 長谷川諒・大窪健之・金度源、史跡等に所在する復元建造物における火災対策の現状と課

題〜未指定文化財を火災から守り伝えるために〜、歴史都市防災論文 vol. 15，pp. 105-
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112，2021 年 7 月

（2）防災計画のための課題抽出と伝統的民家 ･集落のデザインサーベイ（平尾）
研究活動の推進に際しては、いずれも博士課程前期課程学生による現地調査 ･ 分析を中心に

実践的な教育をおこなった。主な研究成果については、以下の 21 年度成果発表状況にある。

〈21 年度発表済〉

・ 木村智，大坪真子，平尾和洋「別府市鉄輪の空き家活用による防災 ･ 減災の可能性に関す

る基礎的研究」歴史都市防災論文集 vol. 15、pp. 83-88、2021.07

・ 上田圭太郎，三輪晋也，平尾和洋，大場修「宇治茶生産集落和束町湯船地区における集落

構成および主屋架構の諸特性分析」日本建築学会大会学術講演梗概集、pp. 35-36、

2021.0909

・ 嶋津裕哉，川田泰歩，平尾和洋「漁村集落における集落空間構成に関する研究」日本建築

学会大会学術講演梗概集、pp. 39-40、2021.0909

・ 西岡里美，田崎幹大，寶珍宏元，平尾和洋「既往研究データに基づく漁家主屋の平面形式

類型とその分布・規模」日本建築学会大会学術講演梗概集、pp. 61-62、2021.0909

・ 藤木大真，中村魁，寶珍宏元，平尾和洋「出石伝統的建造物群保存地区の町家における平

面構成の分析−オモテの平面構成と複室化に着目して−」日本建築学会大会学術講演梗概

集、pp. 267-268、2021.0909

・ 中村魁，寶珍宏元，平尾和洋「出石伝統的建造物群保存地区の町家における平面構成の分

析−オモテの平面構成と複室化に着目して−」日本建築学会近畿支部研究報告集第 61 号

計画系、pp. 173-176、2021.0627

・ 三輪晋也，平尾和洋，大場修「宇治茶生産集落和束町湯船地区における集落構成および主

屋架構の諸特性分析」日本建築学会近畿支部研究報告集第 61 号計画系、pp. 177-180、

2021.0627

・ 川田泰歩，平尾和洋「漁村集落における集落空間構成に関する研究」日本建築学会近畿支

部研究報告集第 61 号計画系、pp. 189-192、2021.0627

〈21 年度発表予定〉

・ 和束伝建調査地区の意匠特性の中間報告＝主屋の構造特性と屋敷構えの類型：建築学会近

畿支部＋全国大会

・ 全国の漁家漁村のデータベース化と定性 ･ 定量分析に基づく、諸特性の総括：建築学会近

畿支部＋全国大会

（3）防災的観点からの歴史的町並みの再生整備に関する調査研究（岡井）
研究活動については、当初の研究計画についてはおおむね目標を達成できたと考えられる。

具体的には以下に記載する。

津山市の伝統的建造物群保存地区については、伝建地区特有の歴史ある建築物が立ち並ぶ風

情のある地区にもかかわらず、水害リスクの可能性が残されている。実際、平成 10 年の台風

10 号による被害は、記憶に新しい。そこで、水害リスクへの対応策としてどのような歴史を

もつか、その変遷を詳細に把握しているところであり、さらに避難との関係についての分析を
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進めているところである。

また、ヒアリング調査や現地調査と、その成果の取りまとめについては、都市計画研究室所

属の大学院博士前期課程および学部の学生が従事し、調査現場において実践的な教育を実施し

た。

なお、研究成果の一部については、以下のように学術論文としてとりまとめたほか、次年度

にも歴史都市防災論文集や、建築学会などへの発表を予定している。

・ 大橋克矢・馬場美智子・岡井有佳（2021）「水害リスク低減に向けた土地利用規制・誘導

手法に関する研究〜都道府県の総合治水条例に着目して〜」『2021 年度日本建築学会大会

学術講演梗概集』、一般社団法人日本建築学会、pp. 673-676

・ 馬場美智子・岡井有佳（2021）「水害対策としての開発規制に関する都道府県条例等に関

する研究」『日本都市計画学会都市計画論文集 No56-3』、社団法人日本都市計画学会、pp. 

1481-1487

（4）防災的観点から見る歴史文化都市の都市史・建築史的調査（青柳）
①�不燃構造を用いた伝統表現、および戦後構法史に関する調査研究

不燃構造である RC 造を用いて日本の伝統を表現した建築意匠に関する史的調査を行い、そ

の成果を建築関係誌に発表した。また、戦後日本構法史の研究を行うことにより、防災性能の

向上を含む、戦後住宅の工業化・量産化についての研究を行い、その成果を建築関係誌に発表

した。

〈2021 年度発表済〉

・ 青柳憲昌「ディテールにみる戦後建築の伝統表現　第 10 回　丹下健三　建築の「レガシー」

とは何か」『ディテール』（230 号）2021 年 9 月号、彰国社、pp. 89-96

・ 青柳憲昌「ディテールにみる戦後建築の伝統表現　第 9 回　日本の建具の可能性　「建具」

をめぐる近代の伝統解釈とその瓦解」『ディテール』（229 号）2021 年 7 月号、彰国社、

pp. 91-98

・ 青柳憲昌「戦後住宅生産史　概観　─住宅生産の近代化と「建築家」─」『建築雑誌』

2021 年 6 月号、pp. 2021

・ 伊藤公人・青柳憲昌・松本直之・門脇耕三「世田谷区高見澤邸に用いられた部品・構法の

変容の過程 戦後木造庶民住宅の増改築履歴調査　その 3」、『日本建築学会大会学術講演

梗概集』2021 年 9 月、pp. 353-356

②�法隆寺金堂壁画保存活用事業に関する調査研究

現在進行中の法隆寺金堂壁画保存活用事業に関連し、今年度は、壁画を収蔵保管している「法

隆寺収蔵庫」（RC 造、1952）の設計過程に関する研究を行い、そこに示された文化財防災の

理念を明らかにし、その成果を建築関係誌に発表した。

〈2021 年度発表済〉

・ 青柳憲昌「ディテールにみる戦後建築の伝統表現　第 8 回　入江雄太郎〈法隆寺収蔵庫〉

（1952）文化財収蔵施設としての『土蔵』の発見」『ディテール』（228 号）2021 年 4 月号、

彰国社、pp. 77-84
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③�兵庫県出石旧城下町の町家と町並みの調査研究

出石旧城下町の歴史的町並みの防災計画策定に関連し、以下の研究活動を行った。1）同町

の近世絵図の調査を行いつつ、近世から近代にかけての同町の都市形成史について考察し、そ

の成果を日本建築学会に発表した。2）同町に残された土蔵建築を悉皆的に調査し、あわせて

全国の土蔵建築との比較考察を行うことにより、その建築的特徴を考察しつつ、その成果を日

本建築学会に発表した。

〈2021 年度発表済〉

・ 吉川奎・青柳憲昌「近世以降の出石旧城下町の都市的変遷」、『日本建築学会大会学術講演

梗概集』2021 年 9 月、pp. 469-470

・ 林畝乃香・青柳憲昌「出石旧城下町の土蔵群および出石酒造土蔵の建築的特徴」、『日本建

築学会大会学術講演梗概集』2021 年 9 月、pp. 885-886

④�京都の歴史的町家の改修手法に関する調査研究

京都の歴史的町家の改修手法についての調査研究を行った。昨年度に引き続いて、江戸末期

に建設された西陣の具体的な町家を対象に、「織屋建て」の当初間取りの復原考察を行いつつ、

その町家の歴史的変遷と歴史的価値を解明し、さらに防災（耐震・防火・防犯）に配慮した具

体的な改修計画に関する調査研究を行った。今年度は、その成果を関西建築史界に発表した。

また、町家改修の際に改造されることが多い座敷の「床の間」についての研究論文を日本建築

学会に発表した。

〈2021 年度発表済〉

・ 青柳憲昌「〈西陣寺之内通の町家〉2021 ─「町家」保存活用の文化的意義と可能性─」、

2021 年 11 月 28 日、日本建築学会近畿支部民家部会令和 3 年度研究発表会「民家保存の

初期衝動」、主催：日本建築学会近畿支部民家部会

・ 村岡勇気・青柳憲昌「京都の町家における「床の間」の特徴」、『日本建築学会大会学術講

演梗概集』2021 年 9 月、pp. 887-888

以上、研究活動の推進に際しては博士課程前期課程および学部学生の参加を前提とし、実践

的な教育を行った。また、それぞれの研究成果は具体的な地域文化形成に寄与しうるものであ

る。

（5）�歴史的都市に対する空間解析・シミュレーション及び萌芽的情報技術の適用可能性の検討
（山田）

上述したように当初の研究計画を概ね目標通りに達成できた。また次年度に向けた試行に位

置付けられる研究も実施することができた。研究成果の詳細として下記に発表済み原稿を示す。

なお研究活動の推進に際しては、学部 4 年生・博士前期課程の学生による資料収集 ･ 現地調

査・プログラム開発を中心に研究・教育をおこなった。

〈21 年度発表済〉

・ 江川香奈，荒木望，山田悟史：AED の施設単位及び都市空間における運用状況の把握と

課題−施設管理者に対する意識調査と対象地の被圏域人口分析を用いて−、日本建築学会

計画系論文集，86 巻 785 号 p. 1882-1891，2021.7，日本建築学会

・ 北本英里子，山田悟史，神長伸幸：没入型 VR 空間における空間知覚の研究 −パーソナ
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ルスペースを対象とした囲われ感についての距離の知覚と心理評価−、日本建築学会技術

報告集，27 巻 66 号 p. 1104-1109，2021.6，日本建築学会

・ 小島尚之，高崎将太朗，山田悟史：大工仕事における経験者と初心者の多角的比較−

Human Computer Interaction 技術を用いた伝統技術の継承−，第 44 回情報・システム・

利用・技術シンポジウム論文集：報告 pp.359-362，2021.12，日本建築学会

・ 原田真衣，山田悟史：Deep Learning を用いたデザイン生成 AI に対する意識調査と認知

拡張の検証，第 44 回情報・システム・利用・技術シンポジウム論文集：報告 pp.467-470，

2021.12，日本建築学会

・ 柴田拓海，山田悟史：深層学習を用いた異常検知による転倒把握に関する研究−

OpenPose による特徴量抽出と分類−，第 44 回情報・システム・利用・技術シンポジウ

ム論文集：報告 pp435-438，2021.12，日本建築学会

・ 越智広樹，谷川奈緒，山田悟史：3 種の深層学習を用いた建築デザインの参照関係の可視

化と近似性の解釈，第 44 回情報・システム・利用・技術シンポジウム論文集：報告

pp.439-442，2021.12，日本建築学会

・ 原田真衣，谷口千明，山田悟史：情報技術を用いた遠隔地に住む家族間の状態共有に関す

る研究，日本建築学会大会（東海）学術講演梗概集（センシング），pp. 79-80，2021.9，

日本建築学会

・ 原田真衣，山田悟史：Uncontact Communication House- 別々に暮らす家族のための状態

共有建築−，日本建築学会大会（東海）建築デザイン発表梗概集，pp. 188-189，2021.9，

日本建築学会

・ 小池田樹，山田悟史：VR 空間における人の体感時間−異なる時間速度の VR 映像による

視覚刺激を用いて−，日本建築学会大会（東海）学術講演梗概集（情報システム技術），

pp. 203-204，2021.9，日本建築学会

〈22 年度発表予定〉

下記テーマは歴史都市防災論文集、建築学会（近畿支部・全国大会）・情報・システム・利用・

技術シンポジウム、英文誌のいずれかに発表済みからの進展内容を発表予定

・ 宮大工の技術的暗黙知の多角的保存と可視化

・ GIS を用いた橋梁配置の戦術的縮小に関する研究

（6）歴史的な町並みにおける景観特性や防災的観点からの建築整備に関する調査（宗本）
上述のように、当初の研究計画の通り、歴史的な町並みが残る地区における建築整備に関す

る調査は、①の手法の開発は予定通り、学会に発表した。②③は予定通り学生の修士論文とし

て取り纏め、これらの成果は、次年度の学会などで発表する予定である。主な研究成果として、

21 年度成果発表状況と 22 年度成果の発表予定を以下に記す。

〈21 年度発表済〉

・ 角井 孝行，宗本 晋作「木造密集市街地における避難シミュレーションを用いた路地の安

全性評価法に関する研究」歴史都市防災論文集 vol. 15、pp. 185-192、2021.07

〈22 年度発表予定〉

以下は、歴史都市防災論文集や建築学会大会発表、情報・システム・利用・技術シンポジウ
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ムのいずれかにおいて発表する予定である。

・ 大津市における眺望景観の保全に関する研究

・ ベイズ分析を用いた路上犯罪発生箇所の特徴に関する研究

上述の長春で行っている設計内容は、建築学会大会建築デザイン発表会や建築雑誌、

BUGAIKU と呼ばれる海外の展覧会等のいずれかにおいて発表する予定である。

（7）歴史都市の視覚的特性の調査・分析（藤井）
昨年度からの継続研究の内容を発展させるとともに、新たな研究対象にも着手し、概ね目標

は達成できたと考える。主な研究成果として、本年度の成果発表状況と次年度成果の発表予定

を以下に記す。

〈21 年度発表済〉

・ 藤井健史、大下：姫路城の周辺街路における天守・石垣・櫓の見え方の定量的分析−歴史

的景観保全と復興事前準備に向けた基礎的研究−，歴史都市防災論文集，vol. 15，pp. 97-

104，2021.7.17，立命館大学歴史都市防災研究所

・ 藤井健史、隅谷悠貴：緑化条例等に基づく敷地個別の緑化が街路緑視率の期待値へ与える

影響，日本建築学会大会学術講演梗概集，pp. 455-456，2021.9，日本建築学会

・ 藤井健史，原田陽介：駅前ペデストリアンデッキの形態的特性および接続性に関する研究　

―近畿圏の全鉄道駅を対象とした調査分析と類型化―，第 44 回情報・システム・利用・

技術シンポジウム論文集，2021.12, 日本建築学会

〈22 年度発表予定〉

・ 彦根城城下町における城の見え方分布把握：歴史都市防災論文集、建築学会大会発表、情

報・システム・利用・技術シンポジウム

Ⅲ．今後の研究計画・展開
（1）重伝建地区や洪水集落等での歴史防災まちづくり計画策定調査（大窪＋金）

加悦重伝建地区については、次年度も継続して座学と実学による防災ワークショップを実施

し、具体的な事業計画の推進を行う予定である。次年度も引き続き消火設備の配置計画や景観

に配慮したデザイン提案に取り組む予定である。清水周辺地域については、市民消火栓の機能

強化と日常利用を推進するための機器開発を継続しつつ、社会的な仕組み作りを継続する予定

である。次年度も引き続き夜間操作性の向上をはじめとする補器の実装と特許申請を目指す。

地域防災情報システムについても、加悦地区などの伝建地区だけでなく東福寺など大型社寺を

調査フィールドとして、火災や高齢者福祉だけでなく風水害等の発生情報についても即時共有

が可能なシステム拡張に取り組む予定である。ウォーターシールドシステム開発については、

実戦配備が完了した妙心寺に加えて、引き続き東福寺ほかをフィールドとして地域の固有性を

考慮した機器開発に取り組む予定である。その他、重伝建地区だけでなく、愛媛県松山市・道

後温泉本館の改修に伴う文化財建造物の防災計画、国宝松本城の防災避難計画等についても、

引き続き研究課題として取り組む予定である。
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（2）伝建地区予定民家の調査と京都の路地空間の評価と防災課題の抽出ほか（平尾）
22 年度は上述の京都市内路地空間の検討継続に加え、和束湯船伝建調査報告書の作成作業

が予定されるほか、京都府亀岡市の伝建地区策定に向けた調査が開始される予定である。特に

亀岡については、これまで摂丹型民家分布圏とされ、さらに在地型町家については大場修らに

よる園部の研究があるが、農村部の農家と城下町町家の架構に注目した関係性については十分

な検討が進んでいない。また 21 年度出石では修理修景基準と二方向避難 ･ 土間活用について

検討したが、都市計画的なシミュレーションに基づく防災施策提案は未完となっており、今後

は富田林伝建地区、亀岡伝建予定地区と比較的に検討を進めたい。

（3）防災的観点からの歴史的町並みの再生整備に関する調査研究（岡井）
今年度は、防災街区整備事業と、津山市にある 2 地区の伝統的建造物群保存地区を対象とし

て、これまでの水害の歴史について把握し、その対応策について分析を進めた。来年度は、ハ

ザードマップなどを用いて水害リスクを踏まえたうえでの、防災上問題と考えられる空き家の

利活用を促進する手法について、引き続き検討していく予定している。

（4）防災的観点から見る歴史文化都市の都市史・建築史的調査（青柳）
次年度の計画は以下の通りである。

今年度行った研究①（上記）については継続して行う予定で、戦後建築史および建築構法史

から見た防災性能と伝統表現を両立させる設計手法について、過去の事例をもとに考察を深め

たい。

研究②（上記）については、昭和期の法隆寺金堂壁画保存事業と同寺近代保存事業史に関す

る資料分析を継続して行う予定である。

研究③（上記）については、出石旧城下町の町家、土蔵、および都市形成史に関する研究を

取りまとめ発表する予定である。また、京都府や隣接する他府県の歴史的町家の実測調査・文

献調査、および防災文化的価値や具体的な防災手法に関する調査を行い、その成果として学術

論文を作成・発表する予定である。

研究④（上記）については、京都の町家に関するこれまでの調査成果を用いて、関係学会に

発表するとともに、具体的な歴史的町家についての調査や歴史的価値付けを行う予定である（歴

史的町家に内蔵される防災的工夫の分析を含む）。

（5）防災・まちづくりに資する空間解析とシミュレーション（山田）
上述の①については、スペースシンタックス理論の新たな中心性の解析手法を査読付き論文

誌掲載という形式で社会共有できたことから、手法の提案研究としては一区切りとし、今後は

プロジェクトなどへの適用を目指す。②についても、AED 適正の配置に資する新たな手法と

使い方のケーススタディを査読付き論文誌掲載という形式で社会共有できた。今後はさらに広

域な地域を対象とした解析手法、使い方としてのケーススタディを行う。③については、景観

（または建築）画像を対象とした推定 AI の推定確率、及び生成 AI の解像度に加え、AI への

人の知見の伝達、などの課題点に取り組み、AI という萌芽性を更に探求する。④については、

大工作業の経験者・非経験者のサンプル数を増やすことで結果の信頼性の向上を目指す。
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（6）歴史的な町並みにおける景観特性や防災的観点からの建築整備に関する調査（宗本）
①については、今後、対象事例の拡大と分析精度の検証、安全性の評価等、残っている課題

を解消するため、木造密集市街地における避難経路を幅広く抽出し、より広範囲で具体的に検

証し、継続して取り組む。

②については、景観画像や対象範囲の追加、景観評価という暗黙知を形式知として用いるた

めの表現形式の検討など、いくつかの課題点に取り組み、研究論文として纏める。

③については、サンプル数を増やすことと警察への実際のヒアリングなど、結果の信頼性の

向上を目指し、研究論文として纏める予定である。

（7）歴史都市の視覚的特性の調査・分析（藤井）
①については、今後、得られた知見を基に姫路城下町の景観や都市計画の在り方について考

究していきたい。緑地は基本的には良好な都市環境を形成する好材料としてとらえられるが、

本研究では城への眺望を阻害するという側面も確認できた。城への眺望を加味したうえで、都

市緑地の計画や姫路城内の緑地管理手法を検討していきたい。

②については、基礎資料の収集や解析用 3 次元モデルの作成は終えたものの、可視量分析お

よび考察については現在進行中である。今後、分析を進め、姫路城の周辺街路からの見え方分

布の把握等に取り組む予定である。

Ⅳ．その他特記事項
若手研究者育成のための取組

新聞・テレビ等報道実績�等

被取材（大窪健之）：木造文化都市を災害から守る方法、京都三条ラジオカフェ「きょうと・人・

まち・であいもん」、京都だより No.532、京都府建築士会、pp. 10、2020 年 11 月 1 日発

行

被取材（大窪健之）：「文化財、災害からどう守る・人手確保へ防災拠点に」日本経済新聞、

22 頁（社会面）、2021 年 5 月 5 日

被取材（大窪健之）：「災害的な視点」で世界遺産を見直す、世界遺産アカデミー・メンバー

ズレポート、2021 年第 50 号、2021 年 5 月 15 日

被取材（大窪健之）：防災特集 2021「技術力超える災害発生を懸念・街並みや建築様式に先

人の知恵」、日刊建設工業新聞、第 2 部 2 面、2021 年 9 月 1 日

ラジオ出演（大窪健之）：KBS 京都ラジオ・さらピン！キョウト、14 〜 17 時、2021 年 8 月

30 日

被取材（大窪健之）：「大阪・北新地のビル火災　可燃性液体放火の可能性」、2021 年 12 月

18 日、京都新聞 28 面（社会 2）

テレビ報道（金度源・藤井健史）：「滋賀県長浜市鍛冶屋町の『歴史環境保全型まちづくり』

に向けたまちの地域資源調査と活動拠点整備に向けた成果報告と意見交換会」、2022 年 1

月 21 日 18 時〜・20 時〜・23 時〜、ZTV 彦根放送局「おうみ！かわら版 彦根」
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文化遺産防災技術研究プロジェクト

プロジェクト代表者：理工学部・教授　吉富 信太

共同研究者： 大窪 健之、金 度源、深川 良一、里深 好文、小林 泰三、藤本 将光、鈴木 祥之、

持田 泰秀、福山 智子

1．防火環境整備技術の開発
研究担当者：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
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る。

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
研究担当者：鈴木祥之、吉富信太、佐藤英佑

【研究目的】
伝建地区などの伝統構法木造建築物の耐震設計法、耐震改修法に関する現状調査を行い、地

元設計士の方々へのヒアリングや耐震要素の実験・解析などを通じて、耐震補強・改修技術の

開発と実用化に関する検討を行う。

【研究成果の詳細】
（1）伝建地区の耐震改修における課題

豊岡市出石伝統的建造物群保存地区では、伝建地区保存修理事業（修理・修景）が設計士集

団「出石まちなみ設計士会」の協力のもとに実施されている。伝建地区内で修理や改修がなさ

れている建築物を対象に構造的な特徴を調べるとともに、設計士によって修理のために実施さ

れている耐震診断や耐震補強設計がどのような耐震性能評価の方法で行われているか、耐震補

強がどのような方法や部材を用いているか、さらに保存修理における問題点などを調べた。

（2）伝統構法木造建築物の耐震補強のための格子壁の性能評価

出石伝建地区の建築物は伝統構法木造建築物であるにも関わらず、用いられている補強部材

は在来工法用の部材である。意匠的に格子壁や面格子が用いられているが、耐震補強の効果な

どの検討を行った。方法として、これまでに提案されている面格子壁の剛性や耐力の評価方法

に基づいて、限界耐力計算や詳細な立体解析モデルの時刻歴応答解析を行った。さらに、格子

壁の試験体を作成し、加力試験を行い耐震性能評価を行った。

【今後の研究計画・展開】
伝統構法木造建物に適した補強方法のあり方について検討を進める。また、こうした工法の

普及・発展のためには、伝統構法木造建築物の耐震設計法マニュアルの整備と、設計事例の蓄

積、自治体の補助金制度との整備も合わせて検討することが望まれる。

3．伝統木造建築物の構造特性の解明
研究担当者：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により明らかに

することを目的とする。

図 2　格子壁試験体の加力試験図 1　伝統構法建物の立体解析モデルによる検討
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【研究成果の詳細】
出石伝建地区における、伝統構法木造建物を対象として起震機による加振実験を実施し構造

特性について検討した。これらの結果から、床の柔らかい振動性状が明らかになり。

【今後の研究計画・展開】
こうした実建物の振動計測データの分析に基づいて、伝統構法木造建物の振動特性を適切に

表現できる振動解析モデルの剛性や質量の設定法に構築を目標とする。振動解析モデルが構築

できれば，各種耐震補強や、伝統木造建物に適した制振装置の開発にも活用できる。

4．木材の節の圧縮強度への影響に関する研究
研究担当者：持田泰秀

【研究目的】
歴史的建物にも使われている節のある構造木材の圧縮強度への影響を明らかにする。

近年、木造建築が多く採用されるようになっている。木材は人工的な素材と異なり、節や割

れの介入が避けられない。節は、枝が幹に巻き込まれた部分のことで、一般的に硬く、断面欠

損とみなされ、構造的に弱いと言われている。既往の研究では、節径と強度比の関係について、

直径、種類（生節、死節、抜け節等）、数、形等により、また、外力の種類によっても変化す

ることが示されている。本研究では、圧縮材である乙種構造材製材（柱）の節による圧縮強度

への影響を明らかにし、現在の JAS 規格の判断基準値の改善を提案する。
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特性について検討した。これらの結果から、床の柔らかい振動性状が明らかになり。 

 

 
図 1 対象建物と振動計測状況 

 

 

図 2 振動計測データから抽出された振動性状 

 

【【今今後後のの研研究究計計画画・・展展開開】】  

 こうした実建物の振動計測データの分析に基づいて、伝統構法木造建物の振動特性を適切に

表現できる振動解析モデルの剛性や質量の設定法に構築を目標とする。振動解析モデルが構

築できれば，各種耐震補強や、伝統木造建物に適した制振装置の開発にも活用できる。 
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【研究成果の詳細】
（1）実験概要

乙種構造用製材の JAS 規格に基づき、節の有無、節種類、および節径比などをパラメータ

とし以下の 2 つの 1 軸圧縮試験を行う。（実験 1）乙種構造材の無欠点小試験片の 1 軸圧縮試

験を行い、強度異方性確認のため、心材と辺材の圧縮荷重と変形を測定。（実験 2）乙種構造

材の節径比をパラメータとし 1 軸圧縮試験を行い、節の圧縮強度への影響を把握のため、写真

1 と写真 2 に示すように、圧縮荷重と軸変形、各節廻りのひずみの測定と同時に、破壊性状把

握のために、サーモグラフィの観察を行う。

試験体の樹種は、実験 1、2 共に能登ヒバを用い、平均含水率 14.2 〜 15.6％で繊維方向に加

力する。実験 1 は、無欠点小片 B × D × H ＝ 40 × 40 × 80（mm）、辺材 3 体、心材 2 体の

計 5 体を用いる。実験 2 は、表 1 と表 2 に示す節径比を有する JAS 規格 2 級（NA100 シリーズ）

と JAS 規格 3 級（NA200 シリーズ）とし、B × D × H ＝ 120 × 120 × 360（mm）、各々心

材の 5 体で、計 10 体を用いる。

構造用製材の等級分類

□ :本研究で対象とする。

 

４４．．木木材材のの節節のの圧圧縮縮強強度度へへのの影影響響にに関関すするる研研究究  

研研究究担担当当者者：：持持田田泰泰秀秀  

【【研研究究目目的的】】  

歴史的建物にも使われている節のある構造木材の圧縮強度への影響を明らかにする。 

近年、木造建築が多く採用されるようになっている。木材は人工的な素材と異なり、節や割れの

介入が避けられない。節は、枝が幹に巻き込まれた部分のことで、一般的に硬く、断面欠損とみな

され、構造的に弱いと言われている。既往の研究では、節径と強度比の関係について、直径、種

類(生節、死節、抜け節等)、数、形等により、また、外力の種類によっても変化することが示されて

いる。本研究では、圧縮材である乙種構造材製材(柱)の節による圧縮強度への影響を明らかにし、

現在の JAS 規格の判断基準値の改善を提案する。 

【【研研究究成成果果のの詳詳細細】】  

(1)実験概要 

乙種構造用製材の JAS 規格に基づき、節の有無、節種類、おとび節径比などをパラメータとし

以下の 2 つの 1 軸圧縮試験を行う。(実験１)乙種構造材の無欠点小試験片の 1 軸圧縮試験を行

い、強度異方性確認のため、心材と辺材の圧縮荷重と変形を測定。(実験２)乙種構造材の節径

比をパラメータとし 1 軸圧縮試験を行い、節の圧縮強度への影響を把握のため、写真１と写真 2

に示すように、圧縮荷重と軸変形、各節廻りのひずみの測定と同時に、破壊性状把握のために、

サーモグラフィの観察を行う。 
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 表 1 試験体 NA100 シリーズ一覧表          

 

 

□:本研究で対象とする。 
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表 2　試験体NA200 シリーズ一覧表
 

表 2 試験体 NA200 シリーズ一覧表 

 
 

