
立命館大学 歴史都市防災研究所　2023 年 3 月

−59−

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、木村 智

【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、②京都市の路地空間の評価に基づく防災対

策の検討、亀岡城下町の伝統的町家の屋敷構え・町別の立ち方調査に基づく延焼シミュレーショ

ン、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歴史都市における空き家の防災・減災対策と風景史に関する研究、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）

個別の文化遺産建造物や面としての文化財である重伝建地区を主対象として、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）2つのプロジェクトにおける調査分析と必要な防災対策の検討（平尾）

①近年、京都市において進みつつある木密市街地の住民を巻き込んだ細街路防災対策事業の

進行を背景に、視点を変え、観光客が利用する民泊・飲食施設、共同オフィスなどが立地する

路地空間を別途サーベイし、特に評価が高く、逆に危険性の高い路地を対象に、脆弱性を補完

する提案を行う研究、②将来的に伝建地区指定を目指す亀岡城下町の 17 町を対象に、伝統的

な町家の集まるエリアを対象に、修理修景基準の策定と、延焼シミュレーションに基づく防災

計画の有効性を検証する研究、以上 2 プロジェクトを行う。

（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、重要伝統的建造物群保存地区で

ある岡山県津山市城東・城西地区、広島県竹原市竹原地区、岐阜県高山市三町および高山市下

二之町大新町地区と、歴史的建造物が数多く残る熊本市新町・古町地区などを対象に、災害の

歴史、市街地形成の要因・プロセス、災害（水害、火災、地震など）の危険性やその対策を把

握し、防災性能を高めながら、歴史的な景観を保全するための取り組みについて検討し、地域
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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

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）

歴史的な街並み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活用可能性の検討を行う。

予定しているテーマは、橋梁の定量的な撤退計画、避難計画、Deep Learning・AI の景観分析、

伝統的な建築意匠・構造物のアルゴリズム保存と児童への学習カリキュラム開発、人の感覚の

電気的な保存による伝統技術の継承支援に取り組む。これらを歴史的地域・施設及びそれを支

える人までも対象に実施することで、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）歴史都市における空き家の防災・減災対策と風景史に関する研究（木村）

空き家に関しては①大分県別府市と②京都府亀岡市を対象として、防災・減災につながる計

画を検討する。大分市においては、元貸間の空き家に対して、耐震シュミレーションソフト

wallstat を活用し、耐震診断と低予算で高い耐震性を得ることのできる補強計画を検討する。

亀岡市においては、初めて関わるエリアなので、まずは悉皆調査を行い空き家の分布状況を把

握することから、始めている。

③風景史については、徳島県鳴門市を対象として、空き店舗が多数存在する大道銀天街を中

心に店舗の編成を追いながら、今後の商店街のヴィジョンを構築することを目的としている。

建物とそこで生活する人達の活動を守るために、レジリエンスを考慮した防災・減災に繋がる

計画の提案を行う。当研究室では、対象地区のまちの歴史や文化、住居形式やまちの形成過程

を把握し、これらの特性を活かした風景の再構築を目指している。さらに本研究では、歴史都

市における防災的な知恵を明らかにして、その合理性や効果を検証し、将来のための防災計画

に活用する。
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【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

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計画支援を行った。

2022 年度は地区防災計画に沿った地元の自主防災組織の取り組みについて調査した。

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

害時の相互補完対応の可能性について調査した。2020 年度には、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。2022 年度は継続するコロナ禍で調査活動が制限さ

れながらも、防災コミュニティ活動の活性化に向けた予備調査を進めている。

②市民用消火栓の開発研究（清水寺と周辺地域、松山城ほか）

清水周辺地域で整備が完了した 43 基の市民用消火栓をはじめ、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で

きる減圧アダプターを開発し、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。2022 年度には市民用消火栓の

ホース長が足りない場合に、別のホースを持ち寄ればワンタッチで延長可能な「延長ノズル」

の試作を行った。

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〜 2022 年度には維持管理のサ
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ポートと、あらたな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 〜 2022 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 〜 2022 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）パブリック路地の再評価+亀岡城下町に対する防災対策メニューの類型的組み立て（平尾）
①京都市中心部のパブリック路地の防災検討

2022 年度は 21 年度におこなった京都市の路地空間研究を進化させ、約 13000 ある細街路か

ら、パブリックな機能をもつ（＝住民以外の人間も立ち入ることが許される）路地約 80 サン

プルを被験者実験により再評価した。特に評価が安定した路地について、京都市の主導する防

災まちづくり地区以外の路地をピックし、脆弱性評価の後、防災対策を提案する作業を現在も

進行中である。

②亀岡城下町の修理修景基準と防災シミュレーション

修理修景基準については、伝統的町家の 4 タイプを定義したうえで、既に試案アウトライン

を作成した。これについては 2023 年度に行政提案を行う予定である。他方、既に全国の伝建

地区で防災計画を策定済みの 46 地区の計画書を分析し、町並み構成別の対策メニューを類型

的に捉えた。様々な対策メニューを元に、亀岡城下町 17 町から 3 つの町並み構成タイプ別に、

現状の延焼シミュレーションと、町並み構成タイプに応じた対策を複数適応した場合の延焼減

少度を比較することにより、有効な対策の絞り込みを企図している。

③今庄伝建地区の修理修景基準の検討作業

意匠的な分析に基づいた基準のみならず、2021 年度に出石伝建地区に提案した準防火地区

レベルの耐火力向上提案と同様の提案を目的として、地元ヘリテージ建築士と協働しサーベイ

を行ってきた。ただし建築士ベースで詳細な調査を行ったため、未だ意匠面ですら分析作業に
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着手した段階であり、2023 年度に具体的な成果報告を行いたい。
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（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）
歴史的な景観を持つ伝統的建造物群保存地区などを対象に、様々な災害の歴史とそれに対す

