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1. はじめに

歴史環境と調和した防災まちづくりと
その支援システム
樋本圭佑†

横山昇平††

わが国の都市は，焼損建物数が 1,000 棟を超えるような大規模な市街地火災を数多
く経験してきた．こうした危険性は，多くの木造建物が密集する市街地において特に
顕著であり，ひとたび火災が発生すれば容易に延焼火災へと発展する可能性が高い．
延焼火災の潜在的危険性を有する木造密集市街地は，大都市をはじめとして全国に幅
広く分布しており，その対策の重要性が指摘されている．こうした市街地に対する防
火対策としては，一般に，狭隘道路の拡幅や，老朽化した建物の更新，大規模な再開
発といった手法が採られ，火災に対して脆弱な市街地構造そのものの改良が図られる
場合が多い．
一方，伝統的建築物が建ち並ぶ市街地も，やはり密集市街地に分類され，その他の
一般の密集市街地と同様に，延焼火災の危険性が高い．特に，伝統的木造市街地の建
物に見られる木部を露出させたファサードは，伝統的景観の重要な要素となっている
反面，隣接する建物からの延焼を助長する要因ともなっている．このような特徴ある
市街地の改良は，都市の文化的資産を継承する観点から特別な重要性を有しているが，
上記の一般市街地での対策を伝統的市街地で採れば，特徴的な景観そのものを損ない
かねない．このため，散水設備の整備や，地域住民による消火活動体制の充実，建物
の部分的改修などのように，既存の市街地構造に手を加えることのない対策が，複数
組み合わせて採用されることが多い．
各種防火対策の効果を評価し，有効な対策についての指針を得るためには，密集市
街地の延焼火災リスクを対策前後で比較評価できることが不可欠である．市街地での
火災延焼性状を時系列で予測する，いわゆる延焼モデルは，延焼火災リスク評価に利
用可能なツールの 1 つである．しかし，伝統的な木造密集市街地で採用可能な対策は，
散水設備や住民の消火活動のように非建築的な要因に基づく対策であったり，建物の
部分的改修のように建築部材レベルの比較的小規模な対策であったりする．このため，
延焼モデルでは，多様な対策の効果を組み込むために必要な延焼メカニズムが陽に定
式化され，かつ，壁や開口部と言った小規模な空間スケールの対策の有効性を評価可
能でなければならない．
こうした目的の下，筆者らは，現象の物理的知見に基づく新しい延焼モデルを開発
し[1]，これを利用した市街地火災リスク評価手法の整備を進めてきた[2]．ただし，本
延焼モデルには GUI（Graphical User Interface）が備わっていなかったため，リスク評
価の実施にはプログラミング言語に関する基礎的な知識が必要となり，防災まちづく
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主に木造建築物で構成され，火災に対して脆弱な歴史的市街地の安全を確保する
にあたっては，一般の市街地の場合とは異なり，市街地の文化的価値の保全に配
慮した対策を講じる必要がある．本報告では，建物が密集する市街地における火
災延焼被害予測モデルと，それを活用した，歴史的市街地への適用も可能な防災
まちづくり支援システムの開発の取り組みを紹介する．

Disaster-Resilient Urban Planning in
Harmonization of Historical Site Preservation –
A Support System
KEISUKE HIMOTO† SHOHEI YOKOYAMA††
TAKEYOSHI TANAKA†
Historical environment in Japan is vulnerable to fire in general, since it consists of
traditional wooden houses with small separations kept between each other. Although
certain measures need to be applied to such area, special attention is necessary for
designing measures in order to preserve its cultural uniqueness. In this report, outline of
a physics-based urban fire spread model is described. The model is capable of evaluating
quantitative effect of fire safety measures often applied to historical environment. An
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りの実務レベルへの浸透には至っていなかった．そこで本研究では，市販の GIS
（Geographic Information System）を入出力操作の統一プラットフォームとして採用す
ることで，視覚的な操作によりリスク評価が可能な，防災まちづくり支援システムを
開発することを目的とする．本報告では，こうした研究の端緒として，防災まちづく
り支援システムの基盤となる延焼モデルの基本性能を概説し，伝統的な木造密集市街
地の一つである京都市東山区を対象としたケーススタディを通じて，本支援システム
の特徴と今後の開発課題について整理する．