試験体の樹種は、実験 1、2 共に能登ヒバを用い、平均含水率 14.2～15.6％で繊維方向に加

力する。実験１は、無欠点小片 B×D×H＝40×40×80(㎜)、辺材 3 体、心材 2 体の計 5 体を用

いる。実験２は、表 1 と表 2 に示す節径比を有する JAS 規格２級(NA100 シリーズ)と JAS 規格３級

(NA200 シリーズ)とし、B×D×H＝120×120×360(㎜)、各々心材の 5 体で、計 10 体を用いる。 

(2) 実験結果 

実験１では、繊維方向の圧縮荷重により、繊維方向の圧壊と共に、半径方向、接線方向に直

交する割れの発生が顕著で、ここでも強度異方性が認められる。実験 2 では、大きな節径比を有

する試験体は最大強度が高くなり、大きい強度低下率が認められた。荷重増加により破壊が進む

とサーモグラフィの温度分布に変化が生じた。主に材軸方向の圧縮力で節の上下に局所的な加

圧部分で温度上昇が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

最大圧縮強度と節径比の関係を示す。従来の 

目視等級区分による等級では、節径比が大きくな 

ると低い耐力評価が基本とされていたが、今回の 

実験では、以下の式 1 に示す評価となり、節によ 

る耐力向上の傾向がみられた。 

Y＝0.22X＋18.40 R2＝0.768      式 1 

X：節径比、Y：最大圧縮耐力(N/㎟) 

【【今今後後のの研研究究計計画画・・展展開開】】  

今回は圧縮強度の実験を行ったが、節の曲げ強度、引張強度への影響に関して研究を進める。 
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（2）実験結果

実験 1 では、繊維方向の圧縮荷重により、繊維方向の圧壊と共に、半径方向、接線方向に直

交する割れの発生が顕著で、ここでも強度異方性が認められる。実験 2 では、大きな節径比を

有する試験体は最大強度が高くなり、大きい強度低下率が認められた。荷重増加により破壊が

進むとサーモグラフィの温度分布に変化が生じた。主に材軸方向の圧縮力で節の上下に局所的

な加圧部分で温度上昇が見られた。

最大圧縮強度と節径比の関係を示す。従来の目視等級区分による等級では、節径比が大きく

なると低い耐力評価が基本とされていたが、今回の実験では、以下の式 1 に示す評価となり、

節による耐力向上の傾向がみられた。

Y ＝ 0.22X ＋ 18.40　R2 ＝ 0.768 式 1

X：節径比、Y：最大圧縮耐力（N/mm2）

【今後の研究計画・展開】
今回は圧縮強度の実験を行ったが、節の曲げ強

度、引張強度への影響に関して研究を進める。

5．歴史文化地域の地盤環境を踏まえた防災技術の開発
研究担当者：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。2021 年 8 月の豪雨によって成就院の庭園脇の

斜面や音羽川沿いの斜面で複数の斜面崩壊が確認された。崩壊直後に現地調査を行い、湧水の

位置、湧水の電気伝導度の計測を行った。崩壊斜面の多くは大阪層群に分類される粘土層の上

に形成された湧水の噴出によって引き起こされていることが示された。崩壊斜面の復旧、対策

においては地下水、湧水の処理を考慮する必要があり、対策工法を今後検討する予定である。

図 2　荷重と変形の関係（NA200 シリーズ）図 1　荷重と変形の関係（NA100 シリーズ）

図 3　最大圧縮強度と節径比の関係
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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。今年度は以下の 4 ケースの検

討を行った。

ケース 1：出石川本川の堤防が決壊または越流が生じ、大洪水となる場合

ケース 2：谷山川トンネル放水路直上流の流木止めが流木により閉塞し、氾濫が生じる場合

ケース 3：土石流危険渓流からの氾濫

ケース 4：出石川の水位が上昇し、谷山川との合流点にある樋門を閉めた時の内水氾濫

ケース 1 では、流木止めが閉塞しなければ、800s 後に放水路付近で小規模な氾濫はみられ

るものの、ほとんどの洪水流が放水路を通じて出石川に排出されることが明らかになった。ケー

ス 2 の結果より、流木止めが閉塞した場合、洪水流はほとんど放水路から排出できていないこ

とが明らかとなった。よって放水路吞み口付近から大規模に氾濫し、氾濫範囲もケース 1 と比

較して大きく広がることが確認される。よって、現在の状況では、流木の大量発生を伴う洪水

が生じた時、放水路トンネルが機能しなくなることが分かった。ケース 3 の結果からケース 2

と比較して、氾濫規模がかなり抑制できていることが明らかとなった。すなわち、上流部で流

木を止めることができれば、放水路トンネルが十分に機能し、出石川へ洪水の大部分を排水で

きることがわかった。

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。図 1 は、安定度調査表によって判定された評点を横軸に

とり、縦軸に崩壊時に（a）危害のおそれのある建物軒数と（b）危害のおそれのある土地の

面積をとったものである。評点（横軸）を崩壊の発生可能性、縦軸を崩壊による影響度として

捉えると、リスクを分析するためのリスクマトリクス（リスクマップ）と見なすことができる。

調査では、モバイルレーザースキャナおよびレーザー搭載ドローン等による 3 次元計測を行

い、周辺を含む地形の 3 次元モデリングを実施した。本調査ではこのデータを活用して、1）

築石の安定性（はらみ出し評価）と、2）高さや勾配，裏込め土，地震慣性力などの条件を考

慮した全体構造としての安定性を評価した。築石の安定性については、西田らが提案した石垣

はらみ出し指数を用いて評価した。はらみ出し指標は、石垣断面形状中の「最大のはらみだし

量 d（cm）」を「はらみ出しが生じている区域の高さ H（m）」で除した値（本報では Q とする）

として定義されており、この値が 6 程度以上にある石垣は、豪雨や地震による崩壊の危険性が

 

調査では、モバイルレーザースキャナおよびレーザー搭載ドローン等による3次元計測を行い、

周辺を含む地形の3次元モデリングを実施した。本調査ではこのデータを活用して、1）築石の安

定性（はらみ出し評価）と、2）高さや勾配，裏込め土，地震慣性力などの条件を考慮した全体構

造としての安定性を評価した。築石の安定性については、西田らが提案した石垣はらみ出し指数

を用いて評価した。はらみ出し指標は、石垣断面形状中の「最大のはらみだし量・ max（cm）」を「は

らみ出しが生じている区域の高さH（m）」で除した値（本報ではQとする）として定義されており、こ

の値が6程度以上にある石垣は、豪雨や地震による崩壊の危険性が大きいと言われている。出石

城石垣は、その外観から反りを持たない直線的な石垣として普請されたことが推察されることから、

本解析では天端と下端とを結んだ平面（直線）を基準面とした。それぞれの石垣面について5mピ

ッチで断面を抽出して解析を行い、最大値を算出した断面のQ値を図2に示す。この図から、石垣

A面（稲荷曲輪北面）、B面（稲荷曲輪東面）、N面（下の曲輪）に大きなはらみ出しの発生している

箇所があることが分かる。 

 

(a) 危害の恐れのある建物軒数 (b) 危害の恐れのある土地の面積 

図 1 安定度調査表の評点に基づくリスク評価の試算例 

 

 

図 2 築石の安定性（はらみ出し指数） 
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大きいと言われている。出石城石垣は、その外観から反

りを持たない直線的な石垣として普請されたことが推察

されることから、本解析では天端と下端とを結んだ平面

（直線）を基準面とした。それぞれの石垣面について 5 

m ピッチで断面を抽出して解析を行い、最大値を算出

した断面の Q 値を図 2 に示す。この図から、石垣 A 面（稲

荷曲輪北面）、B 面（稲荷曲輪東面）、N 面（下の曲輪）

に大きなはらみ出しの発生している箇所があることが分

かる。

6．鉄筋コンクリート造実構造物の耐久性向上のための維持管理に関する研究
研究担当者：福山智子、金侖美

【研究目的】
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長寿命化である。

当初予定では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、波浪・風のほか海からの塩害などについて、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、今年度は本研究テーマに関

連する実構造物の維持管理（劣化診断・補修）について実験室実験を実施した。

圧電効果を用いた劣化診断

圧電効果とは材料の機械的変形により電位差が発生する現象であり、コンクリートについて

も載荷に対する電気的応答が生じることから、圧電挙動が既知であるコンクリートを圧電セン

サーとして使用すれば、RC 構造物の変形がリアルタイムで検査できると考えられる。

本研究では、非破壊での劣化診断を行うことを最終目的に、劣化診断に適用可能な補修材料

として炭素繊維混和モルタルに着目した。

コンクリート部材における欠損部（劣化、コア抜きなど）に対する補修材を炭素繊維混和モ

ルタルとし、これを圧電センサーとして使用して補修対象のコンクリート部材のひずみ変動を

測定する。このために、炭素繊維の混入で導電性を高めたセメントペーストを補修材と想定し、
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【研究成果の詳細】
圧電効果

既設コンクリートを補修する際に用いるモルタル自体をひずみセンサーとして用いることを

想定し、一軸繰返し載荷に対する電気応答の検討を行った。特に、炭素繊維を混入した高導電

性のセメントペーストと変形性能の異なるセメントペーストの複合体の一軸繰返載荷試験（図

1）によるひずみ変化と電流、電圧の時系列波形およびその大きさの関係を検討した。

その結果、複合体におけるひずみ変化は複合体を構成する各材料の静弾性係数と体積比率に

より異なり、静弾性係数および体積比率が小さいほどひずみ変化が大きいことが確認できた（図

2）。複合体のひずみ変化は炭素繊維を混入した高導電性のセメントペーストの電圧波形から定

性的に把握できたが、セメントペーストにおける電気的応答には圧電効果だけでなく、電荷の

分極や移動影響および電極との摩擦、マトリクスの破壊などの影響がノイズとして含まれてい

るために、ひずみ変化との相関は定量できなかった（図 3）。

補修材の選定

図 4 にリング試験体のコンクリート部（既設部を模擬）と補修材部のひずみ関係を示す。補

修材想定部の乾燥収縮により既設コンクリート想定部のひずみ変化がみられた。また、既設コ

ンクリート想定部のひずみに対する補修材想定部のひずみ比は剛性比が小さいほど大きくなる

傾向を示した。これは、両材のひずみ比が大きいほど界面における応力が大きくなるためであ

り、補修材の選定時に既設コンクリートの剛性にかかわる両部材の物性（静弾性係数、断面積）

の検討が必要であることがわかる。
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圧電効果を用いて劣化診断を行うためには、構造物の変形に対する電気指標の定量的関係が
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波形の低減方法について検討を行う。

また、補修材の選定については、補修した RC 構造物の様々な変形を考慮して補修界面や補

修材の表面に生じるひび割れの発生低減条件（材料特性、応力）について検討する。
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また、補修材の選定については、補修した RC 構造物の様々な変形を考慮して補修界面や補

修材の表面に生じるひび割れの発生低減条件（材料特性、応力）について検討する。 

 

図 1 一軸繰返載荷の測定概要 
  

図 2 高導電性のセメントペーストと変形性能の

異なるセメントペーストのひずみ関係 

 
図 3 高導電性セメント硬化体（CCP） 

 図 4 補修材と既設コンクリートの 

剛性比によるひずみ関係 
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歴史都市における流域空間デザインプロジェクト

プロジェクト代表者：理工学部・准教授　阿部 俊彦

共同研究者：武田 史朗

本年度は、流域空間デザインに関するプロジェクトの中でも、①亀岡市をスタディエリアと

したワークショップの成果の発信と、②その記録を分析対象のデータとして行う、歴史資源・

環境資源を生かした未来の防災に関するワークショップのプロセス研究、そして 2022 年度に

予定されている亀岡市からの委託研究のための予備的研究としての、③亀岡市域における

Bluespot 解析による雨水貯留効果を持つ窪地の抽出に関する研究を中心的に実施した。

本研究課題では、歴史都市におけるリスクの低減と多側面からの利益の向上を目ざす流域空

間計画のために、（a）ジオデザイン、（b）シナリオプランニング、（c）リサーチバイデザイン、

の 3 つの方法論を組み合わせた計画プロセス（図 1）を、具体的な流域にあてはめその有効性

を検証する。（a）ジオデザインは、GIS（地理情報システム）などを用い地理学と計画学を融

合した手法で、優先する価値観が異なる複数の将来像とそれらが環境などに与える多面的なイ

ンパクトを比較して合意可能な将来像の選択肢を導きだす。（b）シナリオプランニングは、社

会・環境条件の変動により計画の前提条件が大きく変化することを想定し、情報収拾の上で複

数の将来シナリオを導き出す。将来の気候変動下での流域空間計画に向け、（b）で導き出し

た複数のシナリオを（a）が前提として引き継ぐ方法を提案する。

■�川とともに暮らす亀岡2070ワークショップの成果発信と「流域空間デザイン」
の普及啓発
本企画は流域空間デザイン研究会（立命館大学武田史朗研究室、花岡和聖研究室、京都大学

山口敬太研究室、金沢大学大野智彦研究室を中心とする研究会）との連携で、亀岡市の後援、

歴史都市防災研究所と地域パートナーとしての（一社）Fogin が協力し、実施した（ワークショッ

プ自体の報告は 2020 年度の報告書に詳述しているため割愛する）。

2021 年度は、本活動の成果を活用し、ランドスケープの専門誌である「ランドスケープデ

ザイン」誌上への掲載や、第 3 回琵琶湖・淀川・大阪湾流域圏シンポジウム in 大阪（主催：

図 1　川とともに暮らす亀岡 2070 ワークショップのフロー
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摂南大学、オンライン、2021 年 5 月 15 日）、第 17 回日中韓ランドスケープ専門家国際会議（オ

ンライン、2021 年 10 月 23 日）、国際オンライン・シンポジウム「Urban Nature, Urban 

Culture: Rethinking Water in Japan’s Cities：都市の自然と文化〜水の変遷をたどって」（主催：

上智大学、2021 年 10 月 24 日）などでの武田史朗による講演などを実施し、特に歴史的な知

恵である霞堤を生かした現代的な街づくりに向けた議論としての「流域空間デザイン」の普及

と啓発の活動を行なった。

■�流域治水を想定した歴史都市の防災まちづくりに関するシナリオワークショッ
プのプロセス分析
若手研究者育成の取り組みとして、上記のワークショップの運営とワークショップ自体に参

加した修士過程前期課程の学生による流域治水を想定した歴史都市の防災まちづくりに関する

シナリオワークショップのプロセス分析を実施した。前掲のワークショップにおいて、シナリ

図 2　亀岡 2070 ワークショップの報告記事の一部
（ランドスケープデザイン 139 号，マルモ出版，2021/8,�pp.�66-73）

図 3　ワークショップにおける議論の過程を分析したヒートマップと議論過程の対応図
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オ分析の過程での会話のプロトコル分析によって、将来のシナリオを議論する際に重視される

トレンドのカテゴリーを明らかにし、それらに対する正負の評価と、街のポジティブな将来に

向けたソリューションの議論においてそれらと組み合わされやすい歴史・環境資源の傾向を考

察した。

■�亀岡市域におけるBluespot 解析による雨水貯留効果を持つ窪地の抽出に関
する研究
亀岡市域における治水の課題は主に保津川本川沿岸の「霞堤」の機構を持つ地域に限られて

いた。そこで、本研究では、デンマークで用いられる Bluespot 解析の手法を用いて、支流域

を含んだ対象地で雨水貯留効果を持つ地形を抽出し指向的な潜在的雨水貯留能力の分布を明ら

かにした。亀岡市からは、2022 年度に向けて亀岡市域における流域治水の考えを生かした、

安全で魅力的な長期的まちづくりの構想支援に関する調査委託が予定されており、本研究はそ

の準備的調査としての役割も担うものである。

図 4　Bluespot 解析による雨水貯留効果を持ち得る窪地の抽出（古川支流域）
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レジリエントな歴史文化都市づくりへ向けた未来への歴史資産の継
承・保全政策と経済復興政策およびコミュニティ継承に関する国際
比較による調査研究（都市レジリエンス国際比較研究）

プロジェクト代表者：政策科学部・教授　鐘ヶ江 秀彦

共同研究者：豊田 祐輔、大橋 弘明　及び表 1
表 1　研究メンバー　一覧表

研究メンバー

氏　　名 所属・職名 プロジェクト内での役割

鐘ヶ江 秀彦 政策科学部・教授 総括・国内外レジリエンス都市政策調査

豊田 祐輔 政策科学部・准教授 国内外レジリエンス都市政策調査

大橋 弘明 衣笠総合研究機構・専門研究員 国内外レジリエンス都市政策調査

清水 泰有 大学院政策科学研究科・博士課程後期課程 4 回生 海外都市コミュニティ調査

留野 僚也 大学院政策科学研究科・博士課程後期課程 3 回生 国内都市コミュニティ調査

加減 航 大学院政策科学研究科・博士課程前期課程 1 回生 国内都市コミュニティ調査

鰐部 貴之 大学院政策科学研究科・博士課程前期課程 1 回生 国内都市コミュニティ調査

・研究目的・成果の概要
未来へ向けたレジリエントな歴史文化都市づくりのために、以下の 3 点から本年度の研究を

進めた。

1） 歴史資産の継承・保全政策の検討を国内外の事例を行った。

2） 事前の経済復興政策の準備と復旧過程の行政上の課題の検討とコスト負担という財政政

策の評価を行なった。

3） 避難と回復、都市構造の変容を通じたコミュニティ継承の課題を国際ワークショップや

国内外の学協会のシンポジウムや学会発表と投稿を通じて議論し検討した。

COVID-19 による都市封鎖や経済活動の停止と莫大な経済被害、その後の解除と再開はヘリ

テージ・ツーリズムや観光に過度の依存のできないポスト・コロナの社会の経済復興と被害を

含め、自然災害による被災が歴史都市の継承と保全に与える影響を調査研究するための重要な

機会となった。このため、日本と海外の都市の国際比較により、都市継承の事例面から歴史都

市継承のための調査研究と国際共同研究会を実施した。

調査では感染防止の徹底とともに、各国・各地の法令措置に従いつつ、調査が叶えばフィー

ルド調査・ヒアリング調査とともに、資料・文献調査も用いた。

国内のレジリエンス都市政策調査として、熊本地震の事例分析を継続して分析を行い、京都

市伏見区深草学区の防災コミュニティの減災・避難所運営のゲーミングの開発を行なった。ま

た、那覇市の首里城再建事例分析を通じて、再建の難しさとともに歴史都市継承における政策

優先順位の低さの課題に関する基礎的なヒアリングを行なった。首都圏と近畿圏の郊外部の縮

小の都市変容事例分析調査とともに、兵庫県の豊岡市出石伝統的建造物群保存地区（以下、出

石伝建地区）において詳細な調査を行うことで、歴史資産として住民が居住する町家を含む地

域一帯を継承するためのソフト対策の課題と対応方策の提示を目的とした。その結果、伝建地

区において火災対策は進んでいること、しかしながら、地震に対する脆弱性が高いものの対策



2021（令和 3）年度　歴史都市防災研究所 年報

−92−

が全国平均と比較して進んでいないこと、共助についても周辺地区と比較して弱みであること

を明らかにし、必要な対応について提言した。

また、海外の都市事例は、限定せずに行ったものの、COVID-19 により現地調査の機会が限

られていることもあり、フランス、イタリア及び英国そしてタイとの国際共同研究を行った。

国際シミュレーション＆ゲーミング学会での講演を鐘ヶ江と豊田がそれぞれに行った。フラン

スでは、パンテオン・ソルボンヌ大学、パリ大学、社会科学高等研究院と立命館大学で国際共

同研究を行った。レジリエンス都市に関する国際会議を 9 月 1 日の関東大震災の防災の日に合

わせてロンドン大学、ラクイラ大学、サッサリ大学とともに立命館大学を拠点にして国際シン

ポジウムを開催した。タイとの国際共同ワークショップをタイ・チュラロンコン大学と立命館

大学が共同で開催し、知見の共有を図った。特にコロナ禍における都市や移動の変化に焦点を

当てて情報交換を行うことで、住民が住まい、観光客が訪問する都市でもある歴史都市研究に

おける今後の示唆を得た。また、合わせて国内学会における特別セッションの開催と国際シン

ポジウムを開催した。

・研究成果の詳細
国内のレジリエンス都市政策調査では、熊本地震の事例分析を継続して分析を行った。

京都市伏見区深草学区の協力を得て、防災コミュニティの減災・避難所運営のゲーミングの

開発を継続中である。また、那覇市の首里城再建事例分析を通じて、再建の難しさとともに歴

史都市継承における政策優先順位の低さの課題に関する基礎的なヒアリングを開始したものの、

沖縄県のコロナの感染爆発により調査が一時中断している。首都圏と近畿圏の都市部と郊外部

の人口動態から縮小する都市変容の基本的な事例分析調査を行い、東京の 23 区の人口減少と

郊外への移住傾向を指摘した。

本年は出石伝建地区での詳細な調査を行った。その結果、行政や専門家が関与する際は、住

民へのアプローチ方法に着目した検討が重要であることから、表 2 のように世帯の防災訓練へ

の参加頻度および住民個人の地域イベント参加頻度（それぞれ年 1 回以上か未満）を考慮して、

住民をカテゴリーⅠ、Ⅱ、Ⅲに分類した。出石伝建地区が特に脆弱な災害として地震ならびに

火災を取り上げ、また強みや弱みを明確にするため周辺地区にも調査を行った。

以上より、下表 3 のようなソフト防災についての状況を示すことができ、レジリエントな歴

史文化都市づくりに必要な課題と提案を示した。具体的には、全体として伝建地区は火災対策

が進んでいるが、共助については比較的対応が進んでいない点が明らかとなった。また、住民

カテゴリー別に見ると、伝建地区のⅡに該当する住民が比較的共助が進んでいないことを明ら

 

 

・・研研究究成成果果のの詳詳細細  

 国内のレジリエンス都市政策調査では、熊本地震の事例分析を継続して分析を行った。 

京都市伏見区深草学区の協力を得て、防災コミュニティの減災・避難所運営のゲーミングの開

発を継続中である。また、那覇市の首里城再建事例分析を通じて、再建の難しさとともに歴史都

市継承における政策優先順位の低さの課題に関する基礎的なヒアリングを開始したものの、沖縄

県のコロナの感染爆発により調査が一時中断している。首都圏と近畿圏の都市部と郊外部の人

口動態から縮小する都市変容の基本的な事例分析調査を行い、東京の 23 区の人口減少と郊外

への移住傾向を指摘した。 

本年は出石伝建地区での詳細な調査を行った。その結果、行政や専門家が関与する際は、住

民へのアプローチ方法に着目した検討が重要であることから、表 2 のように世帯の防災訓練への

参加頻度および住民個人の地域イベント参加頻度（それぞれ年 1 回以上か未満）を考慮して、住

民をカテゴリーI、II、III に分類した。出石伝建地区が特に脆弱な災害として地震ならびに火災を

取り上げ、また強みや弱みを明確にするため周辺地区にも調査を行った。 

表 2：住民カテゴリー別のサンプル数 

 

 

以上より、下表 3 のようなソフト防災についての状況を示すことができ、レジリエントな歴史文化

都市づくりに必要な課題と提案を示した。具体的には、全体として伝建地区は火災対策が進んで

いるが、共助については比較的対応が進んでいない点が明らかとなった。また、住民カテゴリー別

に見ると、伝建地区の II に該当する住民が比較的共助が進んでいないことを明らかにした（表内

のカッコはサンプル数が少ないため参考として提示している）。加えて、住民組織へのヒアリング調

査より、地区対抗の運動会に防災要素を加えるなど、既存の地域愛着を高める地域イベントを活

用した具体的な共助促進策を進めていく必要性を示した。 

表 3：ソフト防災の状況（出石伝建地区〔地区内〕ならびに周辺地区〔地区外〕の比較） 

 

表 2：住民カテゴリー別のサンプル数
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かにした（表内のカッコはサンプル数が少ないため参考として提示している）。加えて、住民

組織へのヒアリング調査より、地区対抗の運動会に防災要素を加えるなど、既存の地域愛着を

高める地域イベントを活用した具体的な共助促進策を進めていく必要性を示した。

また、2021 年 10 月 10 日（日）にオンラインで開催された地域学会全国大会（高知大学）

における「都市のリスク軽減とレジリエンスの向上」の学術セッションにおいて、「2016 年熊

本地震における被災者支援組織の対応ニーズの時系列分析」、「避難所でのペットの受入れに関

する基礎的研究　−広島県・岡山県・大阪府下の市町を中心とするケーススタディ」、「被災時

個人シナリオ作成を通じた豪雨災害時早期避難の促進プログラムの試行」を論じた。2021 年

11 月 27 日（土）・28 日（日）の日本不動産学会と資産評価政策学会の合同秋季全国大会シン

ポジウム（立命館大学大阪いばらきキャンパス）をハイブリッド開催し、シンポジウム「大阪

府・市が提案する大阪市のスーパーシティ構想と近未来におけるスーパーシティの都市社会の

課題」と題したシンポジウムを開催し、住民不在の民主主義の変化と都市継承について近未来

の都市社会が直面する多様な視点を議論した。最後に、2021 年 12 月 04 日（土）の日本シミュ

レーション＆ゲーミング秋季全国大会シンポジウム（九州産業大学）において、パネルディス

カッション「CPS 社会におけるシミュレーション（CPS: Cyber Physical Systems）」：コロナ

禍を契機に急速に進展しつつある近未来の CPS が社会経済にもたらす影響と今後の政策形成

について、都市社会の市民参加とともに社会変容と都市居住と保全のもたらす仮想社会と現実

都市社会の相互作用について深く議論を行なった。

一方、海外との国際共同研究として、フランスにおいて、部分的ではあるが、海外都市レジ

リエンスに関する調査を行った。フランスで滞在した研究ユニットは、UMR8504 Géographie-

cités（フランス国立科学研究センター、パリ第 1 パンテオン・ソルボンヌ大学、パリ大学、社

会科学高等研究院による共同研究ユニット）である。なお、滞在期間は、2021 年 11 月 7 日（日）

〜 2022 年 1 月 18 日（火）であった。この渡仏は、キャノンヨーロッパ財団からのフェローシッ

プ及びマッチングファンドによる資金によって実施された。まず、日本の都市持続性やレジリ

エンスに関するものとして、2021 年 11 月 12 日（金）の UMR8504 Géographie-cités 内の

CRIA チームのセミナーにおいて、「Re-planning for the shrinking suburbs of polycentric 

Tokyo Metropolis」と題して、プレゼンテーションを行った。現在、東京都の郊外部である多

摩地域は都市縮小段階を迎え、業務核都市制度などによって都市成長期に形成された多核型都

市構造を新たな変容を続けている。多核型都市構造の一つの目的は、職住近接などによって郊

外部の自立性を高めることがあったが、都市縮小のなかでの都心回帰によってその自立性は脅

かされ、郊外部の持続可能性やレジリエンスの確保が困難となっている。そのため、郊外部の

自立性のみ志向するのではなく、都心部と郊外部の新たな関係性を構築するための都市圏ガバ

ナンスの転換の必要性について述べた。また、研究対象の一つであるマルセイユは、地中海に

 

 

・・研研究究成成果果のの詳詳細細  

 国内のレジリエンス都市政策調査では、熊本地震の事例分析を継続して分析を行った。 

京都市伏見区深草学区の協力を得て、防災コミュニティの減災・避難所運営のゲーミングの開

発を継続中である。また、那覇市の首里城再建事例分析を通じて、再建の難しさとともに歴史都

市継承における政策優先順位の低さの課題に関する基礎的なヒアリングを開始したものの、沖縄

県のコロナの感染爆発により調査が一時中断している。首都圏と近畿圏の都市部と郊外部の人

口動態から縮小する都市変容の基本的な事例分析調査を行い、東京の 23 区の人口減少と郊外

への移住傾向を指摘した。 

本年は出石伝建地区での詳細な調査を行った。その結果、行政や専門家が関与する際は、住

民へのアプローチ方法に着目した検討が重要であることから、表 2 のように世帯の防災訓練への

参加頻度および住民個人の地域イベント参加頻度（それぞれ年 1 回以上か未満）を考慮して、住

民をカテゴリーI、II、III に分類した。出石伝建地区が特に脆弱な災害として地震ならびに火災を

取り上げ、また強みや弱みを明確にするため周辺地区にも調査を行った。 

表 2：住民カテゴリー別のサンプル数 

 

 

以上より、下表 3 のようなソフト防災についての状況を示すことができ、レジリエントな歴史文化

都市づくりに必要な課題と提案を示した。具体的には、全体として伝建地区は火災対策が進んで

いるが、共助については比較的対応が進んでいない点が明らかとなった。また、住民カテゴリー別

に見ると、伝建地区の II に該当する住民が比較的共助が進んでいないことを明らかにした（表内

のカッコはサンプル数が少ないため参考として提示している）。加えて、住民組織へのヒアリング調

査より、地区対抗の運動会に防災要素を加えるなど、既存の地域愛着を高める地域イベントを活

用した具体的な共助促進策を進めていく必要性を示した。 

表 3：ソフト防災の状況（出石伝建地区〔地区内〕ならびに周辺地区〔地区外〕の比較） 

 

表 3：ソフト防災の状況（出石伝建地区〔地区内〕ならびに周辺地区〔地区外〕の比較）
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位置する港湾都市であるが、コロナ禍で生じている現象を把握するため、世界銀行のコンサル