る対策について把握し、歴史的な町並みを保全しながら防災性を高めるための取り組みについ

て検討を行った。具体的には以下のとおりである。

①岡山県津山市城東・城西重要伝統的建造物群保存地区

津山市重要伝統的建造物群保存地区を対象に、水害の歴史、水害リスクおよび水害対策につ

いて把握した。結果、一定程度の水害リスクが予測されるが、水害対策としては全市では実施

されているものの、特に重伝建地区のような歴史的な地区を対象とした特別なものは行われて

いない。具体的には、河川整備を中心とするハード整備が主であり、避難訓練などのソフト対

策は十分とはいえないことが明らかとなった。今後、ハザードマップにあるような浸水リスク

の可能性も十分に考えられることから、景観を保全しつつ水害リスクを低減するための手法を

検討する。本研究は、第 16 回歴史都市防災シンポジウムで発表し、歴史都市防災論文集 Vol. 

16 に掲載済みである。

②広島県竹原市竹原地区

竹原地区重要伝統的建造物群保存地区を対象に、水害の歴史、水害リスクやこれまでの水害
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対策について把握した。これまでも浸水の被害を経験していたが、平成 30 年の豪雨により、

1m 未満ではあるものの床上浸水の被害が発生した。ただし、この浸水の要因は河川の氾濫に

よる浸水ではなく、雨水を河川に排水するポンプの処理能力以上の雨が降ったことで用水路か

らあふれたことによる内水氾濫を要因とするものであった。近い将来、同程度の豪雨が予想さ

れることから、被害を最小限にする浸水対策が求められるが、そこには歴史的な景観の保全が

損なわれない取り組みが必要条件でありそのあり方について検討している。本研究の成果につ

いては、次年度での学会発表や投稿を予定している。

③岐阜県高山市三町および高山市下二之町大新町地区

隣接する 2 つの重伝建地区を対象に、火災等の災害の歴史や実際の被害の状況、それに対応

した火災対策について把握した。調査のなかで、屋台組と町並み保存会という住民から構成さ

れる 2 つの組織が地域活動として防災活動に従事していることが明らかとなった。これらの組

織の地域における役割について分析し、火災など災害に脆弱な歴史的町並み保存地区における

地域活動による防災への効果について検討する。

（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）
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

第二次世界大戦後（特に 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、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試行と提案を

行った。彼らの取り組みは、現代における歴史的な都市の防災まちづくりにも有効である。そ

うした観点から、今年度は戦後活躍した建築家菊竹清訓による建築設計手法について、建築作

品の調査、文献的資料や設計図面などをもとに分析・考察した。

一方、現代の木造建築は伝統的な木造建築よりも（耐震性、耐火性などの観点から）防災性

能は向上しているといえる。しかし、伝統木造と現代木造では構法的に異なるため、伝統的な

かたちを現代建築に直接用いることが難しい。そうした観点から、今年度は、建築家広瀬鎌二

が取り組んだ伝統木造の現代木造への応用手法について、建築作品の調査、文献的資料や設計

図面などをもとに分析・考察した。

②法隆寺金堂壁画保存活用事業に関する調査研究

昭和 24 年に焼損した法隆寺金堂壁画の今後の保存と活用に関連して、焼損壁画および壁画

を収蔵する建物（収蔵庫）の今後の保存を考える上での、技術的および意匠的観点にもとづく

研究を継続して行っている。本研究で得られた知見は 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」の取り組みに活かされて

いる。

今年度は、文化庁やこの活動に関わる各分野の専門家とともに、収蔵庫の改修方針など、壁

画保存の理念形成に関わる協議を継続して行った。また、昭和 24 年の金堂火災時の堂内の詳

細な状況を文献的記録をもとに解明するという作業を行った。さらに、提言書作成に関連して、

これまでの研究成果をとりまとめる作業を行っている。

③亀岡市旧城下町の近世社寺の調査研究

亀岡市旧城下町の歴史的社寺建築、各町にある町会議所建築、旧城下町周辺に立地する歴史

的民家に関する調査研究を行った。今年度は、江戸時代に建設された寺院建築（特に浄土宗、
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曹洞宗など）の本堂、および主に戦前に建設された町会議所の実測および文献的調査を行い、

それらの建物の価値付けに関わる諸々の考察を行った。寺院の境内は現代都市において避難場

所として有効で、防災まちづくりの上でも着目すべきものであり、また、各町の町会議所は、

現在コミュニティーセンターとして機能しているため、災害時利用も有効な視点であると考え

られる。

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。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論考として発表し、文化財保存関係者などを対象とす

