
◼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））