タントに対してインタビューを行った。マルセイユは、コロナ禍においても不動産の価格が上

昇しており、TGV の開通によってパリと 3 時間で結ばれたため、コロナ禍でパリから移住し

てきている者がいるようである。そのなか、都市内の数地区ではジェントリフィケーションが

進展しているが、以前として中心部はアフリカ等からの移民の貧困層で占められており、居住

分離が加速している印象を持った。このような居住分離は、持続可能性やレジリエンスを脅か

す一因にもなる。また、滞在先ホテルのスタップによると、コロナ禍以前は、多くの日本人、

中国人、韓国人が観光に来ていたが、その観光客数は減少した。しかし、彼らは、同時にニー

スやモナコを訪れるため、マルセイユに長期滞在にするという形ではなく、観光分野を通じた

経済的ダメージは限定的であるという印象を持った。また、ビジネスに関しては、コロナ禍以

前はインド人が多かったが、コロナ禍ではドイツ人やポーランド人が多くなったとのことで

あった。このように、コロナ禍は、都市活動に係るアクターに変化をもたらしていることが分

かった。今後、都市空間の変容や都市活動に係るアクターの変化が、持続可能性やレジリエン

スにどのように関係しているのかを考察し、レジリエンス都市政策のあり方を検討することは

意義があった。

また、タイ・チュラロンコン大学との国際共同ワークショップは、下表 4 の通り実施し、次

年度以降の調査研究につながる示唆を得たため、次年度以降も共同研究を継続し、国内外のレ

ジリエントな都市の継承へ向けた調査を行う。

 

 

本人、中国人、韓国人が観光に来ていたが、その観光客数は減少した。しかし、彼らは、同時に

ニースやモナコを訪れるため、マルセイユに長期滞在にするという形ではなく、観光分野を通じた

経済的ダメージは限定的であるという印象を持った。また、ビジネスに関しては、コロナ禍以前はイ

ンド人が多かったが、コロナ禍ではドイツ人やポーランド人が多くなったとのことであった。このよう

に、コロナ禍は、都市活動に係るアクターに変化をもたらしていることが分かった。今後、都市空間

の変容や都市活動に係るアクターの変化が、持続可能性やレジリエンスにどのように関係してい

るのかを考察し、レジリエンス都市政策のあり方を検討することは意義があった。 

また、タイ・チュラロンコン大学との国際共同ワークショップは、下表 4 の通り実施し、次年度以

降の調査研究につながる示唆を得たため、次年度以降も共同研究を継続し、国内外のレジリエン

トな都市の継承へ向けた調査を行う。 

表 4：タイ・チュラロンコン大学との国際共同ワークショップの日程・トピック 
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最後に、「Invisible Reconstruction（見えない復興：災害に対する分野横断的な対応と持続

可能なレジリエンスへのアプローチ）」国際防災シンポジウムが、ロンドン大学（UCL）とラ

クイラ大学（UnivAq）の連携、ラクイラ大学と立命館大学歴史都市防災研究所の協定をもと

にサッサリ大学の 4 大学が連携して関東大震災の「防災の日」の 9 月 1 日に日本時間

2021/9/1　14 〜 23 時（07-16CET）に、立命館大学歴史都市防災研究所を拠点に世界中の参

加者を結んでネットワーク上で開催された。立命館歴史都市防災研究所からは、大窪健之所長

の開会挨拶、鐘ヶ江秀彦の基調講演、座長、大橋弘明と豊田祐輔がパネリストと発表、客員研

究員の酒井宏平が発表を行なった。運営にあたってはサイバー運営委員として本メンバーがビ

デオ音響を含めたすべてのオンライン運営を行なった。本シンポジウムでは、グローバルな知

識と経験を交換し、災害への備えと復興に関する現在の考え方を変え、社会を形成する無形の

糸を補強・修復することの基本的役割と持続的利益を理解したベストプラクティスを推進する

ことを目的とし、今後のコミュニティ防災のあり方を検討し非常に大きな防災の科学と知識の

共有が図れた。

・今後の研究計画・展開
引き続き国内外のレジリエンス都市政策調査を行うことで、COVID-19 による都市封鎖や経

済活動の停止を含む自然災害に対する都市のレジリエンスを高めるための方策を検討し、来年

度以降も積極的に情報発信を図る。

・その他特記事項

①若手研究者育成のための取組
博士課程前期課程や後期課程の学生と共同で行政に対するヒアリングやアンケート調査を行

うなど、現場に即した調査研究に積極的に関与させることで、研究作法の実践だけでなく、行

政や住民などの多主体との共同作業など、将来の研究者として必要な経験を培った。また、積

極的に共同で学会発表や論文投稿をすることで、研究発信力の涵養を図っている。

②新聞・テレビ等報道実績�等
「歴史都市ならではの備え」『京都新聞』、夕刊、2021 年 12 月 15 日、2 面
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出石重伝建地区における地区防災計画策定プロジェクト

プロジェクト代表者：理工学部・教授　大窪 健之

共同研究者：深川 良一、小林 泰三、里深 好文、平尾 和洋、吉富 信太、藤本 将光、金 度源

▼研究目的
出石地区は 2007 年 12 月には国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、歴史的な町並み

の維持向上に取り組んでいる。

当該地区においては、古い木造建築物などが市街中心部を中心に広く密集して分布するとと

もに、南側および西側エリアには河川が隣接し、南側及び東側には山地が隣接するなどの地理

的な特性から、災害時に貴重な文化遺産と居住者、さらには観光客が危険にさらされる可能性

がある。このため想定される様々な災害に対する防災対策が急務となっており、災害に対する

現状の危険性や問題点を把握するとともに、具体的な対策方針について検討し、2020 年〜

2021 年度の 2 箇年で防災計画としてまとめるべく調査・研究に取り組んでいる。

これに先立ち、2019 年度には予備調査を実施し、住民ワークショップや現地調査等を通して、

守るべき文化的価値と検討すべき災害リスクの抽出を行った。2020 年度には、各チームで本

格的に調査・分析を開始し、地域の災害特性と、リスクに瀕する文化的価値の評価および脆弱

性について整理を行った。最終年度となる 2021 年度には、これまでの調査・研究成果を集約

して、災害安全に向けた各種の防災事業計画の提案を行った。

▼研究成果の詳細
2021 年 6 〜 9 月にかけて、2020 年度に実施した各地区の詳細な災害リスク調査をもとに、

各チームが現地の災害リスクを軽減するための対策提案に向けて、詳細調査を開始した。

2021 年 9 〜 10 月には、具体的な防災上の課題に対応する対策項目について整理を行い、伝

建審議会や地区防災計画策定委員会等へ向けた資料作成を行った。

2021 年 10 〜 12 月にかけて追加調査や分析結果の集約をすすめ、地区の災害対策の検討内

容について進捗報告を行った。

2022 年 1 〜 3 月には調査・分析結果を統合し、成果の取りまとめを行い「出石重伝建地区

防災計画策定報告書」を完成するとともに、論文投稿準備を実施する。

研究成果は、出石重伝建地区での地区防災計画策定に結実させるとともに、研究面でも各チー

ムに所属する教員の指導する学生の卒業論文・修士論文として結実する予定であり、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。

▼具体的な研究成果
・ 千葉陵平・大窪健之・金度源、感染症拡大状況下におけるオンライン防災訓練の有効性に

関する評価〜豊岡市出石重伝建地区を対象として〜、歴史都市防災論文集 vol. 15，pp. 

145-152，2021 年 7 月

・ 遠藤裕大郎・大窪健之・金度源、街路をまたぐ燃え広がりに対する平入町家の延焼抑止性

能評価と要因分析、歴史都市防災論文集 vol. 15，pp. 89-96，2021 年 7 月
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・ 木村智，大坪真子，平尾和洋「別府市鉄輪の空き家活用による防災 ･ 減災の可能性に関す

る基礎的研究」歴史都市防災論文集 vol.15、pp. 83-88、2021.07

・ 中村魁，寶珍宏元，平尾和洋「出石伝統的建造物群保存地区の町家における平面構成の分

析−オモテの平面構成と複室化に着目して−」日本建築学会近畿支部研究報告集第 61 号

計画系、pp. 173-176、2021.0627

・ 藤木大真，中村魁，寶珍宏元，平尾和洋「出石伝統的建造物群保存地区の町家における平

面構成の分析−オモテの平面構成と複室化に着目して−」日本建築学会大会学術講演梗概

集、pp. 267-268、2021.0909

・ 小林泰三，山元遼太，三段畑慶，安井伸顕，家村享明，西村正三：3 次元データを活用し

た出石城石垣の安定性評価，測量，Vol. 71 No.11，日本測量協会，pp. 26-29, 2021 年 11

月

・ 宮原 悟，財津駿平，松浦 敦，小林泰三：3 次元測量データを活用した地層構造の逆解析

手法の構築に向けた基礎的研究，土木情報学シンポジウム講演集，土木学会土木情報学委

員会，pp. 333-336, 2021 年 9 月

・ 窪津俊亮，安田有輝，小林泰三：降雨による斜面危険度監視システムの構築に向けた基礎

的研究，Kansai Geo-Symposium 2021 論文集，地盤工学会関西支部，pp. 30-35, 2021 年

11 月

・ 山元遼太，三反畑 慶，安井伸顕，西村正三，小林泰三：城郭石垣の地震時安定性評価手

法の構築に向けた基礎的検討，Kansai Geo-Symposium 2021 論文集，地盤工学会関西支部，

pp. 120-125, 2021 年 11 月

▼今後の研究計画・展開
出石重伝建地区の建造物の多くは伝統的木造建築であり、市街中心部に広く密集して分布し

ているため、災害時避難や火災対策の面でも一般の地区に比べて脆弱な面がある。また、南側

及び西側エリアには河川が隣接、南側及び東側には山地が隣接するなどの地理的な特性から、

洪水や土砂災害時には地域住民の生命・身体及び歴史的な景観、さらには観光客が危険にさら

される可能性がある。

このため、想定される様々な災害に対する防災対策が急務であり、現状での災害時の危険性

や問題点を調査・把握の上、具体的な対策方針を分析・検討し、伝建地区に相応しい防災計画

を策定することにより、災害時の危険性や被害等を最小限に抑えることが必要となっている。

2019 年度〜 2021 年度の「豊岡市出石伝統的建造物群保存地区防災計画策定調査業務」に結

実した成果をもとに、今後は個別の防災事業実現に向けた実践的サポートを開始する予定であ

る。
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【第 15 回歴史都市防災シンポジウム】

開催日時：2021 年 7 月 17 日（土）　10:30 〜 18:40

開催場所：オンライン開催（Zoom）

参 加 者：150 名

講 演 者：兵庫県立大学減災復興政策研究科　教授、研究科長　室﨑 益輝

概 要：

第 15 回歴史都市防災シンポジウム（2021.7.17）
コロナ禍にあった今年も昨年度に続きオンライン開催にて、第 15 回歴史都市防災シンポジ

ウムを実施しました。歴史都市や文化遺産の防災に関する 44 件の研究発表と活発な討議がお

こなわれ、日本、海外から 150 名の参加がありました。参加者のご協力のもと、シンポジウム

は無事に成功裡に終わりました。

セッションは、防災技術（1）〜（3）、防災計画（1）〜（4）、国際連携（1）〜（2）のあわ

せて 9 セッションで、さまざまな研究発表と活発な討議が行われました。

特別講演企画では、兵庫県立大学減災復興政策研究科　教授、研究科長の室﨑益輝氏より「歴

史都市の災害復興について」と題したご講演をいただきました。ご講演では、自立・安全・変

革という災害復興に求められる要素に対して、活用・継承・創造という文化の持つ機能を活か

す視点に立って、日本の伝統的な減災の知恵ならびに海外の歴史都市の復興事例などから、災

害復興によって守られた・生まれた・壊されたまちなみをご紹介いただき、災害・復興に対す

る物理的対策だけでなく心の持ち方の重要性について指摘されるなど、ひろく示唆に富んだお

話をいただきました。

なお、シンポジウムで発表された研究成果については「歴史都市防災論文集 Vol.15」として

刊行しております。

優秀発表賞受賞者
今年度より、学生の方、今年 3 月時点で学生であった方の発表の中から、発表内容、発表技

術の優れた方を対象に「優秀発表賞」を授与することといたしました。

各セッションの座長と採点担当教員による審査にもとづき、下記の方が受賞されました。

・A 会場：小島 尚之 さん（立命館大学大学院理工学研究科）

・B 会場：吉川 奎 さん（立命館大学大学院理工学研究科）

・C 会場：森 祐輔 さん（立命館大学大学院理工学研究科）

シンポジウム開催中の様子特別講演者の室﨑益輝氏と司会の大窪教授
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【立命館大学 ユネスコ・チェア「文化遺産と危機管理」国際研修
2021】

開催日時：2021 年 8 月 23 日（月）〜 10 月 7 日（木）　各週月・木曜日

開催場所：立命館大学 衣笠キャンパス 歴史都市防災研究所　オンライン（Zoom）

参 加 者：15 名（オブザーバー 2 名を含む）

概 要：

2021 年 8 月 23 日（月）〜 10 月 7 日（木）の間、各週 2 回、7 週間にわたり、立命館大学ユ

ネスコ ･ チェア「文化遺産と危機管理」国際研修（UNESCO Chair Programme on Cultural 

Heritage and Risk Management, International Training Course（ITC）on Disaster Risk 

Management of Cultural Heritage 2021, 15th year, Ritsumeikan University）を初めてオンラ

インにて実施いたしました。第 15 回目の本年度は、世界各国より 124 名の応募者の中から、

日本を含む、アメリカ、イタリア、エジプト、北マケドニア、クロアチア、ケニヤ、コロンビ

ア、コソボ、スイス、ポルトガル、フィリピン、ラトビアの計 15 名（オブザーバー 2 名を含む）

を選出しました。研修では、学内の教員をはじめ、宮城大学、京都橘大学の教員、国内の文化

庁、京都市消防局、京都国立博物館等学術・行政機関からの専門家、国外からは ICCROM の

専門家、ラフバラー大学の教員等 20 名以上の講師による講義が行われ、日本の文化遺産と危

機管理に関する取り組みに加え、世界各国特有の文化遺産保全と防災の現状と今後の課題につ

いても理解を深めました。

コロナ禍対応で、フィールドワークもオンラインで行う必要があり、今年度は京都市内にあ

る文化財管理者や地域関係者の協力のもと、それぞれテーマに沿ったビデオを作成しました。

具体的には、先斗町における伝統的京都の町並み（木造密集家屋）におけるコミュニティ防災、

清水寺では、傾斜地における木造文化財の水害・土砂災害・火災対策、東本願寺では、巨大木

造建築物の防火対策（ドレンチャー等総合的な消防設備とシステム）について学びました。ま

た、それぞれの関係者により歴史的な価値とそれを保護する仕組みとしての所有者・行政・地

域住民との連携による防災への取り組みについても解説が行われました。

週 2 回、毎回 2 時間のライブセッションでは、週ごとにテーマを設け、各週の初日は講義・ディ

スカッション、二日目は関連ワークショップ形式としました。一方的な講義ではなく、双方的

な対話により豊かな研修になるよう、ライブセッションの前には、事前に準備していた各講義

のオンデマンド・ビデオやフィールドワークのビデオを受講生に視聴してもらい、ライブセッ

ションの間に講師による個別メンタリング・セッションを設けたり、課題を出したり等、受講

生がライブセッションの前後の自由な時間に予習・復習できるような仕組みにしました。

また、受講生が研修期間内に受けた講義について講師たちに質問・議論したり、講義の教材・

研修についての問い合わせ等を気軽にしたりできるよう様々なアプリの導入をしました。オン

ライン・セッションのためには Zoom アプリ、受講生・講師など関係者がフォーマルまたはイ

ンフォーマルな情報共有やコミュニケーションをとるためには Slack アプリ、そして講義の教

材や受講生の個別ケーススタディのデータの共有には Google drive を利用しました。これら

の仕組みにより、研修期間中に受講生がそれぞれの国のケース・スタディ・プロジェクトを十

分に進めることが可能となり、質の高い最終成果につながりました。受講生の成果物は年度末
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のプロシーディングで公表する予定です。

立命館大学ユネスコ・チェア「文化遺産と危機管理」国際研修は、世界各国からの研修者の

積極的な参加により高い評価を得ています。本研修では、今後も当研究所の研究成果に基づき、

国際社会に向けた成果発信や社会貢献活動を継続してまいります。

複合的災害と都市空間に関するワークショップ災害危機管理の基礎に関する講義

学外視察ビデオ 3（東本願寺）学外視察ビデオ 2（清水寺）

学外視察ビデオ 1（先斗町）歴史文化都市におけるリスクマネジメントに関する講義

Ms.�Valerie�Magar（ICCROM）による開会の挨拶仲谷義雄総長による開会のあいさつ
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アルバニアの文化遺産の減災計画に関する講義日本の文化遺産保護法に基づく文化財リスク
マネジメントの政府方針に関する講義

日本の歴史的建造物の耐震性能に関する講義文化遺産危機管理のための地理情報システム
に関する講義

災害後のニーズアセスメントと復興枠組みに関する講義災害対応の為のシナリオ策定に関する講義

復興プロセスの構築に関するワークショップ災害図上訓練（DIG）に関するワークショップ

最終日ヴァーチャル・フェアウェルの様子
（受講生・講師・事務局）
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【講師一覧】
■国外講師

Rohit JIGYASU  Project Manager, Urban Heritage, Climate Change and Disaster 

Risk Management Programme Unit, ICCROM

Ksenia CHMUTINA  Senior Lecturer in Sustainable and Resilient Urbanism 

The School of Architecture, Building and Civil Engineering, 

Loughborough University, Loughborough

Lee BOSHER  Professor of Disaster Riske Management Group Leader-Water 

Engineering and Development Center（WEDC） 

School of Architecture, Building and Civil Engineering 

University, Loughborough

Aparna TANDON  Senior Programme Leader 

First Aid and Resilience for Cultural Heritage in Times of Crisis 

Sustaining Digital Heritage Programmes Unit ICCROM

Joseph KING  Director, Partnership and Communication ICCROM

Giovanni BOCCARDI  Former Head, Emergency Response Unit, UNESCO World 

Heritage Centre

Elke SELTER  Leverhulme Research Fellow 

The British Institute for International and Comparative Law

Eugene JO  ICCROM-IUCN World Heritage Leadership 

Programme Manager, Programmes Unit, ICCROM

Hirofumi IKAWA  Project Manager, Programmes Unit, ICCROM

Ming Chee ANG  General Manager, George Town World Heritage Incorporated

Dulce Maria GRIMALDI 

SIERRA

  Senior conservator for conservation and research of decorative 

elements at archaeological sites, Coordinación Nacional de 

Conservación del 

Patrimonio Cultural（CNCPC） 

Instituto Nacional de Antropología e Historia（INAH）

Elena MAMANI  Project Manager, Deputy Head of Office, Cultural Heritage 

without Borders（CHwB）

■国内講師

降旗 順子  独立行政法人 国立文化財機構 京都国立博物館 学芸部 保存科学

室長

山之内 大輔 京都市消防局 予防部予防課 文化財係長

村上 裕道 京都橘大学　文学部 教授

平岡 義浩 宮城大学 事業構想学群価値創造デザイン学類 教授

稲垣 智也  文化庁 文化資源活用課 整備活用部 

文化財調査官　（併）文化財第二課（命）文化財保存科学室員
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■学内講師

土岐 憲三 衣笠総合研究機構 特別研究フェロー

大窪 健之 理工学部　環境都市工学科 教授

矢野 桂司 文学部　地域研究学域 教授

吉富 信太 理工学部　建築都市デザイン学科 教授

藤本 将光 理工学部　環境都市工学科 准教授

里深 好文 理工学部　環境都市工学科 教授

金 度源 理工学部　環境都市工学科 准教授

Wesley Webb CHEEK 衣笠総合研究機構　専門研究員

■コーディネーター

Lata SHAKYA 衣笠総合研究機構　准教授

■サポーター

大橋 弘明  衣笠総合研究機構　専門研究員
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【第 15 回 みんなでつくる地域の安全安心マップコンテスト】

表 彰 式：2021 年 10 月 23 日（土）

開催場所：立命館大学　創思館 1 階　カンファレンスルーム

応募作品：30 作品 37 名

協 　 賛： 株式会社パスコ、F レンタリース株式会社、株式会社帝国書院、 

株式会社ネスト ･ ジャパン、NPO 法人災害ボランティアステーション日本、 

マツモラ産業株式会社、株式会社宝水、セコム株式会社、株式会社柴橋商会、 

能美防災株式会社、奥尻島観光協会、株式会社サンオート、ワエストロ株式会社、

株式会社アイ・イー・ジェー、やまと産業株式会社、アキレス株式会社、 

株式会社コバック、株式会社宮田運輸　（順不同）

後 　 援：国土地理院、京都新聞、KBS 京都、京都市、 

公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター、人文地理学会、立命館地理学会、

京都府警察、一般社団法人日本セーフコミュニティ推進機構　（順不同）

概 要：

立命館大学歴史都市防災研究所では、社会貢献の一環として、2007 年度より小学生向けの「地

域の安全安心マップコンテスト」を実施している。自然災害、交通事故、犯罪など、小学生が

自身の興味関心を持って選んだ安全安心に関わるテーマに沿って、身近な大人と共に地域を調

査し地図化することを通じて、地域の安全安心を考えてもらうことが本事業の目的である。本

年度は、新型コロナウイルス感染症に関連する作品をはじめ、個性豊かな 30 作品の応募があっ

た。厳選された入賞 10 作品の表彰式では、審査委員から作品講評が行われ、受賞者は作成の

意図や工夫した点を語り、参加者の関心を引きつけた。表彰式は、新型コロナウイルス感染症

対策として、昨年同様、対面と Zoom によるハイブリッド形式で開催した。そこでは、舞台ス

クリーンに PowerPoint を使って、入賞者の名前、学校名、学年、作品タイトル、作品写真の

ほか、副賞商品の紹介や審査員の講評、オンライン参加者の様子を投影し、対面による参加者

と Zoom による参加者とが一体感を持てるよう工夫した。さらに第 25 回全国児童生徒地図優

秀作品展へ上位 7 作品を出展した。

また研究所では、コンテストの広報の一環で、マップ作成活動に関する出張授業を実施して

いる。本年度は岡山県立岡山操山中学校からの依頼を受け、2021 年 11 月 1 日に当研究所の教員・

事務局職員が中学生 4 人からリモートインタビューを受けた。今回のインタビューは、岡山県

立岡山操山中学校の総合的な学習の時間「未来航海プロジェクト」の活動の一環で企画され、

コロナ禍のため Zoom を使ったリモートインタビューの形式で行われた。

表彰式の様子 協賛企業による副賞授与の様子
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【歴史都市防災研究所定例研究会】

歴史都市防災研究所では、研究メンバーがそれぞれの研究成果について報告をする場として、

研究会を定例開催している。発表者および参加者は、当研究所所属の教員、専門研究員等の若

手研究者、学生、および客員研究員として当研究所の活動に参画いただいている学外の関係者

である。各研究部会・プログラムで進めている研究プロジェクトについて、多岐にわたる専門

分野の研究者が活発に意見交換を行う機会として、来年度以降も継続予定である。今年度開催

した各回の内容については、以下のとおりである。

2020 年度
【第 6回定例研究会】

開 催 日：2021 年 3 月 6 日（土）　13：30 〜 16：30

開催場所：オンライン（Skype for business）

発表者および報告内容：

成果報告、評価委員会評価

大窪 健之（歴史都市防災研究所 所長）

各部会からの報告

A 部会　歴史文化都市の時空間データ基盤研究部会

B 部会　歴史文化都市の防災技術研究部会

C 部会　歴史文化都市の防災デザイン研究部会

評価委員からの内部評価

2021 年度ユネスコ・チェア国際研修開催に向けた進捗報告

2021 年度
【第 1回定例研究会】

開 催 日：2021 年 4 月 10 日（土）　10：00 〜 12：00

開催場所：オンライン（Zoom）

発表者および報告内容：

成果報告、評価委員長評価

2020 年度運営委員会からの報告（全体概要）

各部会からの報告

・A 部会　歴史文化都市の時空間データ基盤研究部会

阿部 俊彦（理工学部 准教授）

『東日本大震災の津波被災地の復興まちづくりから学ぶ事前復興〜これまでの災害復興

研究を踏まえた今後の歴史防災研究の課題〜』
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・B 部会　歴史文化都市の防災技術研究部会

千葉 陵平（理工学研究科 博士課程前期課程 1 回生・防災まちづくり研究室）

『コロナ禍における出石地区でのオンライン防災訓練の試行』

長谷川 諒（理工学研究科 博士課程前期課程 1 回生・防災まちづくり研究室）

『史跡等に立地する復元建築物における防火対策の現状と課題』

・C 部会　歴史文化都市の防災デザイン研究部会

山田 悟史（理工学部 任期制講師）

『文化遺産防災学における先端技術の萌芽性』

【第 2回定例研究会】

開 催 日：2021 年 5 月 22 日（土）　10：00 〜 12：00

開催場所：オンライン（Zoom）

発表者および報告内容：

・A 部会　歴史文化都市の時空間データ基盤研究部会

神田 孝治（文学部 教授）

『新型コロナウイルス感染症（COVID-19）とツーリズム・モビリティーズ　− 2020 年

における与論島の状況と災害・防災に注目した考察−』

・B 部会　歴史文化都市の防災技術研究部会

本間 睦朗（理工学部 教授）

『光環境の、定量的評価の可能性』

・C 部会　歴史文化都市の防災デザイン研究部会

豊田 祐輔（政策科学部 准教授）

『豊岡市出石伝建地区および周辺地区における災害対策の現状と関連要因に関する研究』

【第 3回定例研究会】

開 催 日：2021 年 6 月 19 日（土）　10：00 〜 12：00

開催場所：オンライン（Zoom）

発表者および報告内容：

・A 部会　歴史文化都市の時空間データ基盤研究部会

川道 美枝子（歴史都市防災研究所 客員研究員）

『京都市内のアライグマ、ハクビシンの分布状況と文化財への影響　―侵入検知ネット

ワークの構成よる効果的対策の試み』

・B 部会　歴史文化都市の防災技術研究部会

井上 雄登（理工学研究科 博士課程前期課程 2 回生・流域デザイン研究室）

『兵庫県豊岡市出石地区における複合水・土砂災害に対する減災手法の検討』
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・C 部会　歴史文化都市の防災デザイン研究部会

青柳 憲昌（理工学部 准教授）

『「文化財防災」の象徴としての法隆寺金堂焼損壁画　─昭和大修理における写真撮影に

よる記録保存、および合成樹脂による保存処理について─』

【第 4回定例研究会】

開 催 日：2021 年 10 月 9 日（土）　10：00 〜 12：00

開催場所：オンライン（Zoom）

発表者および報告内容：

・A 部会　歴史文化都市の時空間データ基盤研究部会

河角 直美（文学部 准教授）

『新水空間の形成と災害　−鴨川周辺を事例として−』

・B 部会　歴史文化都市の防災技術研究部会

吉富 信太（理工学部 教授）

『隣接する三棟の伝統木造建築物の振動特性に関する検討』

・C 部会　歴史文化都市の防災デザイン研究部会

留野 僚也（政策科学研究科 博士課程後期課程 3 回生）

『2016 年熊本地震における被災者支援組織の対応ニーズの時系列分析』

【第 5回定例研究会】

開 催 日：2021 年 12 月 4 日（土）　10：00 〜 12：00

開催場所：オンライン（Zoom）

発表者および報告内容：

・A 部会　歴史文化都市の時空間データ基盤研究部会

小川 圭一（理工学部 教授）

『観光客と市民の視点からみた歴史都市防災の必要性』

・B 部会　歴史文化都市の防災技術研究部会

小林 泰三（理工学部 教授）

『急傾斜地崩壊：「どこ」で「いつ」発生するのかの予測精度向上にむけて」』

・C 部会　歴史文化都市の防災デザイン研究部会

大場 修（衣笠総合研究機構 教授）

『「タカ」と生業・災害』

・国際展開・社会連携研究支援プログラム

サキャ ラタ（衣笠総合研究機構 准教授）
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ユネスコ・チェア『文化遺産と危機管理』 国際研修 2021 開催報告

【第 6回定例研究会】

開 催 日：2022 年 2 月 26 日（土）9：00 〜 12：00

開催場所：オンライン（Zoom）

発表者および報告内容：

歴史都市防災研究所 合同修士論文・卒業研究発表会

【第 7回定例研究会】（予定）

開 催 日：2022 年 3 月 5 日（土）

開催場所：オンライン（Zoom）

発表者および報告内容：

成果報告、評価委員会評価





研 究 業 績
（五十音順）
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部建築都市デザイン学科 准教授 青柳　憲昌