る町家見学会を開催した。

⑤土蔵の構法に関する調査

伝統的な防災建築として、全国に数多く残されている土蔵建築がある。昨年度は兵庫県出石

伝統的建造物群保存地区に多く残されている土蔵に関する悉皆的調査を行ったが、今年度は、

全国の土蔵を対象とし、修理工事報告書や絵図類を資料として（特に外観や構法の）歴史的変

遷についての考察を行った。本研究で得られた知見は、全国に多数残る土蔵を防災建築として

今後積極的な活用を図るうえでの価値評価に関わる有効なものと考えている。

（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）

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①②を予定通り実施することができた。①は過年

度の内容を推敲した内容を歴史都市防災論文集に投稿し、掲載済みである。②については、実

際に 2 度の授業を開催した。ヒアリング調査などもまとめた成果の学術発表は未実施であるが、

新聞やテレビなどのメディア媒体に取り上げられた。学術発表は 23 年度の歴史都市防災論文

集、日本建築学会の学術講演会と予定している。

①深層学習を用いた伝統的建造物群保存地区の街路画像の分類−

Deep Learning を基盤とする AI 技術は歴史都市の保全において発展的な萌芽性を持つが、

発展に必要な適用可能性を検証した基礎研究は少ない。例えば、特に重要かつ原始的な基礎と

なる重伝建地区内と近傍、及び重伝建地区同士の分類可能性を検証し、その根拠となる特徴量

を把握した研究は、筆者が知る限り見当たらない。そこで本研究では、前述した萌芽性の発展

に向けた基礎研究として、重伝建地区を対象に地区内と近傍、及び重伝建地区同士の分類に対

する Deep Learning を基盤とする AI 技術の適用可能性を XAI 技術と合わせて検証した。具

表　内外分類の各パターンにおける分類精度
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体的には、分類精度と学習の際に AI が獲得する特徴量を把握した。

結果、内外分類（2・3 クラス分類）の平均精度 0.994、全街路分類（15 クラス分類）の精度

0.998 という、AI 技術を用いた画像分類に関する既往研究において高い分類精度と言及可能な

精度をもつ AI の開発に成功した。加えて判断領域において、多くの街路で画像内の特定の部

分に寄与度の高い箇所が集中する結果となった（掲載済み論文作成）。このことから本研究が

開発した AI は各街路の特徴を把握して系統だった判断を下していると考えられる。また、そ

の箇所の多くは建造物ではなく空や地面、遠景である。これは、街路の特性が従来の歴史都市

の保全において重要視されている建造物の意匠に限らず発現することを示唆している。これ踏

まえると、空や遠景からは建造物のボリュームが、地面からはそのテクスチャが街路の特性と

して反映されていると考えられる。本研究の対象に対して以上のような成果を得た研究は筆者

が知る限り見当たらず、歴史的都市に対する萌芽的な情報技術の適用可能性の一つを示唆出来

たと言えよう。

②文化財保全のための教材開発及び支援システムの開発に関する研究

「文化財が大切である」という意識は言うまでもなく文化財保全の根源的な価値観である。

加えてこの価値観を支持する「なぜ大切なのか」という理解、自分なりの回答も重要である。

本研究ではこの回答の一つを「お手本」になるから、と定め、児童を対象として体験型学習の

カリキュラム・教材の開発と実施による検証を行った。教材は実寸大の段ボール家具とミニチュ

ア斗供である。前者は大きさや成り立ちを理解するために、軽量かつ安全に解体可能にするた

めに段ボールとした。後者は 1 人 1 人が自身の理解とペースで組立を行えるようにミニチュア

とした。またこれらの制作過程にプロシージャルモデリングとデジタルファブリケーションを

用いることで半自動とした。そのため大きさの変更に対応容易である。加えて教材として必要

な大きさと個数を入力するだけで、段ボール斗供をレーザーカッターで制作するための図面、

並びにミニチュア斗供を 3D プリンターで出力可能な 3D モデルの出力が可能なシステムとし

図　実施の様子とミニチュア斗供（参加者が手で持っている物）

図　段ボール斗供（右は解体時）
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た。これによりカリキュラム・教材と同時の教材の作成支援システムも同時開発した。実際に

授業を行った際の児童と保護者に対するヒアリング調査も概ね良好であった。上記のことから、

22 年度は②としても、歴史的都市に対する萌芽的な情報技術の適用可能性の一つを示唆出来

たと言えよう。

（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、

防災的観点を定量的に捉え、空間の特性と関係づける手法①を開発している。加えて歴史的景

観を点群で捉え、歴史文化のある質的データをそのまま扱い、図面おこしや構造解析のための

データづくりに繋ごうとしている②。路地やファサードを定量的に捉えたりする手法として③

④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①〜④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した。歴史都市防災論文集　Vol. 16 に掲載。

②点群を用いた質的データの空間の再現性に関する研究−白雲荘を対象として−

中川小十郎居宅「白雲荘」は、経年劣化や腐朽・蟻害等による劣化損傷や構造安全性、耐震

安全性に問題がある。今後「白雲荘」を活用・利用に向けて、劣化損傷部の補修と併せて構造

補強などの改修計画が必要と考えられる。

そのための予備調査を効率よく実施するために取得した点群データを用いて、極力再現性高

くモデリングを行い、点群データの保持する質的部分の再現性について、比較検討を行おうと

している。また同時に、この建築の保存活用についても検討している。

③木造密集市街地における路地のシークエンスの抽出に関する研究

木造密集市街地の路地の見え隠れの特徴を単純に記述し、見え隠れの空間の特徴と印象評価

を関係づけることにより、空間体験において評価の高い路地に内在するシークエンスの特性を

再現する。最後にそれを設計に用いる知識とすることを目的としている。

路地を構成する材料は対象とせず、路地の幅と長さ、曲がる角度によって見通せる範囲が視

点場の移動と共に変化する空間体験をグラフで単純に表記している。現在、上記のように、実

空間の路地から抽出したシークエンスを仮想空間で再現し、検証している途中である。

④�ファサードの形態要素の組合せ推論を用いた銀山温泉街の家並保存条例の妥当性に関する研究

銀山温泉街は、ある程度開発が進み、高さのある建物群が立ち並んでいる。このような中で

も、銀山温泉街では、家並保存条例によって、簡単な規制を行っているのみであり、例えば、

戸袋看板が「銀山温泉らしい」景観に寄与しているものと思われるが、規制には含まれていな
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い。

