
立命館大学 歴史都市防災研究所　2022 年 3 月

−91−

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
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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
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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
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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。
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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