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

「戦後住宅生産史　概観─住宅生産の近
代化と「建築家」─」

単著 2021 年 6 月
日本建築学会『建築雑
誌 』2021 年 6 月 号、
pp.20-21

青柳憲昌 20-21

「出石旧城下町の歴史的災害による罹災
範囲の復原的考察」

共著 2021 年 7 月
『歴史都市防災論文集』
第 15 号（15）

吉川奎・青柳憲昌 121-128

「出石旧城下町の土蔵群および出石酒造
土蔵の建築的特徴」

共著 2021 年 9 月
『日本建築学会大会学
術 講 演 梗 概 集 』2021
年 9 月

林畝乃香・青柳憲昌 885-886

「近世以降の出石旧城下町の都市的変遷」 共著 2021 年 9 月
『日本建築学会大会学
術 講 演 梗 概 集 』2021
年 9 月

吉川奎・青柳憲昌 469-470

「京都の町家における「床の間」の特徴」 共著 2021 年 9 月
日本建築学会大会学術
講演梗概集』2021 年 9
月

村岡勇気・青柳憲昌 887-888

「世田谷区高見澤邸に用いられた部品・
構法の変容の過程 戦後木造庶民住宅の
増改築履歴調査　その 3」

共著 2021 年 9 月
『日本建築学会大会学
術 講 演 梗 概 集 』2021
年 9 月

伊藤公人・青柳憲昌・松本
直之・門脇耕三

353-356

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

「アーカイブ調査でみえてきた 法隆寺金
堂壁画と昭和大修理─法隆寺シンポジウ
ム─法隆寺金堂の謎に迫る」、主催：法
隆寺金堂壁画保存活用委員会・法隆寺・
朝日新聞社

単独 2021 年 2 月
「法隆寺シンポジウム─法隆寺
金堂の謎に迫る」

青柳憲昌

「出石旧城下町の防災文化的価値（出石
伝建地区防災計画 住民報告会）」豊岡市
出石振興局

単独 2021 年 2 月
出石伝建地区防災計画 住民報
告会

青柳憲昌

「『文化財防災』の象徴としての法隆寺金
堂焼損壁画─昭和大修理における写真撮
影による記録保存、および合成樹脂によ
る保存処理について─」

単独 2021 年 6 月
立命館大学歴史都市防災研究所
定例研究会

青柳憲昌

「法隆寺金堂壁画保存活用委員会アーカ
イブ WG　2020 年度事業報告」

共同 2021 年 7 月

第 6 回法隆寺金堂壁画保存活用
委員会ワーキング・グループ全
体会合／第 7 回法隆寺金堂壁画
保存活用委員会

青柳憲昌

「〈西陣寺之内通の町家〉2021 ─「町家」
保存活用の文化的意義と可能性─」

単独 2021 年 11 月
日本建築学会近畿支部民家部会
令和 3 年度研究発表会「民家保
存の初期衝動」

青柳憲昌
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「亀岡市 酒井家住宅・広瀬家住宅につい
て ─能勢地方の平入民家の系譜との関
連性─」

共同 2021 年 12 月
「「住空間史学」構築のための分
野横断的研究」科学研究費基盤
研究（B）研究会

青柳憲昌

その他研究活動

研究業績名 単独・共同の別 発表場所等 研究期間（西暦可）

朝日新聞「屋根の飾り復元　どうする」朝日新聞（全
国版）2021 年 3 月 21 日 25 面（誌面にコメント掲載）

単独 朝日新聞（全国版） 2021 年 3 月

「ディテールにみる戦後建築の伝統表現　第 8 回　
入江雄太郎〈法隆寺収蔵庫〉（1952）文化財収蔵施
設としての『土蔵』の発見」青柳憲昌『ディテール』

（228 号）2021 年 4 月号、彰国社、pp.77-84

単独 『ディテール』 2021 年 4 月

「ディテールにみる戦後建築の伝統表現　第 9 回　
日本の建具の可能性　「建具」をめぐる近代の伝統
解釈とその瓦解」青柳憲昌『ディテール』（229 号）
2021 年 7 月号、彰国社、pp.91-98

単独 『ディテール』 2021 年 6 月

「文化財防災」の象徴としての法隆寺金堂焼損壁画
─昭和大修理における写真撮影による記録保存、お
よび合成樹脂による保存処理について─」立命館大
学歴史都市防災研究所定例研究会、2021 年 6 月 19
日

単独 オンライン 2021 年 6 月

「ディテールにみる戦後建築の伝統表現　第 10 回　
丹下健三建築の「レガシー」とは何か」青柳憲昌『ディ
テール』（230 号）2021 年 9 月号、彰国社、pp.89-
96

単独 『ディテール』 2021 年 9 月
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部建築都市デザイン学科 准教授 阿部　俊彦

著書

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

新建築 2021 年 3 月号，気仙沼内湾ムカ
エル・ウマレル〈PIER7〉

共著 2021 年 3 月
新建築社新建築 2021
年 3 月号

LLC SMDW、ほか 140-149

造景 2021
分担
執筆

2021 年 8 月 建築資料研究社 八甫谷邦明ほか

建築系のためのまちづくり入門 共著 2021 年 9 月 学芸出版社 連健夫、ほか

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

小規模まちづくり事業による復興 単著 2021 年 2 月
日本住宅会議住宅会議

（111）
阿部俊彦 32-34

津波被災地の復興まちづくりと今後〜現
地レポート〜

共著 2021 年 3 月
新建築家技術者集団建
築とまちづくり（505）

阿部俊彦、ほか 10-32

住民主体の復興まちづくりから得た知見 単著 2021 年 3 月
自治体学会自治体学
34（2）

阿部俊彦 18-19

7469 南草津駅前地区における公民連携
空間に関する研究 - 社会実験実施に向け
た現況の利用と課題について−

単著 2021 年 9 月
日本建築学会日本建築
学会大会（東海）学術
講演梗概集（都市計画）

阿部俊彦

まちづくりにおける地域資源の価値転換
を促す「シナリオ・プランニング」の試
行

単著 2021 年 9 月

日本建築学会日本建築
学会大会（東海）都市
計画委員会 研究協議
会資料

阿部俊彦

津波被災市街地における住まいとまちな
みの復興から得られた知見

単著 2021 年 11 月
一社　住宅生産振興財
団家とまちなみ（84）

阿部俊彦

その他研究活動

研究業績名 単独・共同の別 発表場所等 研究期間（西暦可）

彦根銀座街まちづくり 単独 彦根市 2020-2021

南草津の公共空間活用まちづくり 共同 草津市 2020-2021

高知県宿毛市片島地区の事前復興まちづくり 単独 宿毛市 2020-2021

滋賀県大津市平野学区のまちづくり 単独 大津市 2021

滋賀県びわこ文化公園ワークショップ 共同 滋賀県 2021

滋賀県草津市老上西学区まちづくり 共同 草津市 2021-2022

福井県おおい町シナリオメイキングまちづくり 単独 おおい町 2020-2021



2021（令和 3）年度　歴史都市防災研究所 年報

−118−

講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

RIA まちづくりフォーラム 共同 2021 年 11 月 RIA 阿部俊彦、ほか

景観開花 2021 審査員 共同 2021/11 東北大学 阿部俊彦、ほか

立命館大学スポーツ健康科学研究セン
ター設立 10 周年シンポジウム

共同 2021 年 11 月 立命館大学 阿部俊彦、ほか

国土交通大学校 専門課程 建築計画（企
画・設計）研修 講師

単独 2021 年 10 月 国土交通大学校 阿部俊彦

首都直下地震に備える「戸塚協働復興活
動　2021」第 1 回セミナー

共同 2021/10 早稲田都市計画フォーラム 阿部俊彦、ほか

都市計画コンサルタント協会 関西地区
講習会 講師

単独 2021 年 7 月 都市計画コンサルタント協会 阿部俊彦

都市環境デザインフォーラム 2021 共同 2021 年 5 月 JUDI 関西ブロック 阿部俊彦、ほか

第 2 回都市環境デザインセミナー「東日
本大震災の知の継承」

共同 2021 年 3 月 JUDI 関西ブロック 阿部俊彦、ほか

巨大災害に備える - 事前復興まちづくり
は今 -

共同 2021 年 2 月 早稲田都市計画フォーラム 阿部俊彦、ほか

受賞学術賞

授与機関名 受賞名 タイトル 受賞年月（西暦可）

日本建築学会
技術部門設計競技「新時代のレジリ
エント建築・都市」佳作

農知による水害レジリエント建築 2021 年
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部電子情報工学科 教授 泉　知論

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

小型自律移動ロボットの経路計画におけ
る棄却サンプリングの再提案

共同 2021 年 5 月
第 65 回 システム制御情報学会 
研究発表講演会（SCI’21）， Gsd-
01-4, pp.970-976

淺海悠人，石田祐太，泉知論

FPGA 向け乱数生成モジュールの高位
合成 IP 化設計と比較検討

共同 2021 年 12 月
電子情報通信学会 技術研究報
告，vol.121. no.280, 
RECONF2021-48, pp.133-138

淺海悠人，泉知論
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

文学部地域研究学域 助教 宇佐美　智之

著書

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

季刊考古学：高地性集落論の新しい動き
単著（分
担執筆）

2021 年 10 月
雄山閣，季刊考古学

（157）
森岡秀人編 26-29

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

Synthesis of Geospatial Database and 
Interdisciplinary to Achieve NSDS fo 
Downtown Alexandria, Egypt Vision 
2030

共著 2021 年 12 月
Proceedings of the 
ICA (4)

Mohamed Soliman, 
Tomoyuki Usami, Satoshi 
Imamura, Keiji Yano, 
Hrishikesh Ballal, Abbas 
Mohamed Abbas, Tharwat, 
Abdel Fattah, Sameh 
El-Kafrawy, Hossam 
El-Sayed, Amr El-Shafie

弥生時代高地性集落における可視領域の
検討：近畿地方を例として

単著 2021 年 11 月 立命館地理学（33） 宇佐美智之 55-64

GIS 可視領域分析を用いた弥生時代高地
性集落の立地と焼土坑の評価

単著 2021 年 9 月
日本情報考古学会講演
論文集（24）

宇佐美智之 45-50

Sustainable Geodesign of the Urban 
Cultural Heritage of Alexandria, Egypt 
Vision 2030: Homogeneity of 
Authenticity and Modernization

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集

（15）

SOLIMAN Mohamed, 
USAMI Tomoyuki, 
IMAMURA Satoshi, 
YANO Keiji, BALLAL 
Hrishikesh

299-306

中央アジア・ザラフシャン川流域におけ
る 1960 年代以降の遺跡環境の変化：
CORONA 衛星写真と Google Earth の
判読から

単著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集

（15）
宇佐美智之 217-224

高地性集落の眺望：GIS 眺望分析による
弥生時代高地性集落の立地研究

単著 2021 年 3 月 立命館文学（672） 宇佐美智之 181-197

Construction of GIS Database of 
Alexandria Based on the Old Maps

共著 2021 年 3 月 アートリサーチ（21）

Mohamed Soliman, 
Tomoyuki Usami, 
Satoshi Imamura, 
Keiji Yano

33-44
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研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

Synthesis of Geospatial Database and 
Interdisciplinary to Achieve NSDS for 
Downtown Alexandria, Egypt Vision 
2030

共同 2021 年 12 月
the 30th International 
Cartographic Conference

Mohamed Soliman, 
Tomoyuki Usami, Satoshi 
Imamura, Keiji Yano, 
Hrishikesh Ballal, Abbas 
Mohamed Abbas, Tharwat, 
Abdel Fattah, Sameh 
El-Kafrawy, Hossam El-
Sayed, Amr El-Shafie

Sustainable Alternative Future for Kom 
Al-Nadura Cultural Heritage site, 
Alexandria, NSDS Egypt Vision 2030

共同 2021 年 10 月 第 30 回地理情報システム学会

Mohamed Soliman, 
Tomoyuki Usami, Satoshi 
Imamura, Keiji Yano, 
Hrishikesh Ballal, Raghda 
El-Nezory, Rasha 
Abdelrasoul, Doaa Ali, 
Asmaa Elkafrawy

URBAN CHANGE SURVEY OF 
MEDIEVAL ALEXANDRIA 
(EVOLUTION DESTINATIONS AND 
SHRINKAGE FACTORS VIA 
REMOTE SENSING AND GIS)

共同 2021 年 8 月
the 34th International 
Geographical Congress

Mohamed SOLIMAN, 
Tomoyuki USAMI, Satoshi 
IMAMURA, Keiji YANO

中央アジア・ザラフシャン川流域におけ
る 1960 年代以降の遺跡環境の変化：
CORONA 衛星写真と Google Earth の
判読から

単独 2021 年 7 月
第 15 回歴史都市防災シンポジ
ウム

宇佐美智之

GIS 可視領域分析を用いた高地性集落の
立地と焼土坑の評価

単独 2021 年 3 月 日本情報考古学会第 44 回大会 宇佐美智之

その他研究活動

研究業績名 単独・共同の別 発表場所等 研究期間（西暦可）

研究紹介：全国高地性集落に関するデジタル資料化
およびデータベースプロジェクト

共同
立命館大学アート・リサーチセン
ター ARC Days 2021

2021 年 7 月

講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

GIS 空間分析から読む弥生時代の集落の
立地と眺望

単独 2021 年 10 月
2021 年度弥生時代講座 聞いて
なっとく弥生の世界（招待講
演），大阪府立弥生文化博物館

宇佐美智之
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部環境都市工学科 教授 大窪　健之

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

街路をまたぐ燃え広がりに対する平入町
家の延焼抑止性能評価と要因分析

共著 2021 年 7 月
立命館大学・歴史都市
防災研究所歴史都市防
災論文集（15）

遠藤裕大郎・大窪健之・金
度源

89-96

史跡等に所在する復元建造物における火
災対策の現状と課題〜未指定文化財を火
災から守り伝えるために〜

共著 2021 年 7 月
立命館大学・歴史都市
防災研究所歴史都市防
災論文集（15）

長谷川諒・大窪健之・金度
源

105-112

感染症拡大状況下におけるオンライン防
災訓練の有効性に関する評価〜豊岡市出
石重伝建地区を対象として〜

共著 2021 年 7 月
立命館大学・歴史都市
防災研究所歴史都市防
災論文集（15）

千葉陵平・大窪健之・金度
源

145-152

歴史都市金沢市での立体駐車場を活用し
た洪水時避難の有効性評価〜感染症対策
を考慮した車両による垂直避難の可能性〜

共著 2021 年 7 月
立命館大学・歴史都市
防災研究所歴史都市防
災論文集（15）

大窪健之・堀田育美・金度
源

177-184

震災時の延焼火災に備える水源確保と消
火可能範囲に関する研究―伝統的木密地
域を有する京都市上京区を対象として―

共著 2021 年 7 月
立命館大学・歴史都市
防災研究所歴史都市防
災論文集（15）

松本昂大・大窪健之・金度
源

113-120

京都駅周辺地域を対象とした社寺の防災
拠点活用に関する評価〜広域災害時に不
足する帰宅困難者への支援の補完を想定
して〜

共著 2021 年 7 月
立命館大学・歴史都市
防災研究所歴史都市防
災論文集（15）

金度源・清水弘樹・大窪健
之

129-136

2015 年ゴルカ地震後の公的な災害対応体
制と自主的避難所の運営―ネパールの歴
史都市パタンにおける地域資源を活かし
た災害対応マネジメントに関する研究―

共著 2021 年 7 月
立命館大学・歴史都市
防災研究所歴史都市防
災論文集（15）

サキャ ラタ・大窪健之・
小川和馬・金 度源

233-240

Capacity estimation of historical 
temples and shrines around Kiyomizu 
World Cultural Heritage site for 
supporting evacuation lives of visitors 
during disaster

共著 2021 年 7 月 Le Vie dei Mercanti 25-34

大阪府交野市倉治における古式水道「取
り水」の歴史と利用実態

共著 2021 年 10 月
土木学会土木学会論文
集（D1）

林倫子・森彩乃・大窪健之・
金度源

99-109

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

世界文化遺産パタン地区での行政と地域
による防災対策の連携に関する研究

共同 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集（報告），
vol.15，pp.291-298

小川和馬・大窪健之・サキャ
ラタ・金度源

文化遺産防災マニュアルの改訂に向けた
一考察〜都道府県・政令指定都市が発行
した文化財を対象とする災害対策マニュ
アルの運用事例調査を通して〜

共同 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集（報告），
vol.15，pp.259-266

金度源・山口奨・大窪健之
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講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

歴史的建造物と歴史的町並みを災害から
守る方法を学ぶ〜清水寺と周辺地域での
取り組み

単独 2021 年 2 月
京都府建築士会連続講座（3/3
回）

大窪健之

伝統的な減災の知恵と住民視点の防災ま
ちづくり

単独 2021 年 2 月
京のまちづくり史連続講座（令
和 2 年度景観・まちづくり大学）

大窪健之

歴史的建築物と防災 単独 2021 年 2 月
令和 2 年度大阪府ヘリテージマ
ネージャー・ステップアップ講
座（スキルアップ講習）

大窪健之

Disaster risk management cycle: 
Mitigation and Adaptation

単独 2021 年 4 月

The 2nd Training Workshop 
on Disaster Risk Management 
for Cultural Heritage in 
Southeast Asia; Understanding 
People, Nature, Culture: 
Heritage Management for 
Building Resilience of Living 
Traditional Settlements

大窪健之

歴史的建造物の防火手法と地域防災拠点
化

単独 2021 年 7 月
大阪府登録文化財所有者の会，
泉南市・rojica

大窪健之

Learning from the Japanese and 
Malaysian Experience Towards 
renewing our commitments to the 
UNDRR Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015-2030

単独 2021 年 7 月
SENDAI 2030: DPPC 
WEBINAR SERIES

大窪健之

“Effective Fire Spread Mitigation by 
Traditional Knowledge 〜 Group of 
Trees in Japanese Historic Districts 〜”

単独 2021 年 7 月
Using Traditional Knowledge 
for Disaster Risk Reduction: 
From Words into Action

大窪健之

“Project for Protecting Historic District 
of Wooden Buildings from Fires due to 
Earthquakes, in Kiyomizu, Kyoto”

単独 2021 年 7 月
PREVENT: Mitigating Fire 
Risk for Heritage

大窪健之

歴史的建造物や緑地による減災の知恵と
地域一体の消火器配備

単独 2021 年 9 月
大阪府登録文化財所有者の会
＠豊中市・奥野家住宅

大窪健之

伝統的な緑地による「減災の知恵」と文
化財の防火設備と地域一体の消火器配備

単独 2021 年 11 月
第 3 期沖縄県ヘリテージマネ
ジャー養成講習会

大窪健之

受賞学術賞

授与機関名 受賞名 タイトル 受賞年月（西暦可）

Le Vie Dei Mercanti
Best Paper Award, Abitare la 
Terra/Dwelling on Earth

Capacity estimation of historical temples and 
shrines around Kiyomizu World Cultural 
Heritage site for supporting evacuation lives 
of visitors during disaster

2021 年 7 月

京都市長表彰「令和 3 年京都市自治
記念日表彰：京都らしいまちづくり
の推進」

2021 年 10 月
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知的財産権

名称
出願人
区分

発明人
区分

出願番号 公開番号 登録（特許）番号 国

地域防災情報システム
本学

共同者
その他 2020-070342 日本

消火用ノズル
本学

共同者
筆頭発明

者
2014-206815 日本
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研究業績書

対象期間 2021 年 4 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

衣笠総合研究機構 教授 大場　修

著書

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

占領下日本の地方都市―接収された住
宅・建築と都市空間―

共著（編
著者）

2021 年 5 月 思文閣出版 大場修
総ページ
数 434p

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

宇治茶生産集落和束町湯船地区における
集落構成および主屋架構の諸特性分析

共著 2021 年 6 月
『日本建築学会研究報
告集』第 61 号・計画
系

三輪晋也・平尾和洋・大場
修

177-180

宇治茶生産集落和束町湯船地区における
集落構成および主屋架構の諸特性分析

共著 2021 年 9 月
『日本建築学会大会学
術講演梗概集』

上田圭太郎・三輪晋也・平
尾和洋・大場修

35-36

京都の近代和風住宅に関する研究―京都
御所清和院御門正面の角地に建つ建築を
通して―

共著 2021 年 9 月
『日本建築学会大会学
術講演梗概集』

奥村収一・郡裕美・大場修 779-780

占領下日本の都市・住宅に関する研究　
その 17―静岡県におけるホテル接収と
休暇将兵の実態―

共著 2021 年 9 月
『日本建築学会大会学
術講演梗概集』

長田城治・大場修・角哲・
砂本文彦・玉田浩之・村上
しほり

699-670

京都花見小路界隈における茶屋街の変遷
過程（用途・景観）

共著 2021 年 6 月
『日本建築学会北海道
支部研究報告』

芝崎佑奈・大場修 424-427

東日本における町家建築の特徴 - 炊事機
能・接客機能・吹抜空間−

共著 2021 年 6 月
『日本建築学会北海道
支部研究報告』

今井達生・大場修 440-443

その他研究活動

研究業績名 単独・共同の別 発表場所等 研究期間（西暦可）

「占領下京都の「接収住宅」事情」 単独 『鴨東通信』思文閣出版 2021 年 4 月

受賞学術賞

授与機関名 受賞名 タイトル 受賞年月（西暦可）

日本建築学会 2021 年日本建築学会著作賞
「京町家カルテ」が解く―京都人が知らない京
町家の世界

2021 年 5 月
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部環境都市工学科 教授 岡井　有佳

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

水害リスク低減に向けた土地利用規制・
誘導手法に関する研究〜都道府県の総合
治水条例に着目して〜

共著 2021 年 9 月

一般社団法人日本建築
学会 2021 年度日本建
築学会
大会学術講演梗概集

大橋克矢・馬場美智子・岡
井有佳

673-676

水害対策としての開発規制に関する都道
府県条例等に関する研究

共著 2021 年 10 月
日本都市計画学会日本
都市計画学会都市計画
論文集 56（3）

馬場美智子・岡井有佳
1481-
1487
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部環境都市工学科 教授 小川　圭一

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

歴史都市における道路整備の時期と道路
構造による交通事故多発状況の比較−京
都府と滋賀県を対象として−

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集
Vol.15

溝口万里江，小川圭一 193-200

消費者余剰の推定による観光資源として
の京都市内の文化遺産の価値の考察

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集
Vol.15

森祐輔，小川圭一 209-216

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

歴史都市における道路整備の時期と道路
構造による交通事故多発状況の比較−京
都府と滋賀県を対象として−

共著 2021 年 7 月
第 15 回歴史都市防災シンポジ
ウム

溝口万里江，小川圭一

消費者余剰の推定による観光資源として
の京都市内の文化遺産の価値の考察

共著 2021 年 7 月
第 15 回歴史都市防災シンポジ
ウム

森祐輔，小川圭一
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

政策科学部政策科学科 教授 鐘ヶ江　秀彦

著書

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

第 9 章災害・安全とサステナビリティ、
「SDGs 時代におけるサステイナビリ
ティ学」

単著 2022 年 3 月 法律文化社 周 瑋生
第 9 章／

15 章
（191 頁）

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

大学生の地域防災における主体性の形成
を目的とした 避難協力ゲーミングに関
する研究：個人役割の認識に着目して

共著 2021/1/1

日本シミュレーション
& ゲーミング学会、シ
ミュレーション・ゲー
ミング、Vol30、No2

編 集 人 日 本 シ ミ ュ レ ー
ション & ゲーミング学会 
学会誌編集委員会 大沼進・
発行人 学会長 鐘ヶ江秀彦

pp 73-83

Evacuation Simulation Considering 
Tourists’Attempts to Return Home: A 
Case of the Kiyomizu-dera Temple 
Area, Japan

共著 2021/9/1

Springer, “Historic 
Cities in the Face of 
Disasters 
Reconstruction, 
Recovery and 
Resilience of 
Societies”, The Urban 
Book Series

Fatemeh Farnaz Arefian
Judith Ryser
Andrew Hopkins
Jamie Mackee

pp 
559-575

Framework for Utilizing Disaster 
Learning Tools Classified by Real and 
Virtual Aspects of Community Space 
and Social Networks: Application to 
Community-based Disaster Risk 
Reduction and School Disaster 
Education on Earthquakes in Japan for 
During- and Post-COVID-19 Periods

共著 2021/12/1
Elsevier, Progress in 
Disaster Science

Editor-in-Chief
Dr. Rajib Shaw, Ph.D.

open 
access 
total 8 
pages

Regional Competitiveness of a Post ‐
Mining City in Tourism: Ombilin Coal 
Mining Heritage of Sawahlunto, 
Indonesia

共著 2021/12/1

Wiley, Regional 
Science Policy & 
Practice, Volume 13, 
Issue 6 “Special Issue: 
New Landscape of 
Data and Sustainable 
Development in Asia”, 
Pages: pp 1723-1976

Regional Science 
Association International

pp 
1888-
1910
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研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

Analysis of the Impact of Technology 
on Culture in Indigenous Communities: 
Mentawai Islands, Indonesia

共同 2021 年 1 月

Conference: 2nd Southeast 
Asian Academic Forum on 
Sustainable Development 
(SEA-AFSID 2018)

Zulfadrim

IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science Local risk 
managers’and disaster 
volunteers’awareness of, attitudes 
toward, and intention to use a local 
government-developed disaster 
information system: A Case study of 
SIKK Magelang Local risk 
managers’and disaster 
volunteers’awareness of, attitudes 
toward, and intention to use a local 
government- developed disaster 
information system: A Case study of 
SIKK Magelang

共同 2021 年 5 月
IOP Conference Series 2021 
Earth and Environmental 
Science 708（1）

Kartika Puspita Sari

都市縮小時代での伝統的建造物群保存地
区の社会的脆弱性と今後のコミュニティ
防災に関する考察：豊岡市出石伝統的建
造物群保存地区を事例として

共同 2021 年 7 月
立命館大学歴史都市防災研究
所・第 15 回歴史都市防災シン
ポジウム（2021）

大橋弘明

地域コミュニティに内在する防災と文化
遺産保全の隔たり：都市縮小段階をむか
えた京都市を事例に

共同 2021 年 7 月
立命館大学歴史都市防災研究
所・第 15 回歴史都市防災シン
ポジウム（2021）

留野僚也

Providing disaster information to 
inbound tourists Case study for the 
historical city of Kyoto, Japan

共同 2021 年 9 月

International Conference on 
“INVISIBLE 
RECONSTRUCTION. Cross 
disciplinary responses to 
disaster and approaches to 
sustainable resilience”

Kohei Sakai

2016 年熊本地震 における被災者支援組
織の対応ニーズの時系列分析」

共同 2021 年 10 月
日本地域学会第 58 回（2021）
年次大会学術発表論文集

留野僚也

避難所運営・支援ゲーミングの設計 ―
京都市避難所運営マニュアル（2012）に
基づいて―

共同 2021 年 12 月
日本シミュレーション・ゲーミ
ング学会 2021 年秋期全国大会

加減航

その他研究活動

研究業績名 単独・共同の別 発表場所等 研究期間（西暦可）

CPS におけるよるまちづくりとまちの保全 共同

eスタジアム通信vol.2、大阪eスポー
ツ研究会（委員長）、日本不動産学会・
資産評価政策学会秋季全国大会シン
ポジウム 2021（講演）や日本シミュ
レーション＆ゲーミング秋季全国大
会シンポジウム 2021（講演）など

2019 年度〜 2021 年度
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講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

Why Do Simulation and Games Drive 
the Digital Transformation of Cities and 
Regions?