このような状況で、今後、建ち並ぶ既存建物が規制の範囲内であっても、「銀山温泉らしさ」

が感じられない建物が出現することも危惧される。そこで、「銀山温泉街らしさ」をファサー

ドの構成要素で直接的に記述し、上記の規制の評価に必要な建築の構成要素に関する知識を得

ようとしている。現在、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）歴史都市における空き家の防災・減災対策と風景史に関する研究（木村）
2021 年度より、空き家の耐震性能の評価及び利活用に向けた防災・減災計画の提案を目的

として、大分県別府市鉄輪の調査と分析に取り組んできた。今年度は継続して調査対象を進め

る中で、①別府市鉄輪にある空き家（貸間）を耐震シミュレーション wallstat による診断と、

②京都府亀岡市城下町範囲の空き家の悉皆調査と③徳島県鳴門市の大道銀天街商店街の店舗の

変遷について調査を行っている。

①大分県別府市鉄輪の空き家改修におけるwallstat の有効性について

継続の研究である鉄縄の空き家の研究では、利活用を念頭にした合理的な耐震改修を計画す

るために wallstat によるシミュレーションを行った。昨年度は対象エリアの徒歩圏内に一時避

難所がなく、大地震の際の避難所不足の状況を明らかにした。今年度は、その範囲の中で実際

の改修に関わることができた、元貸間の建物について耐震診断と耐震改修経計画を検討した。

また、計画した 3 案についてもシミュレーションを行い、どの案が合理的なのかを検証した。

主な知見を以下に示す。

・ 補強場所としては、玄関周り、廊下、階段周りで検討しているが、廊下の部分を X 方向

に 1.8m 施すのが一番効果的であった。

・ 次に効果的だったのは、玄関側のファサードの Y 方向の補強であった。

・ 階段周りの補強は、西側の出角の柱が抜け落ちるなど、地震による被害は大きかった。
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②京都府亀岡市での空き家の悉皆調査と分析

2022 年度から亀岡市を研究対象に加えて、空き家の悉皆調査を行った。本年度において、

亀岡城下町エリアについての調査の終わり、次頁のようにプロットを行った。調査結果の確認

を行うために、亀岡市役所の建築住宅課に問い合わせて、城下町エリアの空き家数の総数が

21 件であることを確認した。

③徳島県鳴門市を対象とした商店街の変遷の分析

新たな研究対象として大道銀天街の商店街の店舗の変遷を分析した。ゼンリン地図を基本の

資料とした上で、現地調査や商店街の方へのヒアリングを行い、不足情報を補いながら GIS

への入力を終えた。現在、1960 年から 10 年毎ずつ計 11 枚の店舗の変遷図について分析を行っ

ている。その分析結果から、空き店舗に何の機能を入れることが、今後最善なのかを提案する

ための資料をまとめる予定である。

図　亀岡市城下町エリア空き家分布図

表　城下町エリアの空き家率

1990 年1980 年1975 年

31_建物用途マッピング
BldA_建築物_2021

未分類
20_不明
1_業務施設
1.1_事務所
2.1_商業施設.小売店など
2.2_2.4_商業施設.飲⻝店
2.3 _商業施設.様々
3_宿泊施設
5_住宅
6_共同住宅
11.5_文教厚生施設.医療施設
13 .3 _小工場
12.1_運輸倉庫施設.駅舎など
11.7_神社、寺院、教会
21.駐車場

02_基本地図
0_白黒_国土地理院_淡色地図 コピー

2021

図　2021 年の建物用途図　鳴門市商店街調査範囲
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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た。2022 年度には実際に消火器配置場所を決

定するために、現地で学習会と市民ワークショップを実施した。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。2022 年度はホース延長が不足した際にもワンタッチでホース延長が可能

な「延長ノズル」の試作を行った。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 〜 2022 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。2022 年度は清水地域からの帰宅困

難者誘導手順や、嵐山地域を含めた緊急避難広場の一時滞在ポテンシャルについて評価を行っ

ている。

研究活動の推進に際しては、いずれも博士課程前期あるいは後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

・ Takeyuki OKUBO, Riku SUNADA, and Dowon KIM, “An Effectiveness of Spreading 

Fire Mitigation by the Traditional Knowledge Using Group of Trees in Japanese Historic 

Districts”, Vol.（巻）: Le Vie dei Mercanti, No.（号）: XX International Forum，pp. (ID-20), 

発行年：2022 年 7 月

・ 大窪健之（分担執筆）：文化遺産防災（13 章　自然災害に対する人文・社会科学的アプロー

チ）、p. 588–591、『自然災害科学・防災の百科事典』、丸善出版、全 806 頁、2022 年 1 月

・ 大窪健之（分担執筆）：10 章ネパール・パタンの歴史地区−震災後の住民へのヒアリング
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調査から、pp. 132–145、山下晋司・狩野朋子編『文化遺産と防災のレッスン−レジリエ

