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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
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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-



立命館大学 歴史都市防災研究所　2022 年 3 月

−69−

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」