単独 2021 年 7 月

ISAGA2021 52nd Annual 
Conference
Webinar Series, Webinar-24
Saturday, 10-07-2021

Hidehiko Kanegae

Opening adress and Keynote on 
Simukation & Gaming as Virtuality & 
Reality Fusion for ISAGA Summer 
School 2021

単独 2021 年 8 月
ISAGA Summer School 2021, 
23/08/2021

Hidehiko Kanegae

Keynote: “Inheritance of Historical 
Cities: Natural Disasters and City Life 
Span in the Anthropocene”

単独 2021 年 9 月

International Conference on 
“INVISIBLE 
RECONSTRUCTION. Cross 
disciplinary responses to 
disaster and approaches to 
sustainable resilience”，
09012021

Hidehiko Kanegae

大阪府・市が提案する大阪市のスーパー
シティ構想と近未来におけるスーパーシ
ティの都市社会の課題

共同 2021 年 11 月

日本不動産学会・資産評価政策
学会秋季全国大会シンポジウ
ム・座長趣旨解題およびパネル
ディスカッション司会兼パネリ
スト（2021/11/27）

鐘ヶ江秀彦

CPS 社会におけるシミュレーション
（Simulation for Cyber Phisical Systems’ 
Society）

共同 2021 年 12 月

日本シミュレーション＆ゲーミ
ング秋季全国大会シンポジウ
ム・パネルディスカッション座
長兼パネリスト（2021/12/03）

鐘ヶ江秀彦



立命館大学 歴史都市防災研究所　2022 年 3 月

−131−

研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部環境都市工学科 准教授 川崎　佑磨

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

AE source location of debonding 
steel-rod inserted and adhered inside 
rubber

共著 2021 年 4 月
Journal of 
Construction and 
Building Materials 279

Yuma Kawasaki, Kensuke 
Ueda, Kazuyuki Izuno

1-10

アロマ水を分割練混ぜしたモルタル板の
官能評価および印象評価に関する研究

共著 2021 年 7 月
コンクリート工学年次
論文集 43（1）

川崎佑磨、宇野彩葉、新大
軌、兵頭正浩

1031-
1036

振動締固め時間がコンクリートの圧縮破
壊過程および中性化に与える影響

共著 2021 年 7 月
コンクリート工学年次
論文集 43（1）

坂野大世、山田悠二、川崎
佑磨

887-892

AE 法と EN 法を併用した補修後の RC
部材の鉄筋腐食評価に関する研究

共著 2021 年 7 月
コンクリート工学年次
論文集 43（1）

福井愼也、川崎佑磨、福山
智子、金侖美

1223-
1228

STUDY ON RELATIONSHIP 
BETWEEN ELECTROCHEMICAL 
NOISE AND STRAINS ON 
CONCRETE SURFACE DURING 
REBAR CORROSION IN 
REINFORCED

共著 2021 年 7 月
コンクリート工学年次
論文集 43（1）

Ejazulhaq RAHIMI, Yuma 
KAWASAKI, Tomoko 
FUKUYAMA, Yunmi 
KIM

1301-
1306

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

RC 部材の背面側の鉄筋を対象としたリ
ハビリカプセル工法による亜硝酸リチウ
ムの浸透範囲に関する研究

共同 2021 年 3 月
既設コンクリート構造物の予防
保全を目的とした調査・診断・
補修に関する研究委員会

川崎佑磨、康田雄太、北田達
也、江良和徳

振動締固め時間がコンクリートの品質に
与える影響

共同 2021 年 5 月
2021 年度土木学会関西支部年
次学術講演会

坂野大世、山田悠二、川崎佑
磨

Study on Damage Evaluation of 
Laminated Rubber Bearing using AE 
Method

共同 2021 年 9 月
The 17th World Conference on 
EarthquakeEngineering

Y. Kajiki, K. Ueda, K. Izuno, 
Y. Kawasaki

モルタル−模擬粗骨材界面の模擬欠陥体
積が圧縮破壊過程に及ぼす影響

共同 2021 年 9 月
土木学会全国大会第 76 回年次
学術講演会

清水駿太郎、川崎佑磨、山田
悠二

橋梁用積層ゴム支承の AE 法による非破
壊評価と断面観察に関する研究

共同 2021 年 9 月
土木学会全国大会第 76 回年次
学術講演会

加治木悠斗、植田健介、伊津
野和行、川崎佑磨

RI 法によるポーラスコンクリートの空
隙率推定に関する検討

共同 2021 年 9 月
中性子線を用いたコンクリート
の検査・診断に関するシンポジ
ウム

川崎佑磨、岡本享久、白川裕
太、王子哲

電気化学ノイズによる補修したコンク
リート中の鉄筋の腐食 形態把握に関す
る基礎的検討　その 1　時間領域の解析

共同 2021 年 9 月
2021 年度日本建築学会大会学
術講演会

川崎佑磨、金侖美、福山智子
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電気化学ノイズによる補修したコンク
リート中の鉄筋の腐食 形態把握に関す
る基礎的検討　その 2　時間−周波数領 
域の解析

共同 2021 年 9 月
2021 年度日本建築学会大会学
術講演会

福山智子、金侖美、川崎佑磨

AE パラメータに着目した振動締固め時
間を変化させたコンクリート内部の破壊
挙動に関する一考察

共同 2021 年 11 月
第 23 回アコースティック・エ
ミッション総合コンファレンス

坂野大世、山田悠二、川崎佑
磨
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

文学部地域研究学域 准教授 河角　直美

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

近代京都における主要商店街の店舗復原
―《祇園町》を事例とした方法の検討―

共著 2012 年 1 月
歴史地理学会、歴史地
理学 63-4

加藤政洋・河角直美 pp.1-17

近代京都における近郊遊園地の開発と景
観の変遷―八瀬を中心に―

単著 2021 年 3 月
立命館大学人文学会、
立命館文學 672 号

河角直美
pp.248-

260

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

カラー写真と占領期京都研究 共同 2022 年 1 月
立命館大学国際平和ミュージア
ム平和教育研究センター　第
22 回メディア資料研究会

河角直美・衣川太一
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

文学部地域研究学域 教授 神田　孝治

著書

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

現代観光地理学への誘い——観光地を読
み解く視座と実践

共著 2021 年 12 月 ナカニシヤ出版
神田孝治・森本泉・山本理
佳編

総頁 232

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

COVID-19 時代のツーリズム・モビリ
ティーズと場所―2020 年における与論
島の状況に注目した一考察

単著 2021 年 1 月
立命館大学人文科学研
究所紀要（125）

神田孝治 49-76

『鬼滅の刃』が生じさせる新たな聖地 ―
「境界の融解」と「移動」に注目した考
察―

単著 2021 年 3 月 立命館文學（672） 神田孝治 88-109
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部建築都市デザイン学科 助教 北本　英里子

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

没入型 VR 空間における空間知覚の研究
−パーソナルスペースを対象とした囲わ
れ感についての距離の知覚と心理評価

共著 2021 年 6 月 27（66）
北本英里子，山田悟史，神
長伸幸

1104-
1109

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

建築情報学の演習課題に対する授業アン
ケートの報告−デジタルファブリケー
ション技術を用いたステーショナリーの
作成−

共著 2021 年 9 月
日本建築学会，日本建築学会大
会（東海），学術講演梗概集，
情報システム技術

北本英里子

音と形状の変化に対する空間認知に着目
したデザインに関する研究

共著 2021 年 12 月
日本建築学会，第 44 回情報・
システム・利用・技術シンポジ
ウム

北本英里子
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部環境都市工学科 准教授 金　度源

著書

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

Proceedings of UNESCO Chair 
Programme on Cultural Heritage and 
Risk Management, Ritsumeikan 
University, Japan

共著 2021 年 2 月 歴史都市防災研究所
Rohit Jigyasu・サキャラタ・
金度源

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

都駅周辺地域を対象とした社寺の防災拠
点活用に関する評価：広域災害時に不足す
る帰宅困難者への支援の補完を想定して

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集，
15

金度源，清水弘樹，大窪健
之

pp.129-
136

Framework for Utilizing Disaster 
Learning Tools Classified by Real and 
Virtual Aspects of Community Space 
and Social Networks: Application to 
Community-based Disaster Risk 
Reduction and School Disaster 
Education on Earthquakes in Japan for 
During- and Post-COVID-19 Periods’

共著 2021 年 12 月
“Progress in Disaster 
Science” (Elsevier), 
Vol.12

Toyoda. Y., Muranaka, A., 
Kim D. and Kanegae H

街路をまたぐ燃え広がりに対する平入町
家の延焼抑止性能評価と要因分析

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集，
15

遠藤裕大郎，大窪健之，金
度源

pp.89-96

史跡等に所在する復元建造物における火
災対策の現状と課題：未指定文化財を火
災から守り伝えるために

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集，
15

長谷川諒，大窪健之，金度
源

pp.105-
112

震災時の延焼火災に備える水源確保と消
火可能範囲に関する研究：伝統的木密地
域を有する京都市上京区を対象として

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集，
15

松本昂大，大窪健之，金度
源

pp.113-
120

感染症拡大状況下におけるオンライン防
災訓練の有効性に関する評価：豊岡市出
石重伝建地区を対象として

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集，
15

千葉陵平，大窪健之，金度
源

pp.145-
152

歴史都市金沢市での立体駐車場を活用し
た洪水時避難の有効性評価：感染症対策
を考慮した車両による垂直避難の可能性

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集，
15

大窪健之，堀田育美，金度
源

pp.177-
184

2015 年ゴルカ地震後の公的な災害対応
体制と自主的避難所の運営ネパールの歴
史都市パタンにおける地域資源を活かし
た災害対応マネジメントに関する研究

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集，
15

サキャ ラタ，大窪健之，
小川和馬，金度源

pp.233-
240
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Capacity estimation of historical 
temples and shrines around Kiyomizu 
World Cultural Heritage site for 
supporting evacuation lives of visitors 
during disaster

共著 2021 年 8 月

special issue of the 
Quaderni dedicated to 
the XIX International 
Forum WORLD 
HERITAGE and 
DESIGN FOR 
HEALTH

Takeyuki OKUBO, Yurika 
TANIGUCHI, Dowon KIM

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

文化遺産防災マニュアルの改訂に向けた
一考察：都道府県・政令指定都市が発行
した文化財を対象とする災害対策マニュ
アルの運用事例調査を通して

共同 2021 年 7 月 歴史都市防災シンポジウム 金度源，山口奨，大窪健之

世界文化遺産パタン地区での行政と地域
による防災対策の連携に関する研究

共同 2021 年 7 月 歴史都市防災シンポジウム
小川和馬，大窪健之，サキャ 
ラタ，金度源

講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

Community Engagement Models: 
Community involvement on sites to 
make sustainable DRM plan of heritage 
settlement

単独 2021 年 5 月

The 2nd Training Course on 
Disaster Risk Management for 
Cultural Heritage in Southeast 
Asia/ Understanding People, 
Nature, Culture: Heritage 
Management for Building 
Resilience of Living Traditional 
Settlements

Dowon Kim

UNESCO Chair Programme on Cultural 
Heritage and Risk Management, Online 
International Training Course (ITC) on 
Disaster Risk Management of Cultural 
Heritage 2021

共同 2021 年 7 月
ICORP member`s presentation 
- Webinar Series/ Innovation 
and Trainings

Dowon Kim

害と避難経路について／深草学区のオリ
ジナル避難マップ作成を目指して

単独 2021 年 7 月
京都市伏見区深草学区防災勉強
会

金度源

みんなでつなぐ南草津の未来へ／魅力的
なまちづくりを目指した学際的な取り組
み

単独 2021 年 7 月
2021 年度第 2 回アーバンデザ
インセミナー

金度源

草津市議会の災害時対応と防災コミュニ
ケーション能力強化／多様化・巨大化し
ていく災害とその準備について

単独 2021 年 8 月
草津市市議会議員クラブ防災勉
強会

金度源

A Study of Disaster Risk Management 
for Cultural Heritage

単独 2021 年 10 月
KNUCH UNESCO Chair 国際
研修

金度源

景観と防災を両立させる実践と事業化に
向けた取り組み

単独 2021 年 11 月
柳都新潟 古町花街イベント

「知って守ろう！ 花街の防災ま
ちあるき」

金度源

The Need for Disaster Risk 
Management of Cultural Heritage in 
Historic Cities: The Case of Kyoto

単独 2021 年 12 月 NDRI UNESCO chair Webinar Dowon Kim
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京都市伏見区深草総合防災訓練指導 単独 2021 年 12 月 京都市立藤城小学校 金度源

受賞学術賞

授与機関名 受賞名 タイトル 受賞年月（西暦可）

special issue of the 
Quaderni dedicated to 
the XIX International 
Forum WORLD 
HERITAGE and 
DESIGN FOR 
HEALTH

BEST PAPER AWARDS

Capacity estimation of historical temples and 
shrines around Kiyomizu World Cultural 
Heritage site for supporting evacuation lives 
of visitors during disaster

2021 年 8 月
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

総合科学技術研究機構 研究教員（助教） 金　侖美

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

STUDY ON RELATIONSHIP 
BETWEEN ELECTROCHEMICAL 
NOISE AND STRAINS ON 
CONCRETE SURFACE DURING 
REBAR CORROSION IN 
REINFORCED CONCRETE

共著 2021.7
コンクリート工学年次
論文集，Vol.43，No.1

Ejazulhaq RAHIMI, Yuma 
KAWASAKI, Tomoko 
FUKUYAMA, Yunmi 
KIM

pp.1301-
1306

AE 法と EN 法を併用した補修後の RC
部材の鉄筋腐食評価に関する研究 AE 法
と EN 法を併用した補修後の RC 部材の
鉄筋腐食評価に関する研究

共著 2021.7
コンクリート工学年次
論文集，Vol.43，No.1

福井愼也，川崎佑磨，福山
智子，金侖美

pp.1223-
1228

曲げ変形を受ける断面修復コンクリート
の補修範囲が早期劣化に及ぼす影響

共著 2021.7
歴史都市防災論文集，
Vol.15

神代康輔，金侖美，吉富信
太，福山智子

pp.35-38

含水状態や載荷条件がモルタルの圧電効
果に及ぼす影響

共著 2021.7
歴史都市防災論文集，
Vol.15

出口侑弥，金侖美，福山智
子

pp.51-56

炭素繊維を混和したセメントペーストの
圧電特性に関する基礎的検討

共著 2021.7
歴史都市防災論文集，
Vol.15

Ma Jiachen，福山智子，金
侖美

pp.45-50

カーボンナノチューブのセメントペース
ト中への分散状況の定量評価に関する検
討

共著 2021.7
歴史都市防災論文集，
Vol.15

福山智子，金侖美，山田悠
二，田中章夫

pp.63-68

乾燥収縮率および静弾性係数の違いが断
面修復コンクリートにおけるひずみおよ
び応力発生に及ぼす影響

共著 2021.7
歴史都市防災論文集，
Vol.15

平田佳奈実，金侖美，福山
智子

pp.21-26

歴史的構造物の含水分布検知に向けたコ
ンクリート用 電気インピーダンストモ
グラフィ実現に関する基礎的研究

共著 2021.7
歴史都市防災論文集，
Vol.15

金侖美，福山智子 pp.77-82

ひずみゲージによるコンクリートの熱変
形の測定

共著 2021.6
日本建築学会技術報告
集，Vol.27，No.66

金侖美，福山智子，神代康
輔，吉富信太

pp.622-
625

電気化学ノイズ法によるコンクリート中
の鋼材腐食評価について

共著 2021.5
コ ン ク リ ー ト 工 学，
Vol.59，No.5

福山智子，金侖美，川崎佑
磨

pp.422-
427

カーボンナノチューブを混和したセメン
ト系材料の建設材料としての適用可能性

共著 2021.9
セメント・コンクリー
ト，No.895

福山智子，金侖美，山田悠
二，田中章夫

pp.2-7

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

曲げ変形した断面修復コンクリートの早
期劣化に及ぼす補修部の形状の影響

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演
神代康輔，金侖美，吉富信太，
福山智子

乾燥収縮率差による引張応力が断面修復
コンクリートの表面ひび割れおよび界面
剥離に及ぼす影響

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演
平田佳奈実，福山智子，金侖
美
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電気化学ノイズによる補修したコンク
リート中の鉄筋の腐食形態把握に関する
基礎的検討　その 2：時間−周波数領域
の解析

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演 福山智子，金侖美，川崎佑磨

炭素繊維を混入したセメントペーストの
圧電効果による RC 構造物セルフモニタ
リングの可能性に関する検討

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演 馬嘉辰，福山智子，金侖美

含水状態がモルタルの圧電効果に及ぼす
影響

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演 出口侑弥，金侖美，福山智子

電気化学ノイズによる補修したコンク
リート中の鉄筋の腐食形態把握に関する
基礎的検討　その 1：時間領域の解析

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演 川崎佑磨，金侖美，福山智子

建築情報学（CAD・CG）の演習課題に
対する授業アンケートの報告− デジタ
ルファブリケーション技術を用いたステ
イショナリーの作成−

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演
北本英里子，原田真衣，福山
智子，金侖美，山田悟史

断面修復部の界面付近における応力発生
に及ぼす静弾性係数および熱膨張係数の
影響

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演
金侖美，福山智子，神代康輔，
吉富信太

RC 梁の断面修復部の曲げ変形によるひ
び割れ発生を考慮した解析的検討

共著 2021 年 5 月 第 73 回セメント技術大会
神代康輔，吉富信太，金侖美，
福山智子

その他研究活動

研究業績名 単独・共同の別 発表場所等 研究期間（西暦可）

上田記念財団　奨学寄附金
研究課題：コンクリートと補修材の乾燥収縮による
変形が断面修復付近の応力発生に及ぼす影響

研究代表者 2021.4-2022.3

旭硝子財団　奨学寄附金
研究課題：鉄筋コンクリート構造物への電気イン
ピーダンストモグラフィ技術の適用

共同研究者 2021.4-2024.3

大成学術財団　奨学寄附金
研究課題：電気化学ノイズ法による耐候性鋼と亜鉛
めっき鋼のコンクリート用鉄筋としての適用性の確
認

共同研究者 2021.4-2022.3

大林財団　奨学寄附金
研究課題：プレストレストコンクリートの圧電特性
にシースの材種が及ぼす影響

共同研究者 2021.4-2022.3

日本コンクリート工学会　奨学寄附金
研究課題：カーボンナノチューブ混和コンクリート
の施工性と圧電性能の向上

共同研究者 2021.4-2022.3

講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

断面修復コンクリートの早期劣化防止に
関する研究 （講演）

2021 年 5 月
21 日

東海コンクリート診断士会 金侖美



立命館大学 歴史都市防災研究所　2022 年 3 月

−141−

研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部環境都市工学科 教授 小林　泰三

著書

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

2. 福井の地盤−福井平野− 共著 2021 年 8 月 福井地質調査業協会 福井地盤図作成委員会

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

3 次元データを活用した出石城石垣の安
定性評価

共著 2021 年 11 月
測 量，Vol. 71 No.11，
日本測量協会

小林泰三，山元遼太，三段
畑慶，安井伸顕，家村享明，
西村正三

26-29

3 次元測量データを活用した地層構造の
逆解析手法の構築に向けた基礎的研究

共著 2021 年 9 月
土木情報学シンポジウ
ム講演集，土木学会土
木情報学委員会

宮原悟，財津駿平，松浦敦，
小林泰三

333-336

降雨による斜面危険度監視システムの構
築に向けた基礎的研究

共著 2021 年 11 月
Kansai Geo-Symposium 
2021 論文集、地盤工
学会関西支部

窪津俊亮，安田有輝，小林
泰三

城郭石垣の地震時安定性評価手法の構築
に向けた基礎的検討

共著 2021 年 11 月
Kansai Geo-Symposium 
2021 論文集、地盤工
学会関西支部

山元遼太，三反畑慶，安井
伸顕，西村正三，小林泰三

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

出石城城郭石垣の地震時安定性評価 共同 2021 年 7 月 第 56 回地盤工学研究発表会
山元遼太，三反畑慶，西村正
三，安井伸顕，小林泰三

3 次元測量技術を活用した地層構造の逆
解析に関する基礎的研究

共同 2021 年 7 月 第 56 回地盤工学研究発表会
宮原悟，財津駿平，松浦敦，
小林泰三

雨による地下水位と粘着力の変動を考慮
した斜面安定解析の提案

共同 2021 年 7 月 第 56 回地盤工学研究発表会
窪津俊亮，安田有輝，小林泰
三
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

文学部地域研究学域 助教 佐藤　弘隆

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

「祇園祭デジタル・ミュージアム 2020」
の構築・公開について

共著 2021 年 3 月 E-journal GEO 16（1）
◎佐藤弘隆・武内樹治・今
村聡・矢野桂司

87-101

新型コロナウイルス感染症の流行下にお
けるフィールワーク系授業の実践

単著 2021 年 3 月

村上忠喜先生還暦記念 
日本民俗学講習会　世
話人記念誌：村上忠喜
先生 還暦記念 日本民
俗学講習会

近代京都における町文書を用いた町内景
観の復原―京都市東山区「弓矢町文書」
の性格と復原方法の検討―

単著 2021 年 3 月
立命館大学アート・リ
サーチセンターアー
ト・リサーチ（21）

佐藤弘隆 19-30

デジタル・アーカイブの新たな展開 共著 2021 年 5 月
第一法規株式会社月刊
文化財（692）

矢野桂司・佐藤弘隆・杉本
繁治

24-26

その他研究活動

研究業績名 単独・共同の別 発表場所等 研究期間（西暦可）

京都の鉄道 ･ バス 写真データベース 共同 web データベース 2016 年

近代京都映像データベース 共同 web データベース 2018 年

歴史文化都市京都の町文書データベース 単独 web データベース 2018 年

祇園祭デジタル・ミュージアム 2020
−祇園祭の過去・未来・現在−

共同 Web サイト 2020 年 7 月

長江家住宅研究資源データベース 共同 Web データベース 2020 年 7 月
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部環境都市工学科 教授 里深　好文

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

数値標高モデルを用いた小規模渓流の危
険度評価に関する研究

共著 2021 年 1 月
土木学会論文集 B1（水
工学）77（1）

森泰樹・杉山友康・里深好
文・栩野博

24-38

土砂移動時の地盤振動の再現−模型実験
からの考察−

共著 2021 年 1 月 砂防学会誌 73（5）

筒井和男・坂口隆紀・海原
荘一・谷田佑太・木下篤彦・
柴田俊・金澤瑛・中谷洋明・
里深好文・藤本将光

44-48

Numerical simulation method for 
predicting a flood hydrograph due to 
progressive failure of a landslide dam

共著 2021 年 7 月
Springer 
VerlagLandslides 18

（11）

S. Takayama, S. Miyata, M. 
Fujimoto and Y. Satofuka

3655-
3670

山地河川の合流点における河床変動に関
する実験的研究

共著 2021 年 7 月 砂防学会誌 74（2）

岡野和行・木下篤彦・山田
拓・柴田俊・井之本信・上
杉温子・吉安征香・山越隆
雄・里深好文

31-38

山地河川の橋梁閉塞に流木の曲がり幹形
状が及ぼす影響

共著 2021 年 10 月
自然災害科学 40（特
別）

中谷加奈・長谷川祐治・海
堀正博・里深好文

81-92
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

文学部地域研究学域 教授 高橋　学

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

「不適切な土地開発が拡大させた災害−
2019 年台風 15 号・19 号災害を中心に−」

単著 2021 年
環太平洋文明研究 5、
雄山閣

76-94

講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

「迫りくる巨大災害−震災・水害発生の
メカニズムを探る−」

単独 2021 年
中国地方損害保険協会、ピアリ
ティまきび

高橋学

「環境史・開発史・災害史からみた輪中
の時代」

単独 2021 年 大垣市輪中研究会、スイトピア 高橋学
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

政策科学部政策科学科 准教授 豊田　祐輔

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

壮年層に着目した地域防災活動への参加
意図に関する研究（報告）

単著 2021 年 2 月
自然災害科学（日本自
然災害学会）39（4）

豊田祐輔 391-406

Analysis of the Impact of Technology 
on Culture in Indigenous Communities: 
Mentawai Islands, Indonesia

共著 2021 年 3 月

Advances in 
Economics, Business 
and Management 
Research: Proceedings 
of the 2nd Southeast 
Asian Academic 
Forum on Sustainable 
Development (SEA-
AFSID 2018) (Atlantis 
Press) 168

Zulfadrim, Toyoda Y and 
Kanegae H

269-276

コミュニティ防災における防災学習手法
の環境枠組み ―ウィズ・コロナ期なら
びにポスト・コロナ期を見据えて―（研
究ノート）

単著 2021 年 3 月

地域情報研究：立命館
大学地域情報研究所紀
要（立命館大学地域情
報研究所）（10）

豊田祐輔 125-135

Enhancing the Earthquake Coping 
Capacity of School Students using 
Gaming Simulations in Malaysia

共著 2021 年 6 月

Japan Association of 
Gaming And 
SimulationStudies in 
Simulation and 
Gaming （Japan 
Association of Gaming 
And Simulation） 31

（1）

Mohd HA and Toyoda Y 14-26

観光スポットにおける訪日観光客に対す
る地震防災対策の枠組み−多数の訪日観
光客が訪問する清水寺を事例とした基礎
研究−

共著 2021 年 7 月

立命館大学歴史都市防
災研究所歴史都市防災
論文集（立命館大学歴
史都市防災研究所）15

陸歆、豊田祐輔 201-208

都市縮小時代での伝統的建造物群保存地
区の社会的脆弱性と今後のコミュニティ
防災に関する考察−豊岡市出石伝統的建
造物群保存地区を事例として−

共著 2021 年 7 月

立命館大学歴史都市防
災研究所歴史都市防災
論文集（立命館大学歴
史都市防災研究所）15

大橋弘明、留野僚也、豊田
祐輔、酒井宏平、鐘ヶ江秀
彦

137-144

地域コミュニティに内在する防災と文化
遺産保全の隔たり−都市縮小段階をむか
えた京都市を事例に−

共著 2021 年 7 月

立命館大学歴史都市防
災研究所歴史都市防災
論文集（立命館大学歴
史都市防災研究所）15

留野僚也、大橋弘明、豊田
祐輔、酒井宏平、壽崎かす
み、鐘ヶ江秀彦

161-168

Survey Paper: Achievements and 
Perspectives of Community Resilience 
Approaches to Societal Systems

単著 2021 年 10 月
Asia-Pacific Journal of 
Regional Science 

（Springer）5
Toyoda Y 705-756
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Framework for Utilizing Disaster 
Learning Tools Classified by Real and 
Virtual Aspects of Community Space 
and Social Networks: Application to 
Community-based Disaster Risk 
Reduction and School Disaster 
Education on Earthquakes in Japan for 
During- and Post-COVID-19 Periods

共著 2021 年 12 月
Progress in Disaster 
Science （Elsevier）12

Toyoda Y, Muranaka A, 
Kim D and Kanegae H

100210
（1-8）

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

Contribution of Disaster Learning Tools 
to Earthquake Disaster Risk Reduction 
in Japan: Applying a Framework 
Classified by the Real and Virtual of 
Social Network and Community Space

共同 2021 年 6 月
2nd International Symposium 
on Disaster Resilience & 
Sustainable Development

Toyoda Y*, Muranaka A, 
Kim D, Kanegae H

避難所運営・支援ゲーミングの設計―京
都市避難所運営マニュアル（2012）に基
づいて―

共同 2021 年 12 月
日本シミュレーション＆ゲーミ
ング学会全国大会論文報告集
2021 年秋号

留野僚也、加減航 *、鰐部貴之、
鐘ヶ江秀彦、豊田祐輔

その他研究活動

研究業績名 単独・共同の別 発表場所等 研究期間（西暦可）

「オンライン留学」とは？日本のオンライン留学の
現状」&「立命館大学× UCD と共同開発したプロ
グラムの紹介」

単独
立命館大学オンラインプレスセミ
ナー：変化する留学事情とニュー
ノーマルとしての“オンライン留学”

2021 年 1 月

ままならぬ留学 今できること（取材対応） 単独 『京都新聞』夕刊、1 面 2021 年 2 月 13 日

留学、合同授業、著名な研究者招聘　進化するオン
ライン留学（取材対応）

単独
週刊東洋経済臨時増刊　本当に強い
大学 2021

2021 年 6 月

歴史都市ならではの備え（取材対応） 単独 『京都新聞』、夕刊、2 面 2021 年 12 月 15 日

講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

防災意識の向上に向けて〜「実践的防災」
から「お手軽防災」まで〜

単独 2021 年 6 月 滋賀県『Web 防災カフェ』 豊田祐輔

Introduction to the SDGs 単独 2021 年 8 月

Ritsumeikan University “Online 
Program in Ritsumeikan OIC: 
Sustainable Development Goals 
(SDGs) Online Program”

Toyoda Y

歴史都市における観光客の防災 単独 2021 年 12 月 立命館土曜講座 豊田祐輔

Community Response to COVID-19 in 
Japan

単独 2021 年 12 月

4th Collaborative Workshop on 
Housing and Urban 
Development between the 
College of Policy Science of 
Ritsumeikan University and 
the Faculty of Architecture of 
Chulalongkorn University

Toyoda Y
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

情報理工学部情報理工学科 教授 仲谷　善雄

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

Investigation of Information 
Requirements for Smartwatch-Based 
Evacuation Support System

共同 2021 年 7 月
23rd HCI International 
Conference. (HCI International 
2021)

Tomoko Izumi, Fumiya 
Takarai, Takayoshi 
Kitamura and Yoshio 
Nakatani

講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

安全・安心を目指す組織とレジリエンス・
エンジニアリング

単独 2021 年 11 月
建設電気技術協会 技術研究発
表会 基調講演

仲谷善雄
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

文学部地域研究学域 助教 夏目　宗幸

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

代官野村氏の江戸近郊支配 ‐ 武蔵国豊
島郡角筈村渡辺家文書を中心として ‐

共著 2021 年 3 月

京都大学大学院人間・
環境学研究科「地域と
環境」研究会、地域と
環境、16

夏目宗幸，安岡達仁 61-72

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

日本の歴史 GIS プラットフォームの構
築− Japanese Old Maps Online −

共同 2021 年 10 月
第 30 回 地理情報システム学会 
学術研究発表大会

夏目宗幸，今村聡，鎌田遼，
矢野桂司，Benjamin Lewis

武蔵野の新田村落名にみる「前」の意味
に関する考察

共同 2021 年 3 月 日本地理学会発表要旨集 北西諒介，夏目宗幸

その他研究活動

研究業績名 単独・共同の別 発表場所等 研究期間（西暦可）

近代に至る関東農村地域の土地利用成立過程の解明 単独
日本学術振興会 科学研究費助成事
業 研究活動スタート支援

2021 年 8 月−
2023 年 3 月

近世古文書史料を空間情報として可視化する 単独 GIS NEXT75 2021 年 5 月

江戸幕府による農村開発モデルの解明 単独
公益財団法人 日本科学協会 笹川科
学研究助成

2021 年 4 月−
2022 年 3 月

受賞学術賞

授与機関名 受賞名 タイトル 受賞年月（西暦可）

地理情報システム学会
地理情報システム学会賞 （研究奨励
部門）

2021 年 10 月
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

文学部地域研究学域 准教授 花岡　和聖

著書

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

Long-Term Mass Displacements— The 
Main Demographic Consequence of 
Nuclear Disasters?