ントな観光のために』、新曜社、全 212 頁、2022 年 8 月

・ 大窪健之（研究代表者）ほか 5 名：「火災から木造文化都市を守る歴史的な水利環境の再

生に関する研究」（課題番号：22H01748）、令和 4 年度〜 6 年度科学研究費補助金・基盤

研究（B），文部科学省，5900 千円（令和 4 年度）、2022 年 3 月〜 3 か年

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

・ 本年度は学会発表無し

④�文化遺産建造物等の防災避難計画研究

・ 大窪健之・福永靖史・金度源、歴史地区における豪雨災害に備えた避難所機能のニーズ評

価 −マーケティング手法を用いた整備項目の評価と提案−、歴史都市防災論文集 vol. 16，

pp. 113–120，2022 年 7 月

（2）伝統的民家のデザインサーベイと防災力強化提案（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 22 年度成果発表状況にある。

〈2022 年度発表済〉

・ 山本直彦，平尾和洋，吉田哲也，室崎千重「歴史的風土特別保存地区における民家主屋の

外観意匠類型化とその屋敷構えとの関係 明日香村の奥山 ･ 飛鳥 ･ 川原 ･ 野口 ･ 岡 ･ 島庄

の六大字を事例として」日本建築学会計画系論文集第 87 巻 797 号、pp. 1271–1281、

2022.07

・ 大場修，平尾和洋，中村魁「出石伝統的建造物群保存地区における町家の平面 ･ 意匠分析

および延焼防止力向上を加味した修理修景基準改定への提案」歴史都市防災論文集 vol. 

16、pp. 81–88、2022.07

・ 平尾和洋，田邊勇樹，大場修「出石伝統的建造物保存地区における建築物の延焼脆弱性の

定量化と二方向避難 ･ 放水範囲拡大のための対策提案」歴史都市防災論文集 vol. 16、pp. 

73–80、2022.07

・ 木村智，坂本昇陽，平尾和洋「別府市鉄輪の空き家活用における wallstat の有効性に関す

る研究」歴史都市防災論文集 vol. 16、pp. 25–32、2022.07

・ 平尾和洋，古川祥也「京都市の路地空間の選定 ･ 景観評価とランキング案の提示」日本建

築学会大会学術講演梗概集、pp. 859–860、2022.0908

・ 山田迪与，中村魁，平尾和洋，大場修「出石伝統的建造物群保存地区における町家の諸特

性分析および延焼防止力向上を加味した修理修景基準への提案」日本建築学会大会学術講

演梗概集、pp. 677–678、2022.0905

・ 饗庭優樹，田邊勇樹，平尾和洋，大場修「出石伝統的建造物群保存地区における建築単体

での延焼脆弱性の検証及び消火活動と二方向避難の提案」日本建築学会大会学術講演梗概

集、pp. 675–676、2022.0905

・ 本田曉彦，田崎幹大，大場修，平尾和洋「兵庫県津居山集落における漁家平面に関わる類
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型とその考察」日本建築学会大会学術講演梗概集、pp. 33–34、2022.0905

・ 田邊勇樹，平尾和洋，大場修「出石伝統的建造物群保存地区における建築単体での延焼脆

弱性の検証および消火活動と二方向避難の提案」日本建築学会近畿支部研究報告集第 62

号計画系、pp. 269–272、2022.0626

・ 藤木大真，中村魁，平尾和洋，大場修「出石伝統的建造物群保存地区における町家の諸特

性分析および延焼防止力向上を加味した修理修景基準改定への提案」日本建築学会近畿支

部研究報告集第 62 号計画系、pp. 261–264、2022.0626

・ 西岡里美，古川祥也，平尾和洋「全京都市の路地空間の選定・景観評価・類型化とランキ

ング案の提示」日本建築学会近畿支部研究報告集第 62 号計画系、pp. 241–244、2022.0626

〈23 年度発表予定〉

・ 亀岡城下町の建築分布と町並み構成に基づく修理修景提案：建築学会近畿支部＋全国大会

・ 全国防災計画の対策メニュー類型化に基づく亀岡城下町における有効性の検証：歴防論文

+ 建築学会近畿支部＋全国大会

・ 京都市中心部のパブリック路地の再評価と高評価路地に対する防災力強化の提案：歴防論

文 + 建築学会近畿支部＋全国大会

・ 民家の付属屋と屋敷構えの定量的分析× 2 本：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。

・ 喜多孝輔・馬場美智子・岡井有佳（2022 年 7 月）「人口密度を考慮した居住誘導区域の水

害リスク評価」『2022 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. 601–602

・ 喜多孝輔・酒井智弘・岡井有佳・馬場美智子（2022 年 7 月）「津山市重要伝統的建造物群

保存地区における水害リスクに関する研究」『歴史都市防災論文集 Vol. 16』pp. 191–196、

立命館大学 歴史都市防災研究所

また、ヒアリング調査や現地調査と、その成果のと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。

（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、戦後日本の構法史研究では、防災性能の向上を含む、

戦後住宅の工業化・量産化等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。

〈2022 年度発表済〉

・ 「鉄骨住宅の反省から伝統構法の批判的合理化へ」青柳憲昌、『広瀬鎌二建築展 SH ＋第 5

回　カタログ』広瀬鎌二アーカイブズ研究会、2022 年 11 月、pp. 22–27
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・ 「構法史――いまつくるための建築史」青柳憲昌、『構法史のアクチュアリティ──構法と