共著 2021 年

Springer The 
Demography of 
Disasters: Impacts for 
Population and Place

Karacsonyi, D., Hanaoka, 
K. and Skryzhevska, Y.

15-48

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

川とともに暮らす亀岡 2070 共著 2021 年 6 月
ランドスケープデザイ
ン（139）

流域空間デザイン研究会 70-77
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部建築都市デザイン学科 教授 平尾　和洋

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

別府市鉄輪の空き家活用による防災 ･ 減
災の可能性に関する基礎的研究

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集
vol.15（15）

83-88

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

パリの特別 POS における都市組織とコ
ントロール手法の関係性についての考察
− 1996 年承認のムフタール地区規制改
訂を通して−

単独 2021 年 6 月
日本建築学会近畿支部研究報告
集第 61 号計画系 pp.317-320

平尾和洋

既往研究データに基づく漁家主屋の平面
形式類型とその分布・規模

共同 2021 年 6 月
日本建築学会近畿支部研究報告
集第 61 号計画系、pp.169-172

漁村集落における集落空間構成に関する
研究

共同 2021 年 6 月
日本建築学会近畿支部研究報告
集第 61 号計画系、pp.189-192

宇治茶生産集落和束町湯船地区における
集落構成および主屋架構の諸特性分析

共同 2021 年 6 月
日本建築学会近畿支部研究報告
集第 61 号計画系、pp.177-180

出石伝統的建造物群保存地区の町家にお
ける平面構成の分析−オモテの平面構成
と複室化に着目して−

共同 2021 年 6 月
日本建築学会近畿支部研究報告
集第 61 号計画系、pp.173-176

出石伝統的建造物群保存地区の町家にお
ける平面構成の分析−オモテの平面構成
と複室化に着目して−

共同 2021 年 9 月
日本建築学会大会学術講演梗概
集、pp.267-268

既往研究データに基づく漁家主屋の平面
形式類型とその分布・規模

共同 2021 年 9 月
日本建築学会大会学術講演梗概
集、pp.61-62

漁村集落における集落空間構成に関する
研究

共同 2021 年 9 月
日本建築学会大会学術講演梗概
集、pp.39-40

宇治茶生産集落和束町湯船地区における
集落構成および主屋架構の諸特性分析

共同 2021 年 9 月
日本建築学会大会学術講演梗概
集、pp.35-36
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部 特命教授 深川　良一

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

アユタヤのレンガ造仏塔の保全に関する
研究

共著 2021 年 2 月
月刊考古学ジャーナル、
2 月号、No.750

石田・伊藤・深川 32-33

アユタヤ Wat Krasai 仏塔の保全に関す
る一考察

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集、
Vol.15

石田・伊藤・深川 225-232

修正 I-D 法による斜面崩壊予測の精度向
上に向けた一連の降雨イベントの設定に
関する検討

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集、
Vol.15

檀上・酒匂・藤本・石澤・
伊藤・深川

57-62

Inhibitory effect of ground improvement 
on the subsidence of the leaning pagoda

共著 2021 年 11 月
Proc. of the 11th Int. 
Conf. on GEOMATE

Ishida, Ito and Fukagawa 6 頁

Usage limit of lunar soil simulant 共著 2021 年 11 月
Proc. of the 11th Int. 
Conf. on GEOMATE

Endo, Fukagawa and 
Kobayashi

6 頁

スクリューオーガ掘削に及ぼすオーガ形
状の影響に関する基礎的研究

共著 2021 年 11 月
関西ジオシンポジウム
2021 論文集，5-3

遠藤・深川・小林 6 頁

テンシオメータの計測結果を加味した雨
量指標による計測斜面での斜面崩壊予測
精度向上に関する検討

共著 2021 年 3 月
土木学会論文集 C（地
圏工学）、Vol.77, No.1

檀上・酒匂・藤本・石澤・
伊藤・深川

87-102

Proposal of a method for determining 
the usage limit of lunar regorith 
simulant

共著 掲載決定
Int. Journal of 
GEOMATE

Endo, Fukagawa and 
Kobayashi

8 頁

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

レゴリスシミュラントを用いた実験の再
現性に関する研究

共同 2021 年 7 月 地盤工学会研究発表会 遠藤慧人

テンシオメータの計測結果を加味した新
たな雨量指標の提案

共同 2021 年 7 月 地盤工学会研究発表会 檀上徹

修正 I・D 法による斜面崩壊予測精度向
上に関する検討

共同 2021 年 9 月
土木学会全国大会年次学術講演
会

檀上徹

レゴリスシミュラントの性状変化に及ぼ
す使用履歴の影響

共同 2021 年 11 月 テラメカニックス研究会 遠藤慧人

講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

土砂災害に備える 単独 2021 年 6 月 おうみ発 630 出演（NHK 大津） 深川良一
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土砂災害 単独 2021 年 9 月
令和 3 年度滋賀県自主防災組織
リーダー・防災士養講座（聖泉
大学）

深川良一

土砂災害 単独 2021 年 11 月
令和 3 年度滋賀県自主防災組織
リーダー・防災士養講座（滋賀
県庁）

深川良一

激化する土砂災害に備える 単独 2021 年 11 月 あいこうか生涯カレッジ 深川良一

和歌山県那智勝浦町における土石流災害
およびその復興状況

単独 2022 年 1 月
立命館大学防災フロンティア研
究センター防災情報シンポジウ
ム

深川良一
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部電気電子工学科 准教授 福水　洋平

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

オフロード環境下における無人運搬ト
ラックのための自動操舵制御

共著 2021 年 10 月
自動車技術会論文集
52 巻 5 号

植月悠記，渥美友喜，倉鋪
圭太，菅原宏，大場優人，
前田元気，福水洋平，深尾
隆則

1155-
1160
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部建築都市デザイン学科 准教授 福山　智子

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

軍艦島の鉄とコンクリート 単著 2022.2 土木学会誌 福山智子 掲載決定

カーボンナノチューブを混和したセメン
ト系材料の建設材料としての適用可能性

共著 2021.9
セメント・コンクリー
ト，No.895

福山智子，金侖美，山田悠
二，田中章夫

pp.2-7

セメント系材料中の鉄筋の腐食検出にお
ける電気化学ノイズ法適用に関する研究
事例

単著 2021.8
コ ン ク リ ー ト 工 学，
Vol.59，No.5

福山智子
pp.685-

693

STUDY ON RELATIONSHIP 
BETWEEN ELECTROCHEMICAL 
NOISE AND STRAINS ON 
CONCRETE SURFACE DURING 
REBAR CORROSION IN 
REINFORCED CONCRETE

共著 2021.7
コンクリート工学年次
論文集，Vol.43，No.1

Ejazulhaq RAHIMI, Yuma 
KAWASAKI, Tomoko 
FUKUYAMA, Yunmi 
KIM

pp.1301-
1306

AE 法と EN 法を併用した補修後の RC
部材の鉄筋腐食評価に関する研究 AE 法
と EN 法を併用した補修後の RC 部材の
鉄筋腐食評価に関する研究

共著 2021.7
コンクリート工学年次
論文集，Vol.43，No.1

福井愼也，川崎佑磨，福山
智子，金侖美

pp.1223-
1228

曲げ変形を受ける断面修復コンクリート
の補修範囲が早期劣化に及ぼす影響

共著 2021.7
歴史都市防災論文集，
Vol.15

神代康輔，金侖美，吉富信
太，福山智子

pp.35-38

含水状態や載荷条件がモルタルの圧電効
果に及ぼす影響

共著 2021.7
歴史都市防災論文集，
Vol.15

出口侑弥，金侖美，福山智
子

pp.51-56

炭素繊維を混和したセメントペーストの
圧電特性に関する基礎的検討

共著 2021.7
歴史都市防災論文集，
Vol.15

Ma Jiachen，福山智子，金
侖美

pp.45-50

カーボンナノチューブのセメントペース
ト中への分散状況の定量評価に関する検
討

共著 2021.7
歴史都市防災論文集，
Vol.15

福山智子，金侖美，山田悠
二，田中章夫

pp.63-68

乾燥収縮率および静弾性係数の違いが断
面修復コンクリートにおけるひずみおよ
び応力発生に及ぼす影響

共著 2021.7
歴史都市防災論文集，
Vol.15

平田佳奈実，金侖美，福山
智子

pp.21-26

歴史的構造物の含水分布検知に向けたコ
ンクリート用 電気インピーダンストモ
グラフィ実現に関する基礎的研究

共著 2021.7
歴史都市防災論文集，
Vol.15

金侖美，福山智子 pp.77-82

ひずみゲージによるコンクリートの熱変
形の測定

共著 2021.6
日本建築学会技術報告
集，Vol.27，No.66

金侖美，福山智子，神代康
輔，吉富信太

pp.622-
625

電気化学ノイズ法によるコンクリート中
の鋼材腐食評価について

共著 2021.5
コ ン ク リ ー ト 工 学，
Vol.59，No.5

福山智子，金侖美，川崎佑
磨

pp.422-
427

Behavior of high-nickel type weathering 
steel bars in simulated pore solution 
and mortar under chloride-containing 
environment

共著 2021.5
Journal of Advanced 
Concrete Technology 
19（5）

Emel Ken D. Benito, 
Atsushi Ueno, Tomoko 
Fukuyama

pp.370-
381
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研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

曲げ変形した断面修復コンクリートの早
期劣化に及ぼす補修部の形状の影響

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演
神代康輔，金侖美，吉富信太，
福山智子

乾燥収縮率差による引張応力が断面修復
コンクリートの表面ひび割れおよび界面
剥離に及ぼす影響

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演
平田佳奈実，福山智子，金侖
美

電気化学ノイズによる補修したコンク
リート中の鉄筋の腐食形態把握に関する
基礎的検討　その 2：時間−周波数領域
の解析

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演 福山智子，金侖美，川崎佑磨

炭素繊維を混入したセメントペーストの
圧電効果による RC 構造物セルフモニタ
リングの可能性に関する検討

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演 馬嘉辰，福山智子，金侖美

含水状態がモルタルの圧電効果に及ぼす
影響

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演 出口侑弥，金侖美，福山智子

電気化学ノイズによる補修したコンク
リート中の鉄筋の腐食形態把握に関する
基礎的検討　その 1：時間領域の解析

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演 川崎佑磨，金侖美，福山智子

建築情報学（CAD・CG）の演習課題に
対する授業アンケートの報告
− デジタルファブリケーション技術を
用いたステイショナリーの作成−

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演
北本英里子，原田真衣，福山
智子，金侖美，山田悟史

断面修復部の界面付近における応力発生
に及ぼす静弾性係数および熱膨張係数の
影響

共著 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演
金侖美，福山智子，神代康輔，
吉富信太

RC 梁の断面修復部の曲げ変形によるひ
び割れ発生を考慮した解析的検討

共著 2021 年 5 月 第 73 回セメント技術大会
神代康輔，吉富信太，金侖美，
福山智子

その他研究活動

研究業績名 単独・共同の別 発表場所等 研究期間（西暦可）

上田記念財団　奨学寄附金
研究課題：コンクリートと補修材の乾燥収縮による
変形が断面修復付近の応力発生に及ぼす影響

共同研究者 2021.4-2022.3

大成学術財団　奨学寄附金
研究課題：電気化学ノイズ法による耐候性鋼と亜鉛
めっき鋼のコンクリート用鉄筋としての適用性の確
認

研究代表者 2021.4-2022.3

大林財団　奨学寄附金
研究課題：プレストレストコンクリートの圧電特性
にシースの材種が及ぼす影響

研究代表者 2021.4-2022.3

日本コンクリート工学会　奨学寄附金
研究課題：カーボンナノチューブ混和コンクリート
の施工性と圧電性能の向上

研究代表者 2021.4-2022.3

旭硝子財団　奨学寄附金 研究代表者 2021.4-2024.3
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講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

RC 構造物の電気化学的挙動に基づく劣
化診断に関する基礎研究

単独
2021 年 5 月

21 日
東海コンクリート診断士会 福山智子
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部建築都市デザイン学科 助教 藤井　健史

著書

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

空間五感
分担
執筆

2021 年 3 月 井上書院

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

姫路城の周辺街路における天守・石垣・
櫓の見え方の定量的分析：歴史的景観保
全と復興事前準備に向けた基礎的研究

共著 2021 年 7 月 歴史都市防災論文集 15 藤井健史・大下玲音 97-104

緑化条例等に基づく敷地個別の緑化が街
路緑視率の期待値へ与える影響

共著 2021 年 9 月
日本建築学会日本建築
学会大会学術講演梗概
集

藤井健史・隅谷悠貴 455-456

駅前ペデストリアンデッキの形態的特性お
よび接続性に関する研究　―近畿圏の全
鉄道駅を対象とした調査分析と類型化―

共著 2021 年 12 月
日本建築学会第 44 回
情報・システム・利用・技
術シンポジウム論文集

藤井健史・原田陽介
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部環境都市工学科 准教授 藤本　将光

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

Amplification of flood discharge caused 
by the cascading failure of landslide 
dams

共著 2021 年 6 月
International Journal 
of Sediment Research

Shoki Takayama, 
Masamitsu Fujimoto, 
Yoshifumi Satofuka

Numerical simulation method for 
predicting a flood hydrograph due to 
progressive failure of a landslide dam 
LANDSLIDES

共著 2021 年 7 月
S. Takayama, S. Miyata, M. 
Fujimoto, Y. Satofuka

兵庫県豊岡市出石地区における流木を伴
う洪水氾濫検討

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集、
15

井上雄登・山田脩策・藤本
将光・里深好文

69-76

修正 I-D 法による斜面崩壊予測の精度向
上に向けた一連の降雨イベントの設定に
関する検討

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集、
15

檀上徹・酒匂一成・藤本将
光・石澤友浩・伊藤真一・
深川良一

57-62

現地モニタリングに基づく土壌雨量指数
の妥当性の検討

共著 2021 年 11 月
Kansai Geo-Symposium 
2021 論文集

林祐妃・藤本将光・宮崎祐
輔・小山倫史・中井卓巳・
藤原康正・岸田潔

3-6

網状鉄筋挿入工における杭設置条件が補
強効果に及ぼす影響

共著 2021 年 11 月
Kansai Geo-Symposium 
2021 論文集

藤本将光・原田紹臣・高瀬
蔵・里深好文・小西成治・
疋田信晴・吉永憲次

5-8

IMPACT OF UNDERGROUND 
DISPLACEMENT BEHAVIOR ON 
SLOPE FAILURE INITIATION DUE 
TO RAINFALL BASE ON 
EXPERIMENTAL STUDY

共著 2021 年 11 月

The 11th 
International 
Conference on 
Geotechnique, 
Construction 
Materials and 
Environment, 
GEOMATE 2021

Qin Xin, Masamitsu 
Fujimoto, Yoshifumi 
Satofuka

Bedrock Groundwater Catchment Area 
Unveils Rainfall-Runoff Processes in 
Headwater Basins

共著 2021 年 9 月
Water Resources 
Research, 57, 9

N. Masaoka, K. Kosugi, M. 
Fujimoto

https://
doi.org/
10.1029/
2021WR
029888

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

山地斜面における不均質な土壌透水性分
布が排水能力に及ぼす影響

共同 2021 年 3 月 第 132 回日本森林学会大会
柳井鴻太郎・正岡直也・小杉
賢一朗・藤本将光

現地観測に基づいた堆積岩山地と花崗岩
山地の降雨流出特性の比較

共同 2021 年 3 月 第 132 回日本森林学会大会
稲岡諄・小杉賢一朗・正岡直
也・糸数哲・中村公人・藤本
将光
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山地斜面における不均質な土壌透水性分
布が排水能力に及ぼす影響

共同 2021 年 5 月 R3 年度砂防学会研究発表会
柳井鴻太郎・正岡直也・小杉
賢一朗・藤本将光

改良型 HYCY モデルを用いた山地源流
域の降雨流出特性に関する考察

共同 2021 年 5 月 R3 年度砂防学会研究発表会
稲岡諄・小杉賢一朗・正岡直
也・糸数哲・中村公人・藤本
将光

降雨時の斜面崩壊における地下水及び変
形挙動に関する実験的検討

共同 2021 年 5 月 R3 年度砂防学会研究発表会 覃馨・藤本将光・里深好文

講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

豪雨災害を知る 単独 2021 年 9 月
京都大学第 21 回市民講座−防
災リスクを考える−豪雨災害に
備える

藤本将光

知的財産権

名称
出願人
区分

発明人
区分

出願番号 公開番号 登録（特許）番号 国

透水試験装置および透水試験方法
本学

共同者
2013-193946 日本

土壌水量を用いた斜面崩壊危険度の簡
易判定手法

本学
共同者

2015-102216 日本
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部建築都市デザイン学科 教授 宗本　晋作

著書

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及び巻・
号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

SMA S Steel Frame Structure 単著 2021 年 8 月
アキグラム
（韓国）

ISBN 
9791195788026

宗本晋作

SMA W Wood Structure 単著 2021 年 8 月
アキグラム
（韓国）

ISBN 
9791195788040

宗本晋作

SMA RC Reinforced Concrete 単著 2021 年 8 月
アキグラム
（韓国）

ISBN 
9791195788033

宗本晋作

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

木造密集市街地における避難シミュレー
ションを用いた路地の安全性評価法に関
する研究

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集
vol.15

角井孝行，宗本晋作
pp.185-

192

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

PIECE HOSTEL SANJO EAST 単独 2021 年 11 月

2020 BUGAIK International 
Architecture Exhibition, 
Architectural Institute of 
Korea

宗本晋作

受賞学術賞

授与機関名 受賞名 タイトル 受賞年月（西暦可）

日本建築家協会 日本建築家協会優秀建築選 2021 杉の子プレイグラウンド 2021 年 11 月



立命館大学 歴史都市防災研究所　2022 年 3 月

−161−

研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

文学部地域研究学域 准教授 村中　亮夫

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

安全安心マップ作成を通じた防災力向上
と課題―第 14 回みんなでつくる地域の
安全安心マップコンテスト」の事業報告―

共著 2021 年 3 月
京都歴史災害研究（22
号）

酒 井 宏 平， 大 橋 弘 明，
Shakya Lata，村中亮夫

49-56

Framework for Utilizing Disaster 
Learning Tools Classified by Real and 
Virtual Aspects of Community Space 
and Social Networks: Application to 
Community-based Disaster Risk 
Reduction and School Disaster 
Education on Earthquakes in Japan for 
During- and Post-COVID-19 Periods

共著 2021 年 12 月
Progress in Disaster 
Science（12 巻）

Yusuke Toyoda, Akio 
Muranaka, Dowon Kim, 
Hidehiko Kanegae

8 pages 
(Open 
Access 
Journal)

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
流行下におけるハイブリッド型による
GIS 実習の実践と課題―熊本大学・北海
学園大学・立命館大学の事例―

共著 2021 年 12 月
GIS- 理 論 と 応 用（29
巻 2 号）

米島万有子，谷端郷，村中
亮夫

161-168
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研究業績書

対象期間 2021 年 4 月 1 日〜 2022 年 3 月 21 日

所属 職名 氏名

理工学部建築都市デザイン学科 教授 持田　泰秀

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

STUDY ON DEVELOPMENT OF 
SOIL IMPROVEMENT PILE 
METHOD USING RECYCLED SOIL

共著 2021 年 4 月
International Journal 
of GEOMATE 20（82）

Yasuhide Mochida 
Ogunbiyi Joshua Olabamiji 
Kouhei Kasahara

28-33

PCa 工法の BIM 活用と生産性に関する研
究−現状の活用の事例を通しての考察−

共著 2021 年 8 月
第 36 回建築生産シン
ポジウム

持田泰秀　坂田博史

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

パ ラ フ ィ ン 系 潜 熱 蓄 熱 材（Phase 
Change Material） を混入したモルタル
に関する研究　−細骨材置換率と一軸圧
縮強度の関係−

共同 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演梗概集 持田泰秀 和田健吾

PCa 工法と在来工法の材齢 2 年間にお
けるコンクリート表層性能の変化に関す
る研究　その 1：表層性能試験結果と材
齢の関係

共同 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演梗概集
三品雄資 猪股史也 持田泰秀 
坂田博史

PCa 工法と在来工法の材齢 2 年間にお
けるコンクリート表層性能の変化に関す
る研究　その 2：水セメント比及び含水
率の影響と表層品質評価

共同 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演梗概集
猪股史也 三品雄資 持田泰秀 
坂田博史

従来型と新型の Torrent 法透気試験機
でのコンクリート表層性能評価に関する
研究−プレキャスト工法と在来工法のコ
ンクリートにおいて−

共同 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演梗概集 持田泰秀 胡邵博

杭の施工品質確認のためのデータ送信に
関する実験的研究−水を減衰媒体とする
無線通信性状−

共同 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演梗概集
持田泰秀 眞庭颯大 足立壮之 
佐藤朗

STUDY ON SURFACE 
PREFORMANCE OF CONCRETE 
CONSTRUCTED　BY PRECAST 
METHOD AND ON ‐ SITE METHOD

共同 2021 年 11 月

The 7th International 
Conference on Structure, 
Engineering & Environment 
(SEE2021), Thailand, 10-12 
November 2021

Yasuhide Mochida, 
Hiroshi Sakata, Hu Shaobo

知的財産権

名称
出願人
区分

発明人
区分

出願番号 公開番号 登録（特許）番号 国

水硬性固化材液、水硬性固化材液の調
整方法、及び、置換柱体の築造方法

本学以外 その他
特開

2021-095320
特開

2021-095320
日本
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

文学部地域研究学域 教授 矢野　桂司

著書

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

GIS：地理情報システム（やさしく知り
たい先端科学シリーズ 8）

単著 2021 年 8 月

経済・交通事象を対象とする主題図 単著 2021 年 11 月
日本地図学会監修『地
図の事典』

矢野桂司 118-119

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

2010 年代末における京都市の宿泊施設
GIS データベースの構築とその活用

単著 2021 年 3 月 立命館文學 672 矢野桂司 111-129

「祇園祭デジタル・ミュージアム 2020」
の構築・公開について

共著 2021 年 3 月 E-journal GEO 16（1）
佐藤弘隆・武内樹治・今村
聡・矢野桂司

87-101

Construction of GIS Database of 
Alexandria Based on the Old Maps

共著 2021 年 3 月 アート・リサーチ 21
Mohamed SOLIMAN, 
Tomoyuki USAMI, Satoshi 
IMAMURA and Keiji YANO

33-44

「平安京跡データベース」の利活用に向
けた課題とその検証

共著 2021 年 3 月 アート・リサーチ 21
武内樹治・今村聡・矢野桂
司

71-81

防災と GIS をつなげる 共著 2021 年 5 月 岩波書店科学 91（5） 松多信尚・矢野桂司 449-453

デジタル・アーカイブの新たな展開：「祇
園祭デジタル・ミュージアム 2020」の
事例

共著 2021 年 5 月
第一法規文化財 2021

（5）
矢野桂司・佐藤弘隆 24-26

2005 年以降の日本学術会議における地
理教育と地図 /GIS 教育の展開

単著 2021 年 5 月 エストレーラ 326 矢野桂司 15-19

数理・計量地理学の過去、現在、未来：
計量革命、GIS 革命、空間ビッグデータ
革命

単著 2021 年 9 月 日本建築学会建築討論 矢野桂司 Web

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

2030 年エジプト・アレクサンドリアの
潜在的な文化遺産を維持するための地理
学アプローチ：観光産業のためのラテン
近隣の視覚化

共同 2021 年 3 月
2021 年日本地理学会春季学術
大会

モハメド ソリマン *，宇佐美
智之，今村聡，矢野桂司（立
命館大学），Abbas Mohamed 
ABBAS (NRIAG), Tharwat 
ABDEL FATTAH 
(Alexandria University), 
Hossam El-SAYED (NIOF), 
Amr EL-SHAFIE (ECSARS)
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（提言）『「地理総合」で変わる新しい地
理教育の充実に向けて―持続可能な社会
づくりに貢献する地理的資質能力の育成
―』の概要

単独 2021 年 3 月
2021 年日本地理学会春季学術
大会　シンポジウム S4：新し
い地理教育のスタートに向けて

矢野桂司

立命館大学アート・リサーチセンター
（ARC）の研究実践紹介

共同 2021 年 5 月
第二回 立命館大学−清華大学 
国際学術シンポジウム「日中文
化交流と人文学の新たな座標」

金子貴昭・赤間亮・矢野桂司

祇園祭への立命館大学アート・リサーチ
センターの取り組み

単独 2021 年 6 月
祇園祭鷹山の復興〜 2022 年の
山鉾巡行に向かって〜

矢野桂司

Constructing the Integrated Portal 
Site　of Japanese Old Maps

共同 2021 年 8 月
the 34th International 
Geography Congress

Keiji Yano, Satoshi Imamura 
and Ryo Kamata

URBAN CHANGE SURVEY OF 
MEDIEVAL ALEXANDRIA 
(EVOLUTION DESTINATIONS AND 
SHRINKAGE FACTORS VIA 
REMOTE SENSING AND GIS)

共同 2021 年 8 月
the 34th International 
Geographical Congress

Mohamed SOLIMAN, 
Tomoyuki USAMI, Satoshi 
IMAMURA, Keiji YANO

The Gion Festival Digital Museum 2020 
& 2021: The Past, Present, and Future 
of the Gion Festival (in 2020)　Enjoy 
the Gion Festival Virtually (in 2021)

単独 2021 年 9 月

Strengthening the Resilience of 
African Memory Institutions 
in the face of COVID-19 and 
beyond

Keiji Yano

新しい地理教育に対して大学がすべきこ
とは何か？

単独 2021 年 9 月
シンポジウム S2 公開 「新たな
高等学校地理教育体系における
高大接続を考える」

矢野桂司

Motivation and Accurateness of 
Mapping Premodern Alexandria: GIS 
Criticism on Gaston Jondet’s Atlas

共同 2021 年 9 月
日本地理学会 2021 年秋季学術
大会

Mohamed SOLIMAN and 
Keiji YANO

Examining geographical generalisation 
of machine learning models in urban 
analytics through street frontage 
classification and house price regression

共同 2021 年 9 月 GIScience 2021
Stephen Law, Peter 
Jeszenszky and Keiji Yano

日本の歴史 GIS プラットフォームの構
築− Japanese Old Maps Online −

共同 2021 年 10 月
第 30 回地理情報システム学会
学術研究発表大会

夏目宗幸・今村聡・鎌田遼・
矢野桂司・BenjaminLewis

京都地籍図データベースを用いた明治末
期地価分布のホットスポット分析

共同 2021 年 10 月
第 30 回地理情報システム学会
学術研究発表大会

青木和人・矢野桂司

Sustainable Alternative Future for Kom 
Al-Nadura Cultural Heritage site, 
Alexandria, NSDS Egypt Vision 2030

共同 2021 年 10 月
第 30 回地理情報システム学会
学術研究発表大会

Mohamed Soliman・
Tomoyuki Usami・
SatoshiImamura・Keiji 
Yano・Hrishikesh Ballal・
Raghda El-Nezory・
RashaAbdelrasoul・Doaa Ali 
and Asmaa Elkafrawy

平安京跡データベースを用いた遺跡マネ
ジメントの分析と検証

共同 2021 年 10 月
第 30 回地理情報システム学会
学術研究発表大会

武内樹治・矢野桂司

Virtual Kyoto Project 単独 2021 年 11 月
One day Workshop on 
Digitization of Historical Cities 
in Egypt and Japan

Keiji Yano

Virtual Kyoto Project: Discovering 
Integrated Knowledge in Digital 
Humanities

単独 2021 年 12 月 ANGIS Tokyo 2021 Keiji Yano

歴史都市時空間散歩：デジタル人文学の
視点から

単独 2021 年 12 月
2021 年度 文学部校友会　新清
心館・啓明館完成記念企画

矢野桂司
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Construction of an Old-Map Framework 
for Promoting Historical GIS Research 
and Education

共同 2021 年 12 月
the 30th International 
Cartographic Conference

Keiji Yano, Satoshi Imamura, 
Ryo Kamata, Muneyuki 
Natsume, Benjamin Lewis

Synthesis of Geospatial
Database and Interdisciplinary
to Achieve NSDS for Downtown
Alexandria, Egypt Vision 2030

共同 2021 年 12 月
the 30th International
Cartographic Conference

Mohamed Soliman, 
Tomoyuki Usami, Satoshi 
Imamura, Keiji Yano, 
Hrishikesh Ballal, Abbas 
Mohamed Abbas, Tharwat 
Abdel Fattah, Sameh 
El-Kafrawy, Hossam El-
Sayed, Amr El-Shafie

The Heian-Kyo Site’S Database and 
Platform: Their Construction and 
Utilization

共同 2021 年 12 月
the 30th International 
Cartographic Conference

Mikiharu Takeuchi, Keiji 
Yano

講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

『地理総合』における「GIS」活用につ
いて

単独 2021 年 12 月
京都府総合教育センター 令和
3 年研修講座

矢野桂司

デジタル資料からたどる昔と今のまちな
み

単独 2022 年 2 月
令和 3 年度景観・まちづくり大
学

矢野桂司
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

文学部日本史研究学域 教授 山崎　有恒

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

明治期のコレラ流行と漢方医学 単独 2021 年 7 月 第 42 回立命館史学会大会 山崎有恒

講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

歴史学から防災を学ぶ〜近代河川行政及
び防火行政への影響〜

単独 2021 年 11 月 立命館びわこ講座 山崎有恒
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研究業績書

対象期間 2021 年 4 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部建築都市デザイン学科 講師 山田　悟史

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

没入型 VR 空間における空間知覚の研究　
−パーソナルスペースを対象とした囲わ
れ感についての距離の知覚と心理評価−

共著 2021 年 6 月
日本建築学会日本建築
学 会 技 術 報 告 集 27

（66）

北本英里子，山田悟史，神
長伸幸

1104-
1109

AED の施設単位及び都市空間における
運用状況の把握と課題 −施設管理者に
対する意識調査と対象地の被圏域人口分
析を用いて−

共著 2021 年 7 月
日本建築学会日本建築
学会計画系論文集 86

（785）

江川香奈，荒木望，山田悟
史

1882-
1891

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

宮大工の技術的暗黙知の多角的保存と可
視化− Human Computer Interaction 技
術を用いた伝統技術の継承

共同 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集 vol.15（報
告），pp.247-252, 2021.7，歴史
都市防災研究所

小島尚之，山田悟史

VR 空間で提示する視覚刺激の時間速度
が体感時間に与える影響の検証

共同 2021 年 7 月
日本バーチャルリアリティ学会
大会論文集 vol.26, 2021.9，日本
バーチャルリアリティ学会

小池田樹，神長伸幸，山田悟
史

宮大工の技術的暗黙知の多角的保存と可
視 化 -Human Computer Interaction 技
術を用いた伝統技術の継承−

共同 2021 年 9 月

日本建築学会大会（東海）学術
講演梗概集（建築社会システ
ム），pp.145-146, 2021.9，日本
建築学会

小島尚之，山田悟史

情報技術を用いた遠隔地に住む家族間の
状態共有に関する研究

共同 2021 年 9 月
日本建築学会大会（東海）学術
講 演 梗 概 集（ セ ン シ ン グ ），
pp.79-80, 2021.9，日本建築学会

原田真衣，谷口千明，山田悟
史

Uncontact Communication House- 別 々
に暮らす家族のための状態共有建築

共同 2021 年 9 月
日本建築学会大会（東海）建築
デザイン発表梗概集，pp.188-
189, 2021.9，日本建築学会

原田真衣，山田悟史

VR 空間における人の体感時間−異なる
時間速度の VR 映像による視覚刺激を用
いて−

共同 2021 年 9 月

日本建築学会大会（東海）学術
講演梗概集（情報システム技
術），pp.203-204, 2021.9，日本
建築学会

小池田樹，山田悟史

建築情報学の演習課題に対する授業アン
ケートの報告−デジタルファブリケー
ション技術を用いたステーショナリーの
作成−

共同 2021 年 9 月

日本建築学会大会（東海），学
術講演梗概集（情報システム技
術），pp.117-119, 2021.9．日本
建築学会

北本英里子，原田真衣，福山
智子，金侖美，山田悟史

大工仕事における経験者と初心者の多角
的比較− Human Computer Interaction
技術を用いた伝統技術の継承−

共同 2021 年 12 月

第 44 回情報・システム・利用・
技術シンポジウム論文集：報告
pp.359-362, 2021.12，日本建築
学会

小島尚之，高崎将太朗，山田
悟史
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Deep Learning を用いたデザイン生成
AI に対する意識調査と認知拡張の検証

共同 2021 年 12 月

第 44 回情報・システム・利用・
技術シンポジウム論文集：報告
pp.467-470, 2021.12，日本建築
学会

原田真衣，山田悟史

深層学習を用いた異常検知による転倒把
握に関する研究− OpenPose による特徴
量抽出と分類−

共同 2021 年 12 月

第 44 回情報・システム・利用・
技術シンポジウム論文集：報告
pp.435-438, 2021.12，日本建築
学会

柴田拓海，山田悟史

3 種の深層学習を用いた建築デザインの
参照関係の可視化と近似性の解釈

共同 2021 年 12 月

第 44 回情報・システム・利用・
技術シンポジウム論文集：報告
pp. 439-442, 2021.12，日本建築
学会

越智広樹，谷川奈央，山田悟
史

音と形状の変化に対する空間認知に着目
したデザインに関する研究

共同 2021 年 12 月

第 44 回情報・システム・利用・
技術シンポジウム論文集，イン
タラクティブ発表，607-607，
2021 年 12 月，京都

北本英里子，山田悟史

講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

社会人教育と大学教育で加速する建築情
報の学び

共同 2021 年 Archi Future 2021　S-6 山田悟史

AI と人の共創：人・建築都市デザイン
の拡張を目指して

単独 2021 年
空気衛生調和学会 空気調和・
衛生工学会建物の管理・運用に
おける AI 活用小委員会

山田悟史

データサイエンスとデザイン 共同 2021 年 建築情報学会 Session Vol.6 山田悟史
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

文学部地域研究学域 准教授 山本　理佳

著書

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

4 章　ヘリテージ―イデオロギーとオー
センティシティをめぐる現代的諸相

単著
（編著）

2021 年 12 月 ナカニシヤ出版

神田孝治・森本泉・山本理
佳（編著）『現代観光地理
学への誘い―観光地を読み
解く視座と実践―』

40-47

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

フィールドワーク的観光の可能性―親密
性をめぐる一試論

単著 2022 年 1 月
立命館大学人文科学研
究所紀要

131 135-153

講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

ツーリズムが求める産業遺産の歴史性と
デジタルテクノロジー

単独 2022 年 1 月
立命館土曜講座（ツーリズム・
文化資源・デジタルテクノロ
ジー）

山本理佳
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

理工学部建築都市デザイン学科 教授 吉富　信太

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

木造住宅の設計情報及び微動計測を用い
た非構造要素を考慮した初期層剛性の推
定モデルの構築

共著 2022 年 1 月
日本建築学会構造系論
文集 87（791）

羽原琢朗 pp.42-48

制振建物に設置する座屈拘束ブレースの性
能と配置箇所の合理的決定法に関する研究

共著 2021 年 7 月
日本建築学会構造系論
文集 86（785）

原田大輔
pp.1046-

1055

伝統木造建物における柱脚の滑りを考慮
した解析モデルの検討

共著 2021 年 7 月 歴史都市防災論文集 15 中本蒼馬
pp.241-

246

曲げ変形を受ける断面修復コンクリート
の補修範囲が早期劣化に及ぼす影響

共著 2021 年 7 月 歴史都市防災論文集 15 神代康輔 pp.35-38

ひずみゲージによるコンクリートの熱変
形の測定

共著 2021 年 6 月
日本建築学会技術報告
集，27 巻，66 号

金侖美
pp.622-

625

旧加悦町役場庁舎の耐震改修に関する調
査研究報告：令和の大修理

共著 2021 年 3 月
京都歴史災害研究，第
22 巻

鈴木祥之 pp.1-27

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

曲線部材で構成された木造ユニット耐力
壁の性能指定設計手法の提案

共同 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演会 北地水砂騎

高層建物の曲げ変形および地盤変形を考
慮したシステム同定

共同 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演会 松岡章吾

中間層免震建物の総合性能指標に基づく
免震層性能と設置層の合理的決定法

共同 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演会 チョウ チュウメイ

伝統木造建物における柱脚の滑りを考慮
した解析モデルの検討

共同 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演会 中本蒼馬

CLT 耐震壁の配置の違いが建物性能に
及ぼす影響に関する検討

共同 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演会 星山和輝

曲げ変形した断面修復コンクリートの早
期劣化に及ぼす補修部の形状の影響

共同 2021 年 9 月 日本建築学会大会学術講演会 神代康輔

伝統木造建物における柱脚の滑りを考慮
した解析モデルの検討

共同 2021 年 6 月
日本建築学会近畿支部研究発表
会

中本蒼馬

曲線部材で構成された木造ユニット耐力
壁の性能指定設計手法の提案

共同 2021 年 6 月
日本建築学会近畿支部研究発表
会

北地水砂騎

高層建物の曲げ変形および地盤変形を考
慮したシステム同定

共同 2021 年 6 月
日本建築学会近畿支部研究発表
会

松岡章吾

中間層免震建物の総合性能指標に基づく
免震層性能と設置層の合理的決定法

共同 2021 年 6 月
日本建築学会近畿支部研究発表
会

張鐘鳴

CLT 耐震壁の配置の違いが建物性能に
及ぼす影響についての検討

共同 2021 年 6 月
日本建築学会近畿支部研究発表
会

星山和輝
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2021 年 12 月 31 日

所属 職名 氏名

衣笠総合研究機構
歴史都市防災研究所

准教授 SHAKYA Lata

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

Proceedings of UNESCO Chair 
Programme on Cultural Heritage and 
Risk Management, 2020

共編者
（共編著

者）
2021 年 2 月

Institute of Disaster 
Mitigation for Urban 
Cultural Heritage

Rohit Jigyasu, Dowon Kim, 
Lata Shakya, Wesley 
Webb Cheek

安全安心マップ作成を通じた防災力向上
と課題―「第 14 回みんなでつくる地域
の安全安心マップコンテスト」の事業報
告―

共著 2021 年 3 月
立命館大学歴史都市防
災研究所京都歴史災害
研究

酒 井 宏 平、 大 橋 弘 明、
SHAKYALata、村中亮夫

49-56

ネパールの歴史都市の共用空間（中庭）
と災害対応

単著 2021 年 4 月

NPO 法人西山夘三記
念　すまい・まちづく
り文庫
NPO 法人西山夘三記
念　すまい・まちづく
り 文 庫 レ タ ー　2021
春号 No.82 82

サキャ ラタ 8-10

2015 年ゴルカ地震後の公的な災害対応
体制と自主的避難所の運営

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災研究所歴
史 都 市 防 災 論 文 集　
Vol.15

サキャ ラタ、大窪健之、
小川和馬、金度源

233-240

世界文化遺産パタン地区での行政と地域
による防災対策の連携に関する研究

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集　
Vol.15

小川和馬、サキャ ラタ、
大窪健之、金度源

291-298

歴史都市パタンにおける地域資源を活か
した中庭空間のみなし避難所としての運
営

共著 2021 年 9 月
日本建築学会全国大会
日本建築学会全国大会

（東海）梗概集
サキャ ラタ、大窪健之 27-28

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

Post-disaster response by the local 
community utilizing local resources 
(physical and social): A case of historic 
city Patan, NEPAL

単独 2021 年 6 月
Disaster Management and 
Humanitarian Assistance 

（DMHA）Workshop
SHAKYA Lata

Disaster Risk Management of Cultural 
Heritage: the concept and the case 
study of Nepal

単独 2021 年 7 月

NEAJ Webinar on 
Architectural planning and 
Design: Sharing Professional 
Experience and Academic 
Research Work

SHAKYA Lata

2015 年ゴルカ地震後の公的な災害対応
体制と自主的避難所の運営

共同 2021 年 7 月 歴史都市防災シンポジウム
サキャ ラタ、大窪健之、小
川和馬、金度源



2021（令和 3）年度　歴史都市防災研究所 年報

−172−

International Training Course (ITC) on 
Disaster Risk Management (DRM) of 
Cultural Heritage (CH): Our Progress 
and Challenges Towards New Normal

共同 2021 年 9 月
5th Global Summit of GADRI: 
Engaging Sciences with Action

Lata Shakya, Takeyuki 
Okubo, Dowon Kim

歴史都市パタンにおける地域資源を活か
した中庭空間のみなし避難所としての運
営

共同 2021 年 9 月 日本建築学会全国大会 サキャ ラタ、大窪健之

講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

ネパールの居住文化とコミュニティ・レ
ジリエンス−カトマンズ盆地を中心に

単独 2021 年 1 月
昭和女子大学人間社会学部 現
代教養学科　特別講演

サキャ ラタ

Community Participation and Disaster 
Risk Management in Historic cities of 
Nepal

単独 2021 年 1 月

A talk program on 
“Community Participation and 
Disaster Risk Management in 
Historic cities of Nepal”

Shakya Lata

“Diaspora Engagement for Higher 
Education in Nepal : Exploring 
Possibilities of Collaboration”

単独 2021 年 4 月
Brain Gain Center WEBINAR
SERIES 2

Shakya Lata

世界遺産と持続可能な開発―2015 年ゴ
ルカ・ネパール地震を通して

単独 2021 年 10 月 立命館守山高等学校 特別講演 サキャ ラタ
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

衣笠総合研究機構 専門研究員 大橋　弘明

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

安全安心マップ作成を通じた防災力向上
と課題−「第 14 回みんなでつくる地域
の安全安心マップコンテスト」の事業報
告−

共著 2021 年 3 月 京都歴史災害研究（22）
酒 井 宏 平， 大 橋 弘 明，
SHAKYA Lata，村中亮夫

49-56

都市縮小時代での伝統的建造物群保存地
区の社会的脆弱性と今後のコミュニティ
防災に関する考察−豊岡市出石伝統的建
造物群保存地区を事例として−

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集

（15）

大橋弘明，留野僚也，豊田
祐輔，酒井宏平，鐘ヶ江秀
彦

137-144

地域コミュニティに内在する防災と文化
遺産保全の隔たり−都市縮小段階をむか
えた京都市を事例に−

共著 2021 年 7 月
歴史都市防災論文集

（15）

留野僚也，大橋弘明，豊田
祐輔，酒井宏平，壽崎かす
み，鐘ヶ江秀彦

161-168

Contrasts in suburban decline: A tale of 
three key outer suburban “Business 
Core Cities” in Tokyo Metropolis

共著 2021 年 9 月 Urban Geography
Hiroaki Ohashi, Nicholas 
A. Phelps

Online 
First

Suburban (mis) fortunes: Outer 
suburban shrinkage in Tokyo 
Metropolis, Urban Studies

共著 2021 年 11 月 Urban Studies (58(14))
Hiroaki Ohashi, Nicholas 
A. Phelps

3029-
3049

安全安心マップ作成による地域防災力の
向上のための課題に関する考察―「第
15 回みんなでつくる地域の安全安心マッ
プコンテスト」の事業報告を通じて―

共著 2022 年 3 月 京都歴史災害研究（23）
大橋弘明，CHEEK 
Wesley Webb，村中亮夫

未定

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

都市縮小時代での伝統的建造物群保存地
区の社会的脆弱性と今後のコミュニティ
防災に関する考察−豊岡市出石伝統的建
造物群保存地区を事例として−

共同 2021 年 7 月
第 15 回歴史都市防災シンポジ
ウム

大橋弘明（発表者），留野僚也，
豊田祐輔，酒井宏平，鐘ヶ江
秀彦

Re-planning for the shrinking suburbs 
of polycentric Tokyo Metropolis

単独 2021 年 11 月

Séminaire CRIA, UMR8504 
Géographie-cités（フランス国
立科学研究センター、パリ第 1
パンテオン・ソルボンヌ大学、
パリ大学、社会科学高等研究院
に よ る 共 同 研 究 ユ ニ ッ ト ），
Greater Paris (Aubervilliers, 
Seine-Saint-Denis), France

大橋弘明
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講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

Transit Oriented Development （TOD）: 
Japanese Experiences and Beyond

単独 2021 年 3 月

3rd Collaborative Workshop on 
Housing and Urban 
Development (on Zoom) (with 
Faculty of Architecture, 
Chulalongkorn University)

大橋弘明

都市計画分野での ICT 活用・スマート
シティ化とスリランカ国での計画技術向
上について

共同 2021 年 4 月

ICT・技術に関する JICA 勉強
会（JICA 都 市・ 地 域 開 発
KMN［内部ナレッジグループ］
向け）（on Microsoft Teams）

JICA 調査団、大橋弘明（発
表者）

パネリスト 共同 2021 年 9 月

Invisible Reconstruction 
- Cross disciplinary responses 
to disaster and approaches to 
sustainable resilience

（R-DMUCH サイド・メンバー）
鐘ヶ江秀彦，豊田祐輔，大橋
弘明，留野僚也，鰐部貴之，
加減航

Urban Policy and Planning （ ゲ ス ト ス
ピーカー）

単独 2021 年 10 月
立 命 館 大 学 政 策 科 学 研 究 科

「Advanced Policy Studies」コー
スでの一講義

大橋弘明

New Planning Challenge for Urban 
Sustainability: Housing, Low-income 
Group, and COVID-19

単独 2021 年 12 月

4th Collaborative Workshop on 
Housing and Urban 
Development (on Zoom) （with 
Faculty of Architecture, 
Chulalongkorn University）

大橋弘明
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研究業績書

対象期間 2021 年 1 月 1 日〜 2022 年 3 月 31 日

所属 職名 氏名

衣笠総合研究機構 専門研究員 CHEEK Wesley Webb

論文

著書・論文等の名称
単著・

共著の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発行所、発表雑誌（及
び巻・号数）等の名称

編者・著者名 該当頁数

The Social Reduction of Risk: History, 
Tangible, and Intangible Heritage in 
Minamisanriku, Japan

単著 2021 年 7 月
立命館大学・歴史都市
防災研究所歴史都市防
災論文集（15）

Wesley Cheek 169-176

安全安心マップの作成による地域防災力
の向上のための考察―「第 15 回みんな
でつくる地域の安全安心マップコンテス
ト」を通じて―

共著
2022 年 3 月
（予定）

京都歴史災害研究（第
23 号）

大橋弘明
Wesley Cheek
村中亮夫

研究発表等

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

The Social Reduction of Risk: History, 
Tangible, and Intangible Heritage in 
Minamisanriku, Japan

単著 2021 年 7 月
第 15 回歴史都市防災シンポジ
ウム

Wesley Cheek

講師・講演

発表題名
単独・

共同の別

発行または
発表の年月
（西暦可）

発表会議名 発表者名

Thinking about Disaster Recovery 
Through a Social Science Lens

単独 2021 年 9 月 歴史都市防災研究所・ICCROM Wesley Cheek

Workshop on Designing recovery 
process

単独 2021 年 9 月 歴史都市防災研究所・ICCROM Wesley Cheek





歴史都市防災論文集Vol.15�
掲載論文・報告一覧





立命館大学 歴史都市防災研究所　2022 年 3 月

−179−

歴史都市防災論文集　Vol. 15 掲載論文・報告一覧

【論文】
1．固有周期 3秒を目指した 1層伝統構法木造建物の検討
One-storied Traditional Wooden Structure with 3 Seconds Natural Period
山田耕司
The main hall of Japanese Buddha temple is a one-storied wooden structure. This hall 
demands that its base shear coefficient is over 0.25, and that its maximum deformation angle 
is 0.1. Because the natural period of this hall is less than 1.0 second usually. In this report, the 
hall with 3 seconds natural period is discussed. To make the natural period 3 seconds, The 
section of columns is supposed as 0.5 – 0.6 m square. The restoring force characteristics are 
supposed as the column rocking and the embedment of horizontal cross member. Results are 
as follows: 1) The large section and low height of columns are recommended. 2) The columns 
with 0.6 m square and 5 m height give the main hall the seismic design against almost all 
observed earthquake motions.

2．毎重裳階付き三重塔の構造特性に関する実験的研究　～水平載荷位置・屋根荷重をパラメー
タとした静的水平載荷実験～
An Experimental Study on Structural Characteristics of Three Storied Pagoda with Pent Roof 
~Static Horizontal Loading Which the Horizontal Loading Point and the Roof Load Regard 
as an Experimental Variable~
大橋佳祐，中嶋裕典，西澤英和
In this study, the 1/10 scale scaled model of the East Pagoda of Yakushiji Temple was built 
and static horizontal loading tests were conducted. The model consists of three layers, and 
the side columns of each layer are surrounded by a layer called pent roof, which is an 
unusual structural form. In this study, the deformation of the entire model was measured 
and analyzed at the maximum deformation angle of 1/60.

3．明治修理前後の當麻寺東塔の構造改変に関する考察
Consideration on Structural Modification of Taimadera-temple East Pagoda Before and After 
of Meiji-repair
中嶋裕典，西澤英和
In this paper, we will consider each layer about the structural changes and the accompanying 
changes in the members due to the introduction of the “Hanegi” in many buildings in the 
repair business after the Ancient Temples and Shrines Preservation Law. This time, the 
target building is “National Treasure Taimadera East Pagoda”. It was designated as a special 
protected building in 1897. The repair project was carried out from January 15, 1902 to 
September 30, 1903 by Junichi Tsuchiya, the Nara prefecture director engineer, and Jirokichi 
Yoshida, the chief engineer. In the repair project in the Meiji era, two types of drawings, an 
actual measurement drawing showing the state before the repair and a completed drawing 
showing the state after the repair, and a report to the Ministry of Education were created. It 
is a valuable resource for understanding the appearance of the tower before it was repaired. 
Using the drawings, we will consider what kind of changes have occurred in the east pagda 
of Taimadera before and after the repair.

4．乾燥収縮率および静弾性係数の違いが断面修復コンクリートにおけるひずみおよび応力発
生に及ぼす影響
Effect of Drying Shrinkage and Static Modulus of Elasticity on Strain and Stress in Patched 
Concrete
平田佳奈実，金侖美，福山智子
In general, a repaired concrete can re-deteriorate in few years because properties on drying 
shrinkage and static modulus of various patch materials and concrete are different, and 
stress generation on the repaired interface induces re-deterioration. In this study, we, 
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therefore, examined the effect of drying shrinkage and static modulus on patch material and 
concrete on the strain and tensile stress, to understand the mechanism of re-deterioration. 
The experimental results indicated that the smaller static modulus of patch material gets the 
smaller tensile stress and makes the smaller interfacial peeling and surface cracking.

5．壁土の圧縮強度の寸法効果
Size Effect of Compressive Strength on Mud Plaster
山田耕司，木下航輝
There are some feature sizes of mud plaster strength in former studies. Concrete has the 
size effect on its strength because of its course aggregate. In this paper, the size effect of 
compressive strength on mud plaster is researched. The results are as follows. 
1.  The compressive strength of the mud plaster without fiber does not depend on both its 

sectional area and its shape of cross section. 
2.  The compressive strength of the mud plaster with fiber depends on both its size and its 

form.

6．曲げ変形を受ける断面修復コンクリートの補修範囲が早期劣化に及ぼす影響
Effect of Repair Range of Patched Concrete with Bending Deformation on Premature 
Deterioration
神代康輔，金侖美，吉富信太，福山智子
RC buildings deteriorate over time. It has been reported that when the deteriorated part is 
repaired by the patched repair method, it deteriorates again. In historic buildings, the 
phenomenon of premature deterioration of repaired parts can adversely affect existing 
concrete. Therefore, it is necessary to carry out the construction by an appropriate repair 
method. In this study, we performed a numerical analysis of the stress-strain relationship 
considering the morphological conditions of the repaired part. As a result, it can be seen that 
deterioration of the existing concrete can be prevented by repairing a wider area than the 
deteriorated part.

7．面格子壁を用いた土蔵の耐震補強工法に関する実験的研究
Experimental Study on the Seismic Reinforcement Method of Clay Storehouse Using Wooden 
Grid Wall
瀧野敦夫，村本真，中村航
In this paper, as a new method of seismic reinforcement for clay storehouses, we proposed a 
reinforcement method that a wooden thin grid wall is attached to the outer side of the clay 
wall, and the structural performance of this method was verified by an experiment. In this 
testing result, the shear failure of the column base occurred due to the insufficient shear 
strength of the wood screws. Therefore, during the actual reinforcement, it is necessary to 
prevent the shear failure of the column base by connecting the reinforcement to the existing 
frame. In addition, because the used wooden grid wall was very thin, it is necessary to take 
measures against buckling.

8．炭素繊維を混和したセメントペーストの圧電特性に関する基礎的検討
Basic Study on Piezoelectric Effect of Cement Paste Containing Carbon Fiber
Ma Jiachen，福山智子，金侖美
To grasp mechanical properties of reinforced concrete (RC) structure, core fracture test is 
often adopted. Since core sampling requires structural damage, a structure self-monitoring is 
desirable to assess mechanical properties. The purpose of this study is to develop a self-
monitoring method utilizing piezoelectric effect. In this paper, the effects of water content 
and W/C on the cement paste’s piezoelectric properties containing carbon fibers (CF) are 
examined. Results show that the samples added with CF have good piezoelectric properties 
in the wet state. However, the self-monitoring of RC structure needs further research about 
the influence of CF length and content on cement mortar piezoelectricity.
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9．含水状態や載荷条件がモルタルの圧電効果に及ぼす影響
Effect of Water Content and Loading Conditions on Piezoelectric Properties of Mortar
出口侑弥，金侖美，福山智子
In recent years, piezoelectric materials have been attracting attention for diagnosing 
structures. However, conventional piezoelectric sensors are expensive and have durability 
limitations. Therefore, the authors consider concrete itself as piezoelectric sensor and 
examine the possibility of performing maintenance without damaging historic buildings. This 
paper aims to figure out how water content and loading speed affect piezoelectric 
characteristics of mortar. The results reveal that water content and loading speed play 
important roles in charge transfer and piezoelectric electricity generation.

10．�修正 I-D 法による斜面崩壊危険度予測の精度向上に向けた一連の降雨イベントの設定に関
する検討

Consideration of Setting up a Series of Rainfall Events to Improvement of Hazard Prediction 
Accuracy on Slope Failure by Modified I-D Method
檀上徹，酒匂一成，藤本将光，石澤友浩，伊藤真一，深川良一
A prediction method of rainfall-induced slope failure using a Modified I-D Method is 
employed, and the accuracy of the prediction method is analyzed in the paper. The Modified 
I-D Method is one of rainfall indexes, and the rainfall duration and its average rainfall 
intensity are used as the rainfall index. These rainfall indexes are influenced by the definition 
of the series of rainfall. The optimum duration of the series of rainfall to obtain a prediction 
result of high precision is discussed in this paper.

11．カーボンナノチューブのセメントペースト中への分散状況の定量評価に関する検討
Quantitative Evaluation of Carbon Nanotubes Dispersion in Cement Paste
福山智子，金侖美，山田悠二，田中章夫
Carbon nanotubes (CNTs) are used for concrete reducing cracks and increasing strength and 
sensors for traffic monitoring. However, since CNTs tend to agglomerate in water, CNT 
must be dispersed sufficiently and homogeneous to use CNT economically and effectively. 
However, it is difficult to grasp the dispersion condition of CNTs in water visually. In this 
present study, we considered methods to quantify CNT dispersion status in water and 
cement paste by image analysis and showed that percentage of CNTs black area represents 
dispersion condition in water.

12．兵庫県豊岡市出石地区における流木を伴う洪水氾濫検討
Flood Runoff Analysis with Consideration of Drift Woods at Izushi-cho, Toyooka City
井上雄登，山田脩策，藤本将光，里深好文
Recently, flood and sediment disasters due to heavy rain have been increasing. Land use in 
boundary areas between mountains and plains is a factor of the risk of damage increase. 
Izushi area, Toyooka City is one such place, but it is also designated as a Important 
Preservation District for Groups of Traditional Buildings, and the conservation of the district 
is crucial. Therefore, we verified the effectiveness of an existing flood bypass, and further 
examined the case where the driftwoods stopping facility installed at the entrance of the 
bypass was clogged in the event of a flood disaster beyond expectations

13．�歴史的構造物の含水分布検知に向けたコンクリート用電気インピーダンストモグラフィ実
現に関する基礎的研究

Basic Study on the Implementation of Electrical Impedance Tomography for Concrete to 
Estimate the Moisture Content Distribution of Historical Structures
金侖美，福山智子
It is important to grasp water content distribution of concrete for maintenance of structures. 
This study aims to apply electrical impedance tomography (EIT) to concrete as a non-
destructive inspection method for historical structures. It is necessary to figure out effects of 
water content and cracks on impedance as traverse lines for EIT image construction. In this 
study, we conducted measurements on cement mortar specimens with 12 pairs of electrodes. 
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We clarified the need to increase applied voltage to measure high impedance cement mortar 
and showed possibility to detect embedded materials.

14．別府市鉄輪の空き家活用による防災・減災の可能性に関する基礎的研究
Basic Research on the Possibility of Disaster Prevention and Mitigation by Utilizing of Vacant 
Houses at Kannawa in Beppu City
木村智，大坪真子，平尾和洋
The subject area taken up as a case study in this research is Kannawa district, Beppu city. 
Its area has a lot of vacant houses that were damaged by the 2016 Kumamoto Earthquake. 
In recent years, the utilization of vacant houses is gradually progressing in Beppu. Seismic 
repairs are rarely included in the utilization of vacant houses, but if they are done at the 
same time, they may lead to disaster prevention and mitigation in the area. In this study, we 
clarify the current situation of vacant houses and evacuation shelters in the target area, and 
consider the possibility of disaster prevention and mitigation of the vacant houses utilized.