歴史から、いまつくることを考える（日本建築学会大会パネルディスカッション資料）』

所収、日本建築学会建築計画委員会、2022 年 9 月、pp. 24–29

・ 「国立京都国際会館　台形＋逆台形の架構表現と『日本的なもの』」青柳憲昌、『構造デザ

インマップ関西』総合資格学院、2022、pp. 142 − 143

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、下記の研究成果を建築関係

誌に発表した。

〈2022 年度発表済〉

・ 「法隆寺金堂壁構法の復元的考察」青柳憲昌・林畝乃香、『日本建築学会近畿支部研究報告

集　計画系』2022 年 6 月、pp. 361–364

・ 「この人に聞く　第 158 回　法隆寺の昭和の大修理から学ぶ建造物の保存活用　青柳憲昌

氏」『建築士』（833 号）2022 年 2 月号、日本建築士会連合会発行、pp. 4–7

③�亀岡市旧城下町の近世社寺の調査研究

亀岡市旧城下町の歴史的町並みに関連し、以下の研究活動を行った。1）浄土宗系寺院本堂、2）

曹洞宗寺院本堂、3）町会議所（主に戦前に建設されたもの）、4）旧城下町周辺の歴史的民家

の建物実測を行い、あわせて文献的資料を収集しつつ、建築の価値付けに関わる調査研究を行っ

た。今年度は、その成果の一部を建築学会に発表した。引き続き、次年度の日本建築学会に発

表する予定である。

〈2022 年度発表済〉

・ 「京都府亀岡市の酒井家住宅・廣瀬家住宅の建築的特徴」北村奈都樹・青柳憲昌、『日本建

築学会大会学術講演梗概集』2022 年 9 月、pp. 381–382（日本建築学会大会、北海道科学

大学）

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、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。

〈2022 年度発表済〉

・ 「京都西陣・旧吉澤家住宅の復原的考察 」青柳憲昌、『日本建築学会技術報告集』2022 年

10 月号、pp. 1535–1540（査読あり）

・ 「天明・元治大火前後における京都の町家の平面形式の変化」村岡勇気・青柳憲昌、『日本

建築学会大会学術講演梗概集』2022 年 9 月、pp. 383–384（日本建築学会大会、北海道科

学大学）

・ 「西陣寺之内通の町家─無名文化財の活用のしかた」青柳憲昌・是永美樹『住宅建築』

2022 年 6 月号、pp. 102–111

④�土蔵の構法に関する調査

全国の土蔵を対象とし、修理工事報告書や絵図類を資料として、特に外観や構法の歴史的変

遷についての考察を行い、歴史都市防災シンポジウムで発表した。
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〈2022 年度発表済〉

・ 「近世・近代の土蔵の外観と構法」吉川奎・青柳憲昌、『歴史都市防災論文集　Vol. 16』第

16 号、2022 年 7 月、pp. 49–56（査読あり）（第 16 回歴史都市防災シンポジウム優秀発表

賞受賞）

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。

〈22 年度発表済〉

・ 越智広樹，山田悟史：深層学習を用いた伝統的建造物群保存地区の街路画像の分類，歴史

都市防災論文集，Vol. 16（論文部門），pp. 57–64, 2022.7, 歴史都市防災研究所

・ 大野耕太郎，山田悟史，宗本晋作 : マルチモーダル深層学習を用いた街並み画像に対する

人間の振る舞い予測−注視点傾向予測及び結果を付与した多次元データによる訪問意欲予

測を対象に− , 日本建築学会計画系論文集，第 87 巻 第 798 号，pp. 1602–1611, 2022.8, 日

本建築学会

・ 北本英里子，山田悟史：建築情報学の授業の理解と意欲に関するアンケート調査の報告，

日本建築学会大会（北海道）学術講演梗会概集（建築情報システム），pp. 235–236，

2022.9，日本建築学会

・ 越智広樹，山田悟史：深層学習を用いた景観画像の特徴把握 - 伝統的建造物群保存地区と

周辺地域を対象に− , 日本建築学会大会（北海道）学術講演梗会概集（建築情報システム），

pp. 63–4, 2022.9, 日本建築学会

・ 谷川奈央，越智広樹，山田悟史：三種の深層学習を用いた建築デザインの類似性の可視化

と参照関係の解釈，日本建築学会（北海道）学術講演会梗概集（建築歴史・意匠），pp. 

247–248, 2022.9, 日本建築学会

・ 柴田拓海，山田悟史：カメラ映像に対する深層学習を用いた転倒検知の精度比較，日本建

築学会大会（北海道）学術講演梗会概集（都市計画），pp. 1–2, 2022.9，日本建築学会

・ 東田陽樹，山田悟史：MR 空間のパーソナルスペースの個室性が遠隔コミュニケーション

の心理評価に与える影響，日本建築学会大会（北海道）学術講演梗会概集（都市計画），

pp. 187–188, 2022.9，日本建築学会

・ 広中翔，山田悟史：トーテミズム・アーキテクチャー ‐ ノースリムの美と共鳴する大地

の化身−，日本建築学会大会（北海道）デザイン発表梗概集（設計手法），pp. 208–209，

2022.9，日本建築学会
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・ 小池田樹，山田悟史：VR 空間における経路デザインが心理評価に与える影響，日本建築

学会大会（北海道）学術講演梗概集（XR），pp. 179–180，2022.9，日本建築学会

・ 北本英里子，山田悟史：生理的反応を取り入れた没入型仮想環境におけるデザイン生成シ

ステムの提案− Breathing Design System の開発と活用事例−，第 45 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 p41,2022.12，日本建築学会