15．街路をまたぐ燃え広がりに対する平入町家の延焼抑止性能評価と要因分析
Evaluation and Factor Analysis on the Performance of Traditional Townhouse with Side-
Gabled Roof Against Fire Spread from Across the Street
遠藤裕大郎，大窪健之，金度源
In many historic areas of Japan, traditional townhouses with side-gabled roof are in line with 
both sides of the street. According to one theory, it is believed that such a streetscape has 
been created historically to prevent the fire spreading from across the street ; however, the 
effectiveness is not revealed. In this paper, to evaluate effectiveness of fire spreading 
mitigation caused by traditional houses with side-gabled roof, the analysis of fire spreading 
was conducted for each one constructed in early modern and modern period using 
mathematical fire spread model based on fire experiment. The result shows that early 
modern’s one delay the fire spread compared to modern one. The result indicates that the 
eaves height of townhouse influence the speed of fire spreading.

16．�姫路城の周辺街路における天守・石垣・櫓の見え方の定量的分析　－歴史的景観保全と復
興事前準備に向けた基礎的研究－

A Quantitative Analysis on the Visibility of the Castle Tower, Stone Wall and Turret of 
Himeji Castle : Basic Research for Historic Landscape Conservation and Reconstruction 
Preparations
藤井健史，大下玲音
In this study, we will quantitatively analyze the visibility of Himeji Castle in the streets 
around Himeji Castle as a basic study for preserving the historical landscape of Himeji Castle 
and preparing for reconstruction. We use a 3D CG model and a calculation program to 
geometrically calculate the visibility of the castle tower, stone walls, and turrets in the 
streets around Himeji Castle, and grasp their distribution. In addition, the Himeji Castle 
landscape is classified based on the calculation results of the visibility of the castle tower, 
stone wall, and turret, and the distribution of each landscape type is also analyzed.

17．�史跡等に所在する復元建造物における火災対策の現状と課題　～未指定文化財を火災から
守り伝えるために～

Current Status and Issues of Fire Countermeasures in Rebuilt Buildings Located in Historic 
Sites To Protect and Convey Undesignated Cultural Properties from Fire
長谷川諒，大窪健之，金度源
In Japan, many important cultural properties are built of wood and the risk of fire is 
extremely high. Although rebuilt buildings located in historic sites have a high risk of fire, 
fire countermeasures and fact-finding surveys have not been sufficiently conducted compared 
to designated cultural properties. In this study, the situation of the recent cultural property 
fire and rebuilt Shurijo Castle fire and the fire prevention management system of the rebuilt 
buildings were investigated. These investigations clarified the current status and issues of 
fire countermeasures for rebuilt buildings.
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18．�震災時の延焼火災に備える水源確保と消火可能範囲に関する研究　－伝統的木密地域を有
する京都市上京区を対象として－

Study on Water Resources Used Against Widespread Fire After Earthquakes and Study on 
Effective Range of Fire Fighting Activities at an Earthquake – Case Study of Traditional 
High-Densitied Urban Areas in Kamigyo-ku, Kyoto –
松本昂大，大窪健之，金度源
The purpose of this study is to evaluate the possibility of widespread fire because of 
destruction of fire-hydrants and roadblocks on narrow roads, so there were wide range of 
fire at the Great Hanshin-Awaji Earthquake. There are a large number of wooden buildings 
and numerous narrow roads in the city of Kyoto. The fact was shown in order to proceed 
following steps that calculating the amount of fluid flowing in a river and making the 
effective range of fire extinguishing considering these obstructions against fire-fighting and 
natural water supply.

19．出石旧城下町の歴史的災害による罹災範囲の復原的考察
A Reconstructive Consideration of Areas Damaged by Historical Disasters in Izushi, Old 
Castle Town
吉川奎，青柳憲昌
In this paper, the history of disasters in the early modern period of Izushi and the restoration 
of the damaged area are examined based on the local history literature. The resarch area, 
Izushi Town, Hyogo Prefecture, prospered as a castle town in that period, and has been 
recognized as having great traditional importance building group because it still retains its 
appearance. This paper consideres the damage caused by past disasters based on the 
descriptions in the literature, and the mechanism of flooding of the Taniyama River and 
taking into account examining the extent of damage caused by fires in 1876 and 1823, and 
floods in 1722 and 1850. As a result, the area affected by the fires of 1876 and 1823 was 
reconstructed. This paper confirms that the fire of 1876 was a large-scale fire that covered 
the entire old castle town, but there is a high possibility that some areas escaped the fire. 
Furthermore, the damage caused by the floods of 1722 and 1850 was analyzed and shows 
that the flood flowed through Zaimoku-machi and Iki-machi, into Uchi-machi and the inner 
moat, and overflowed from the west end of the inner moat into Tainosho-machi.

20．�京都駅周辺地域を対象とした社寺の防災拠点活用に関する評価　～広域災害時に不足する
帰宅困難者への支援の補完を想定して～

A Study of the Capacity for Accepting Stranded Commuters Using Temples Around the Kyoto 
Station, Japan
金度源，清水弘樹，大窪健之
This case study focuses the capacity of the temples for using as evacuation places and 
shelters near the Kyoto station. Japanese traditional temple has the important function of the 
assembly place or hall so that these potentialities can support the over tourist evacuees to 
stay for the first stage on post-catastrophic disaster. The study could classify and evaluate 
the potentiality of post-disaster response resources existing and the management system by 
the result of both questionnaire and interview survey for the community activities and both 
indoor and outdoor spaces of the temples.

21．�都市縮小時代での伝統的建造物群保存地区の社会的脆弱性と今後のコミュニティ防災に関
する考察　－豊岡市出石伝統的建造物群保存地区を事例として－

A Study on Community-Based Disaster Management for the Preservation District for Groups 
of Historic Buildings with Increasing Social Vulnerability amid Urban Shrinkage: A Case of 
Izushi, Toyooka City, Japan
大橋弘明，留野僚也，豊田祐輔，酒井宏平，鐘ヶ江秀彦
In Japan, the continuing progress of urban shrinkage has been increasing social vulnerability 
in the Preservation Districts for Groups of Historic Buildings, which are designated under 
the Law for the Protection of Cultural Properties. This increase has led to a weakening of 
community capabilities for disaster management and resulted in a difficulty of preserving 
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traditional assets for next generations. This research explores the Izushi Preservation 
District for Groups of Historic Buildings as one of transformation patterns based on an 
investigation into the possible futures of the preservation districts across the nation, and 
addresses desirable policy and planning approaches for the restructuring of community-based 
disaster management systems for the preservation districts in an era of urban shrinkage.

22．�感染症拡大状況下におけるオンライン防災訓練の有効性に関する評価　～豊岡市出石重伝
建地区を対象として～

Evaluation on the Effectiveness of the Online Emergency Drill Under the COVID-19 
Pandemic Case Study in Toyooka-shi Izushi Preservation District for Group of Traditional 
Architectures
千葉陵平，大窪健之，金度源
Because of COVID-19 pandemic in Japan, it is difficult to hold the emergency drill of 
conventional form which many people gather in one place. In this kind of situstion, the online 
emergency drill is one of alternatives to improve the skills of disaster prevention while 
avoiding closed spaces, clowded places and close-contact settings. This study aims to evaluate 
the effctiveness of the online emergency drills and suggest the improvement measures for 
future.

23．�小学校・中学校・高等学校の防災教育における地域連携の現状と課題　－千葉県を事例と
して－

Current Issues of Community Cooperation for Disaster Education in Elementary, Junior 
High, and High Schools: A Case Study in Chiba Prefecture, Japan
八巻栞
This study examined the current issues of community cooperation for disaster education in 
elementary, junior high, and high schools in Chiba Prefecture, Japan. The results of the 
analysis of the reports on practice models of disaster education in Chiba Prefectural schools 
are as follows: 1) Most elementary schools achieved the disaster education goal, which means 
that pupils were able to look after themselves and others in self disaster mitigation. 2) Most 
junior high schools also achieved the educational goal for mutual disaster mitigation, which 
means that, for example, students in some junior high schools shared useful skills and 
knowledge on disaster prevention with their peers. 3) In almost all high schools, a lack of 
community cooperation was found; however, high school students tended to take up 
important leadership roles in disaster prevention activities.

24．�地域コミュニティに内在する防災と文化遺産保全の隔たり　－都市縮小段階をむかえた京
都市を事例に－

A Gap Between Disaster Management and Cultural Heritage Conservation in Local 
Communities: A Case of Kyoto City in an Era of Urban Shrinkage
留野僚也，大橋弘明，豊田祐輔，酒井宏平，壽崎かすみ，鐘ヶ江秀彦
This research explores the relationship between the activity fields of disaster management 
and cultural heritage conservation in Kyoto City, which is confronting urban shrinkage, from 
the perspective of local communities. It is, through the analysis of text mining, identified that 
these two activity fields have tended to be segregated between nonprofit organizations and 
neighborhood community associations, both of which are the key players in local 
communities. In conclusion, we suggest that, for the better functioning of the disaster 
management of cultural heritage, it is vital to create more sophisticated linkages between 
these two key players while promoting more locality-oriented revitalization.

25．�The�Social�Reduction�of�Risk:�History,�Tangible,�and�Intangible�Heritage�in�Minamisanriku,�
Japan

Wesley Cheek
Sociologists have detailed what they termsthe ‘social production of risk1)2). This means that 
disasters are not natural occurrences, rather they develop from social processes. We can see 
from the history of Minamisanriku how risk was socially produced. Early populations moved 
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down out of the mountains to the seaside. From there they filled in land closer to the ocean. 
However, through these same accounts we can observe what could be called the ‘social 
reduction of risk.’ Through community reactions to previous tsunami, the town relocated 
important buildings to higher ground. That these social reductions of risk were swathed in 
ritual behavior that was familiar to many people in the area enabled the actions.

26．�歴史都市金沢市での立体駐車場を活用した洪水時避難の有効性評価　～感染症対策を考慮
した車両による垂直避難の可能性～

The Capacity of Multistory Parking Garages for Using as Evacuation Site in Case of Flood 
Disasters at Historic City, Kanazawa
大窪健之，堀田育美，金度源
Existing evacuation shelters can be high risk places of COVID-19 due to high dencity of 
evacuees. And risk of flood damages is increasing recently therefore more evacuation sites 
are needed. In this situation, multistory parking garages can be evacuation destinations and 
evacuees can use earch car for temporary evacuation space. This study evaluated the 
capacity of multistory parking garages as evacuation sites in flood disasters by a 
questionnaire survey for each manager of parking and a field survey of the each surrounding 
environment. This study aims to expand the possibilities of decentralized evacuation for 
dowellers and visitors in historic city, Kanazawa.

27．木造密集市街地における避難シミュレーションを用いた路地の安全性評価法に関する研究
A Research on Alley Safety Evaluation Method Using Evacuation Simulation 
in Densely Built-up Wooden Area
角井孝行，宗本晋作
The purpose of this paper is to provide a safety evaluation method for blind alleys in historic 
districts using evacuation simulation. This paper applies this method to the case of the north 
district of Kyoto city, where the wooden houses are standing close to each other and the 
most blind arrays remain. In our simulation, the width and length of the street, the 
population of the district, the location of the accommodation and the capacity are accurately 
represented on the map. The safety of alleys is evaluated by comparing the number of 
people passing by with and without utilizing alleys that can be passed through. We 
demonstrated proposed method by evaluating the possibility of passage of the found routes 
by the field survey.

28．�歴史都市における道路整備の時期と道路構造による交通事故多発状況の比較　－京都府と
滋賀県を対象として－

Comparison of the Situation of Traffic Accident Frequency by the History of Road 
Construction and the Characteristics of Road Structures in Historical Cities -Case Study in 
Kyoto Prefecture and Shiga Prefecture-
溝口万里江，小川圭一
In historical cities, land use extends back to ancient times, and the roads have been 
constructed for the traffic of citizens accordingly. Previous studies have pointed out the 
relationship between the history of road construction and traffic accident frequency, such as 
the phenomenon that residents tend to cross new roads based on their historical behaviors, 
causing traffic accidents. In addition to the behavior of residents, the history of road 
construction is considered to affect the characteristics of the road structures. Thus, this 
study aims at analyzing the relationship between the history of road construction, 
characteristics of the road structures, and traffic accident frequency in historical cities.

29．�観光スポットにおける訪日観光客に対する地震防災対策の枠組み　－多数の訪日観光客が
訪問する清水寺を事例とした基礎研究－

A Framework for Earthquake Disaster Management for Foreign Tourists at Tourist Spots: A 
Foundation Study at Kiyomizu-dera Temple Visited by Many Foreign Tourists
陸歆，豊田祐輔
Foreign tourists to Japan are commonly defined as the vulnerable group in disaster. 
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Therefore, it is important to consider how to ensure their safety. The purpose of this study 
is to propose a framework for earthquake disaster management for foreign tourists at tourist 
spots. The tourism spot was defined in this study as sites of tourist destination such as 
temples and shrines. The framework was induced from previous studies and lessons with 
focus on Kiyomizu-dera Temple and the relevance between a series of disaster management 
taken by the tourism spots and the foreign tourists, leading to appropriate disaster 
management activities. An internet questionnaire survey and an interview with Kiyomizu-
dera Temple were conducted, and data was inputted into the framework, finding that the 
framework could provide outputs which the tourism spot should take for foreign tourists.

30．消費者余剰の推定による観光資源としての京都市内の文化遺産の価値の考察
A Study on the Evaluation of Urban Cultural Heritage as Tourist Attractions in Kyoto City 
by Estimating Consumer Surplus
森祐輔，小川圭一
It is necessary to make clear the necessity of cultural heritage disaster mitigation in disaster 
mitigation planning in historical cities, to reach a social consensus about protecting urban 
cultural heritage from natural disaster. For this purpose, it is necessary to show the 
necessity of cultural heritage disaster mitigation in historical cities objectively and 
quantitatively. In this paper, evaluation of cultural heritage as tourist attractions in Kyoto 
City is estimated using travel cost method. As a result, it is shown that consumer surplus of 
tourists makes up a large share of the evaluation of cultural heritage as tourist attractions.

31．�中央アジア・ザラフシャン川流域における 1960 年代以降の遺跡環境の変化　－CORONA
衛星写真とGoogle�Earth の判読から－

Changes in Archaeological Site Environment Since the 1960s in Zarafshan Valley of Central 
Asia: Result of Interpretation of CORONA Satellite Imagery and Google Earth
宇佐美智之
This paper focuses on the monitoring of archaeological site environment since the 1960s in 
Zarafshan valley, one of the most important and the largest oases in Central Asia. A rapid 
and huge landuse change occurred due to the agricultural intensification and other human 
activities for the last several decades in oases of Central Asia, and it has led to the massive 
destruction of archaeological sites and cultural resorces. The paper presents a preliminaly 
interpretation of changing archaeological site environment in Pakhtachi region located in 
mid- Zarafshan valley as a case study, with the use of CORONA satellite imagery and Google 
Earth.

32．アユタヤWat�Krasai 仏塔の保全に関する一考察
Consideration on Conservation of the Wat Krasai Pagoda in Ayutthaya
石田優子，伊藤肇，深川良一
The Wat Krasai pagoda in Ayutthaya, Thailand, inclines mainly toward the north. The soft 
clay in the foundation ground and the deterioration of the bricks and joint mortar that 
composed the pagoda are the main causes of the deformation. In 2013, the lower part of the 
pagoda was covered with new restoration bricks and the base was reconstructed. The 
purpose of this study is to extract the necessary considerations on the occasions in the 
restoration plan based on conditions of the pagoda after restoration for better conservation 
of similar brick buildings. The results show it is important to consider surface protection, 
drainage planning, and the additional weight of new bricks.

33．�2015 年ゴルカ地震後の公的な災害対応体制と自主的避難所の運営　ネパールの歴史都市
パタンにおける地域資源を活かした災害対応マネジメントに関する研究

Governmental Disaster Response System and Management of Spontaneous Emergency Shelter 
after the 2015 Gorkha Earthquake -Study on Disaster Response Management Utilizing Local 
Resources in Historic City Patan, NEPAL-
サキャラタ，大窪健之，小川和馬，金度源
This paper purposes to obtain knowledge on the ideal way of disaster response management 
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in densely populated urban areas of historic city in Nepal. Firstly, based on a literature 
review, the legal system on disaster countermeasures and the governmental disaster 
response framework focusing on operation system of the emergency shelters quick after the 
2015 Gorkha Earthquake is clarified. Secondly, case studies of spontaneous emergency 
shelters created in historic courtyards that managed by local community is introduced. As a 
result, the huge lack of consideration of emergency shelter management on governmental 
framework is figured out. The spontaneous emergency shelters’ operation was handled by 
local community very well in the case study area utilizing their existing area management 
system. It proves that local community has potential to manage the emergency shelters but 
various governmental and other organization’s support is also essential to provide good 
environment and sustainable service to victims.

【報告】
1．伝統木造建物における柱脚の滑りを考慮した解析モデルの検討
Examination of Analysis Model Considering the Characteristics of Slipping Column Bases in 
Traditional Wooden Buildings
中本蒼馬，向坊恭介，吉富信太
It is an urgent problem to estimate the seismic performance of traditional wooden buildings 
in order to give them enough performance especially to avoid severe damage of traditional 
wooden buildings due to expected large earthquakes. The purpose of this study is to examine 
the validity of the seismic analysis method by comparing responses of experimental shaking 
table test and numerical analysis. For this purpose, detailed three-dimensional analysis 
models are conducted that consider the sliding and uplifting characteristics at the base of 
column of shaking table test specimen with excentricity and soft floor. Based on the 
constructed analysis models, the effects of model parameters, i.e. wall stiffness, floor stiffness, 
base stiffness and base friction ratio, are examined.

2．�宮大工の技術的暗黙知の多角的保存と可視化　－Human�Computer�Interaction 技術を用い
た伝統技術の継承－

Preservation and Visualization of Carpenter’s Technical Tacit Knowledge -Succession of 
Traditional Techniques with Human Computer Interaction-
小島尚之，山田悟史
At present, one of the problems in Japanese building industry is decrease and aging of the 
carpenter population. Especialy, “Miyadaiku” who are carpenter connected with temples and 
shrines have the most serious problems. Therefore, it is necessarily to make new indicator to 
learn Miyadaiku’s techniques. In this research, we verify the effects that three kinds of 
carpenter’s tools (Dai kanna, Nokogiri and Yari kanna) affect Miyadaiku from three points of 
view (muscle strength, motion posture and gaze point). Through this verification, we 
investigate Miydaiku’s delicate skills that they do instinctively.

3．彦根銀座商店街における防災建築街区の現況とその活用の可能性
Research on Current Situation and Possibility of Renovating Disaster Prevention Building 
District in Hikone Ginza Shopping Street
阿部俊彦，小野雄翔，西井智哉
This study targets the Ginza Shopping Street in Hikone City, Shiga Prefecture, which was 
constructed by the Disaster Prevention Building District Creation Law from around 1961 to 
1973. First, we will clarify the current state of the Street by referring to the survey 
conducted by Hikone City up to last year. Next, interview the landowners, shop owners, and 
residents to clarify the issues. Furthermore, we propose a method to reuse the disaster 
prevention building district, which has been regarded as a negative heritage, not only by 
rebuilding but also by renovation. Then, the landowner, shop owner, and residents will 
evaluate the proposal. From the above, we consider the feasibility of the proposal.
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4．�文化遺産防災マニュアルの改訂に向けた一考察　～都道府県・政令指定都市が発行した文
化財を対象とする災害対策マニュアルの運用事例調査を通して～

A Study for the Disaster Risk Management Manual of Cultural Property on Japanese 
Prefectures and Ordinance-Designated Cities, to the Purpose of Revision of the Handbook for 
Disaster Mitigation of Cultural Heritage, R-DMUCH
金度源，山口奨，大窪健之
In March 2013, Handbook for Disaster Mitigation of Cultural Heritage was compiled as a 
result of the Global Center of Excellence (G-COE) Program of Disaster Mitigation for 
Historical Cities, Ritsumeikan University. 6 years passed since the handbook was published, 
the research of disaster mitigation for urban cultural heritage have been progressed. The 
necessity to reflect the results of the research has been increasing. This study targeted the 
manuals for disaster risk management of cultural property which has been published by 
Japanese prefectures and ordinance-designated cities. The study organized the causes of the 
difference in the background, the feature and the contents. The manuals need to consider the 
change in disaster mitigation in recent years and the differences of users.

5．世界遺産楽山大仏の洪水被害と防災対策の研究
Study on Flood Damage and Disaster Prevention Measures of World Heritage Leshan Giant Buddha
門意偉，唐玉佳，劉弘涛
In August 2020, an extreme heavy rain occurred in the whole country of China. Sichuan 
Province became the center of the heavy rains. Leshan Giant Buddha of World Natural and 
Culture Heritage is located in the southwestern of Sichuan Province. After the flood caused 
by rainstorm, Leshan Giant Buddha was submerged by the foot for the first time in a 
century, and each part of the body was suffered in different damage. The purpose of this 
study is to investigate the flood damage situation,the damage mechanism of the Leshan Giant 
Buddha and the flood prevention measures of the Great Buddha.

6．�Study�on�Typhoon�Damage�and�Renovation�of�Cultural�Relic�Buildings�in�China�-Taking�
Honglincuo�as�an�Example-

Wenjiang Zou, Shanshan Zhu, Yiwei Men
Typhoon frequently hits China’s southeast coast, causing damage to a large number of 
historic buildings. In the process of participating in China ’ s 13th Five-Year National Key 
Research and Development Program “Study on Natural Disaster Risk Assessment and 
Emergency Disposal of Immovable Cultural Heritage” (2019YFC1520800), found that Fujian, 
located in the southeast coastal area, is affected by typhoon disasters, and the disasters 
characteristics and protection and restoration work of cultural relic buildings are 
representative in the region. Honglincuo, the provincial cultural relics protection unit in 
Fujian as the research project, based on literature and information, it analyzes damage 
characteristics and renovation process of the buildings after the disaster. Furthermore, three 
suggestions are put forward including improving the policy, regulation system and disaster 
prevention technology, establishing the disaster prevention and protection mechanism, and 
enhancing the protection management and public participation.

7．�Research�on�Disaster�Damage�of�Immovable�Cultural�Relics�in�China�in�Flood�Season�
of�2020

Peijia Sun, Hengyu Wang, Yiwei Men, Hongtao Liu
2020 China floods were the worst in more than two decades, causing severe damage to 
immovable cultural relics. Through a large number of literature collection, the damage relics 
affected by floods in China in 2020 was summarized and sorted. The damaged immovable 
cultural relics are summarized into three types: ancient bridge, ancient architecture and 
ancient site. The typical damaged cultural relics, such as Zhenhai Bridge, Rainbow Bridge, 
Wind-rain Bridge, Guanyin Pavilion and Xiangyang City Wall, are listed in the form of 
pictures and texts. Finally, the problems existing in the protection of immovable cultural 
relics are summarized, and three conservation suggestions are put forward.
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8．常時微動計測を用いたイラン・聖タデウス教会の振動特性評価
Evaluation of Vibration Characteristics of Church at Monastery of St. Thaddeus in Iran Using
Microtremor Measurement
東澤航平，池本敏和，宮島昌克，Abdolhossein Fallahi
Currently, 60% of the world’s population resides in masonry structures, several of which are 
constructed using bricks of inferior quality. While inexpensive to construct, masonry 
structures are vulnerable to earthquakes. There are world heritage sites of stone structures 
in Iran, and it can be said that there is an urgent need to consider seismic measures to 
protect these structures. The authors observed the microtremors of St. Thaddeus in Iran. 
The safety of St. Thaddeus was evaluated from the characteristics of the church building 
and the ground surface using the results of microtremors. As a result, it is speculated that 
the church may collapse due to again and earthquake.

9．世界文化遺産パタン地区での行政と地域による防災対策の連携に関する研究
Research on Cooperation Between Government and Local Disaster Prevention Measures in the 
World Cultural Heritage Patan Area
小川和馬，大窪健之，サキャラタ，金度源
On April 25, 2015, the Gorkha earthquake occurred in Nepal and hit Patan district designated 
as World Cultural Heritage. The evacuation life was run mainly by the local community 
(Tole), but it was found that there was a limit to support due to disparities. Therefore, in this 
research, we clarified the relationship in which the local community can receive appropriate 
support by implementing disaster prevention support activities proposed in the past in 
collaboration with the government. We have compiled guidelines for disaster prevention 
actions for the government and local communities to cooperate in providing disaster 
prevention support in the event of a disaster.

10．�Sustainable�Geodesign�of�the�Urban�Cultural�Heritage�of�Alexandria,�Egypt�Vision�2030:�
Homogeneity�of�Authenticity�and�Modernization

Mohamed Soliman, Tomoyuki Usami, Satoshi Imamura, Keiji Yano, Hrishikesh Ballal
Cosmopolitanism, geostrategic location, and over 2300 years of human activity have 
formulated the cultural heritage diversity of Alexandria since its foundation in 332 BC. 
However, centralization and contemporary social behavior raise the commercial value of 
Downtown Alexandria, which impact on its urban cultural heritage. Geodesign methodology 
and application provide a design framework of sustainable planning and supporting 
technology to leverage geographic information, resulting in designs that follow natural 
systems. Therefore, Geodesign Alexandria project could change mindset to preserve the 
authenticity of its historical urban fabric and merge it to the (NSDS), Egypt vision 2030 using 
interdisciplinary systems.

11．�Study�on�Adaptive�Disaster�Prevention�Strategy�of�Tibetan�Traditional�Village�-A�Case�
Study�of�Shuzheng�Village�in�Jiuzhaigou�Valley,�World�Natural�Heritage�Site-

Jianyu Yang, Bin Shi, Hongtao Liu
The security and stability of villages have an important impact on the sustainable 
development of heritage sites in the World Natural Heritage Site. The spatial distribution 
relationship between geological disasters such as debris flow and landslide and village was 
sorted out through investigation and GIS simulation. The village’s fire risk problem was 
analysed in combination with the construction materials and distribution of the village. Based 
on the risk identification, this paper systematically summarized the specific practices and 
experiences of village pre-disaster prevention, planning layout, engineering implementation 
and disaster management.
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2021 年度　歴史都市防災研究所活動報告

〔2021 年〕

〜 4 月 30 日 【企画展示】2019 年度研究成果報告　―「レキボウって何？」―

4 月 5 日 第 1 回運営委員会〈オンライン Zoom〉

4 月 10 日 第 1 回定例研究会〈オンライン Zoom〉

5 月 10 日 第 2 回運営委員会〈オンライン Zoom〉

5 月 17 日 【企画展示】2020 年度研究成果報告　−「レキボウって何？」― 

〜 7 月 30 日

5 月 22 日 第 2 回定例研究会〈オンライン Zoom〉

6 月 7 日 第 3 回運営委員会〈オンライン Zoom〉

6 月 19 日 第 3 回定例研究会〈オンライン Zoom〉

7 月 5 日 第 4 回運営委員会〈オンライン Zoom〉

7 月 17 日 第 15 回歴史都市防災シンポジウム〈Zoom〉

8 月 23 日 第 15 回立命館大学ユネスコ・チェア「文化遺産と危機管理」 

〜 10 月 7 日 オンライン国際研修

10 月 4 日 第 5 回運営委員会〈オンライン Zoom〉

10 月 9 日 第 4 回定例研究会〈オンライン Zoom〉

10 月 10 日 第 4 回定例研究会〈オンライン〉

10 月 23 日 第 15 回地域の安全安心マップコンテスト　表彰式〈ハイブリット開催〉

10 月 25 日 【企画展示】第 15 回地域の安全安心マップコンテスト優秀作品展 

〜 12 月 24 日

11 月 8 日 第 6 回運営委員会〈オンライン Zoom〉

11 月 30 日 第 7 回運営委員会〈オンライン Zoom〉

12 月 4 日 第 5 回定例研究会〈オンライン Zoom〉

12 月 4 日 立命館大学土曜講座（第 3346 回）豊田祐輔（政策科学部 准教授） 

 「歴史都市における観光客の防災」

12 月 11 日 立命館大学土曜講座（第 3347 回）小川圭一（理工学部 教授） 

 「観光客と市民の視点からみた歴史都市防災の必要性」
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〔2022 年〕

1 月 11 日 第 8 回運営委員会〈オンライン Zoom〉

1 月 24 日 【企画展示】「来て！見て！考えて！ポストコロナの世界基準！ 

〜 4 月 30 日  スフィア基準の快適な避難所」

2 月 1 日 第 9 回運営委員会〈オンライン Zoom〉

2 月 26 日 第 6 回定例研究会〈オンライン Zoom〉

3 月 1 日 第 10 回運営委員会〈オンライン Zoom〉

3 月 5 日 第 7 回定例研究会〈オンライン Zoom〉
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