・ 原田真衣，山田悟史：コンテンツ生成 AI が見せる拡張的なデザイン −異なる学習構造を

持つ GAN のデザイン合成の比較−，第 45 回 情報・システム・利用・技術シンポジウム

論文集：報告 pp. 72–75，2022.12，日本建築学会

・ 越智広樹，山田悟史：設備管理情報の閲覧支援システムに向けた微小な差異を持つ物体の

個体識別 − BIM を学習データとする深層学習を用いた分類器の現実空間への適用−，第

45 回情報・システム・利用・技術シンポジウム：インタラクティブ pp. 42–43，2022.12，

日本建築学会

・ 谷川奈央，山田悟史：自然言語処理を用いた都市・建築の文字表現の類似性，第 45 回情報・

システム・利用・技術シンポジウム：報告 pp. 148–151, 2022.12, 日本建築学会

・ 東田陽樹，山田悟史：MR 空間を用いたサイバーフィジカルシステム　−空間接続表現の

提案−，第 45 回情報・システム・利用・技術シンポジウム：報告 pp. 214–217,2022.12，

日本建築学会

・ 柴田拓海，山田悟史：強化学習を用いたドローン点検経路の自動生成，第 45 回情報・シ

ステム・利用・技術シンポジウム：報告 pp. 68–71, 2022.12, 日本建築学会

〈23 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、手法の開発は予定通り、下記の通りに学会に発表し

た。また実践的な整備に関する研究として、城崎温泉街の歴史的な景観特性と連続する建築整

備を実践的に行った建築作品「TOKIWA　GARDEN」が韓国建築家協会に選出され発表した。

また岩倉の山々に囲まれた谷間に位置し、建物群が渓流に沿って山に張り付くように点在する

京都の景観に合うように計画した建築が建築雑誌に掲載された。

現在進めている研究は、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、22

年度成果発表状況と 23 年度成果の発表予定を以下に記す。

〈22 年度発表済〉

・ 山﨑良祐，宗本晋作「ベイジアンネットワークを用いた路上犯罪発生箇所の特徴に関する

研究」歴史都市防災論文集 vol. 16、pp. 129–134、2022.07、歴史都市防災研究所

・ 大野耕太郎，山田悟史，宗本晋作 : マルチモーダル深層学習を用いた街並み画像に対する

人間の振る舞い予測−注視点傾向予測及び結果を付与した多次元データによる訪問意欲予

測を対象に− , 日本建築学会計画系論文集，第 87 巻 第 798 号，pp. 1602–1611,2022.8, 日本
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建築学会

・ TOKIWA GARDEN, 宗 本 晋 作，2022 BUGAIK International Architecture Exhibition, 

2022/10, BUGAIK

・ 京都精華大学 明窓館，宗本晋作，三井住友建設，新建築，2023.1, 新建築社

〈23 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

ムのいずれかにおいて発表する予定である。

・ ファサードの形態要素の組合せ推論を用いた銀山温泉街の家並保存条例の妥当性に関する

研究

・ 路地のシークエンスの特徴把握に関する研究

・ 大津市における眺望景観の保全に関する研究

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）歴史都市における空き家の防災・減災対策と風景史に関する研究（木村）
昨年度からの継続研究として、別府市の空き家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。

〈22 年度発表済〉

・ 木村智、坂本昇陽、平尾和洋：別府市鉄輪の空き家活用における wallstat の有効性に関す

る研究，歴史都市防災論文集，vol. 16，pp. 25–32，2022.7，立命館大学歴史都市防災研究

所

〈23 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）などのいずれかに進展

内容を発表予定

・ 亀岡市の空き家に関する研究

・ 鳴門市の大道銀天街における店舗の変遷に関する研究

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、延長ノズ

ルの消防認定取得と実用化を目指す。地域防災情報システムについても、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とともに、

リアルタイムで延焼動態を予測・通報するアルゴリズムを開発する予定である。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
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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

城の耐震化と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。

（2）�京都の路地空間・亀岡城下町＋南丹市域 4町の民家悉皆調査と茅葺民家のまちづくり活用
方策の検討（平尾）

23 年度は上述の京都市内路地空間の検討継続に加え、22 年度から着手済みの亀岡市の伝建

地区策定に向けた町家実測調査の家屋各説・編年作業を予定している。また、22 年度延焼シミュ

レーション結果を踏まえた水系・環境物件・景観形成方針の提言取りまとめを行う予定である。

その他に、南丹市域の美山・日吉・園部・八木各町の約 1800 棟の茅葺系民家（トタン葺含む）

の悉皆的定量調査を 4 年かけて行う初年度となる。

（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、重要伝統的建造物群保存地区などを対象に、災害の歴史、災害対策について把握

し、景観を保全しつつ防災対策を行う可能性について検討した。これらの結果を踏まえて、次

年度では、防災対策の 1 つとして防災活動に着目し、地域住民らによる防災活動を調査し、地

域住民による地域的な組織による活動が歴史的な町並み保全において及ぼす効果について、対

象地区を増やして検証していく予定である。

（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）
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ある。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、とくに建築のディテール・

デザインの点から、過去の事例をもとに考察を深めていきたい。

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、収蔵庫建築の改修に関する提言、今後の焼損壁画の保存・活用に関する多角的な

作業を継続して行っていく予定である。

研究③（上記）については、引き続き、亀岡市旧城下町の近世社寺建築、町会議所に関する

歴史的調査を進め、それらを取りまとめて関係学会に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）。

研究⑤（上記）については、全国の土蔵建築に関する歴史的調査を進め、それらを取りまと

めて関係学会等に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）。
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（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、深層学習の分類精度や過程の人間との比較について査読付き論文誌掲

載という形式で社会共有できた。ただ適用可能性についてはまだ展開の余地が多い。そこで今

後も内容は発展させながら AI 技術について継続的に取り組む。②については，教材と内容の

試作は一定の成果を得たと認識している。実施による検証を行い査読付き論文誌への投稿を行

う。並行して，我々が介在せずとも小学校の教員の方々自身で利用可能な形式での支援システ

ムの公開，斗供以外を題材とする教材・カリキュラムの開発も検討する。上記以外も含め引き

続き，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に取り組む。

（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

を解消することに加え、木造密集市街地における路地を対象に、より広い対象に具体的に

検証し、継続して取り組む。

② については、保存活用に向けて、データ整備と改修計画を行い、研究と実践的な計画を並

行して進める予定にある。

③ 研究論文として深めていくと共に、仮想空間での検証に基づいて抽出した知識を設計に用

いるアイデアとして実践的に建築設計に用いてみるなど、試行することを予定している。

④ 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ながら、研究論文として纏める。

（7）歴史都市における空き家の防災・減災対策と風景史に関する研究（木村）
① と②については、今後、得られた知見を基に亀岡市の城下町エリアの景観や都市計画の在

り方について考究していきたい。空き家と空き地は基本的に、不良な都市環境を形成して

しまう材料としてとらえられるが、本研究の調査によると、比較的低い数値が確認できた。

今後は、個別の空き家の利活用について検討をしていきたい。

③ については、商店街の変遷を GIS へ入力が終わり、分析を終えている。そのため、今後

はどういった役割を新たに空き店舗に持たせるかを検討中である。今後、提案内容をまと

めて、商店街の方々に報告する予定である。

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

・ 大窪健之（招待講演）：「Disaster Risk Preparedness and Mitigation for Built Heritage」、

Disaster Risk Management Plan for the Nuestra Senora de Caysasay Church and its 

Associated Structures、National Museum of the Philippines、2022 年 2 月 16 日

・ 大窪健之（パネル講演）：“Kakekomi-dera” or sanctuaries in 311 Tsunami - Heritage sites 

used as temporary shelters -, The 2022 International Symposium of Asia-Japan Research, 

Webinar, 22nd February 2022

・ 大窪健之（ラジオ出演）：「清水寺」執事補　森清顕 & DJ 谷口キヨコ【Words for 
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tomorrow】α-Station Every Wednesday 10:00–11:00（https://fm-kyoto.jp/blog/words_

for_tomorrow/）、歴史都市の防災について、3 回のトークに参加、2022/4/20（水）、

2022/4/27（水）、2022/5/4（水） 各日の 10 時〜 11 時 O.A

・ 大窪健之（招待講演）：「歴史を活かした防災まちづくり手法「天水バケツプロジェクト」

にみるグリーン社会の多世代共創」、人文科学研究所第 11 部門研究会、同志社大学、2022

年 7 月 29 日

・ 大 窪 健 之（key Note Speech）：「Project for Protecting Historic District of Traditional 

Wooden Buildings from Fires due to Earthquakes in Kiyomizu, Kyoto」、Expart Session

「Resilience of Historic House Museums and their Collections to Risks posed by Climate 

Change, Environmental Disasters and Conflict Zones」、 共 催 Historic House Museums 

(DEMHIST), ICOM-Japan and Management (INTERCOM), Training of Personnel 

(ICTOP), Museum Security (ICMS) and Disaster Resilient Museums (DRMC)、26th 

ICOM General Conference、チェコ・プラハ（リモート参加）、2022 年 8 月 23 日

・ 大窪健之（招待講演）：1995 年阪神・淡路大震災直後の対応と課題〜その時何が起こって

いたのか〜、さんのみや防災のチカラ、JR 西日本＋西尾レントオール、＆ 3 さんのみや（西

宮駅前）、2022 年 9 月 25 日

・ 大窪健之（講演）：JICA 課題別研修【世界遺産の適切な管理を通じた観光振興】、JICA、

2022 年 10 月 18 日

・ 大窪健之（講演）：「伝統的な街並みが備える防災資源の再評価」、立命館大学・土曜講座、

Webinar、2022 年 11 月 5 日

・ 青柳憲昌（新聞報道）：「コンクリート寺院・仏舎利塔　大正初期函館に日本初 RC 造」『北

海道新聞』2022 年 6 月 23 日 9 面

・ 青柳憲昌（新聞報道）：「収蔵庫　文化財防災の象徴」朝日新聞（全国版）2022 年 3 月 30

日 29 面

・ 青柳憲昌（招待講演）：「青柳憲昌著『日本近代の建築保存方法論─法隆寺昭和大修理と同

時代の保存理念』を読む」第 8 回日本建築学会近畿支部建築史部会公開研究会、2022 年

12 月 3 日、於・大阪科学技術センター 404 号室

・ 青柳憲昌（招待講演）：「構法史――いまつくるための建築史」『構法史のアクチュアリティ

──構法と歴史から、いまつくることを考える』（日本建築学会大会パネルディスカッショ

ン）2022 年 9 月 8 日、日本建築学会大会（北海道科学大学）

・ 原田真衣，荒井勇哉：「避難施設でも使える段ボール家具」，えふえむ草津の番組「Happy 

BOUSAi」出演

・ 荒井勇哉，山田悟史：「文化財がなぜ大切かを体験的に学ぶ−斗供を例にした木割法・木

組−」，東近江 スマイルネット　e おうみ NOW 11/23 号

・ 荒井勇哉，山田悟史：「地域の文化財に触れて ダンボールで斗供体験」，滋賀報知新聞，

2022 年 11 月 23 日（水）　第 19513 号｜東近江・湖東ニュース