⎧
d
(c P ρ i TiVi ) = Q& B ,i + c P m& F ,i TP − ⎪⎨
dt
⎩⎪

(

∑(

ij

− m& ji

)

Spotting of firebrands

ΔT∞

m&

m&

m&

∑ Q& L &
QB

m&

∑ Q& L & m&
QB

m& q& ′′
R

q& ′R′

q& ′R′

m&

m& Q&
B

∑ Q& L &
QB

m&

m&
q& ′R′

Q& B

m&

m&

⎪⎫
m& ij Ti − c P m& ji T j ⎬
⎪⎭

)

)

(2)
(3)

(4)

3. 京都市東山区を対象としたケーススタディ
本延焼モデルの最大の特長は，現象の物理的知見に基づき定式化されている点にあ
る．このため，例えば，散水設備の整備や，地域住民による消火活動体制の充実，建
物の部分的改修など，伝統的な木造建築物が建ち並ぶ歴史的市街地にも採用すること

Thermal radiation heat transfer from fire involved buildings
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ここで， c P は比熱， ρ は密度， T は温度， TP は可燃物の熱分解温度， V は体積， Y
は化学種の質量分率， m& F は可燃物の熱分解に基づく可燃性ガスの生成速度， m& は開
口流量， Q& B は発熱速度， Q& L は開口部や壁などを経由した失熱速度の和， Γ& は化学
種の生成速度を表している．また，添え字の ij および ji は検査体積間の気流の方向，
O は酸素， F は可燃性ガスを示している．上式(1)～(4)を連立して解くことで，建物
内部の気体温度，密度，化学種の質量分率の時系列変化を計算する．
一方，燃焼状態にある建物から周辺の建物への火災拡大は，次のいずれかの要因，
もしくはこれらの要因が複合して作用することによってもたらされるものと考える．
1) 火災室内の高温ガスや開口噴出火炎といった熱源からの輻射熱伝達
2) 市街地風によって火災建物の風下側に形成される熱気流からの対流熱伝達
3) 市街地風によって飛散する火の粉
この結果，以下の要件が満たされた場合に，火災建物からの熱的影響を受けた建物内
部の可燃物の着火，すなわち延焼が起こるものとみなす．
1) 開口を経由して入射する熱流束が可燃物の着火限界値を超えた場合
2) 木質系の外装材温度が木材の着火限界温度を超えた場合
3) 十分な熱エネルギーを有する火の粉が可燃物上に落下した場合
本モデルにより各種防火対策の有効性を評価するには，防火対策の内容に応じて，上
記モデルの修正，もしくは新規サブモデルの追加を行う必要がある．例えば，消火活
動による火災抑制効果を評価するには，基礎式(1)～(4)に対して，水分蒸発に伴う潜熱
消費の効果を組み込むと同時に，火災の発生位置と時刻に応じた住民の対応行動モデ
ルを追加する．また，建築材料の物性値や燃え抜け時間といった設定条件を変更する
ことで，建物構成部材の防火補強の効果を評価することが可能になる．

j
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本研究で利用する都市火災性状予測モデル[1]の概要を図 1 に示す．本モデルでは，
都市火災を複数の建物火災の集合と捉え，他の建物火災の影響下における個々の建物
火災の燃焼性状を予測することで，市街地全体の火災性状予測を行う．
まず，建物内部の火災性状を予測するにあたっては，建物を構成する各室空間を検
査体積とみなし，検査体積ごとに定式化される火災性状の支配方程式を連立して解く
ことで時々刻々の予測を行う．一般に，隣接する建物への延焼は，建物内部が最も激
しく燃焼する火災盛期に起こる．この期間の火災継続期間における割合は高く，また
火災室内の温度分布は場所によらず概ね一様となっていることから，こうした仮定は
妥当と考えられる．この場合，任意の検査体積における質量，熱エネルギー，ならび
に化学種の質量分率の各保存式は次のように表すことができる．

∑ (m&

L ,i

d
(ρ iViYX , i ) = Γ& X , i − j m& ij Y X , i − m& ji YX , j
dt
また，気体の状態方程式は次のように表わされる．

2. 都市火災の物理的延焼性状予測モデルの概要

d
(ρiVi ) = m& F ,i −
dt

) ∑ Q&

都市火災の物理的延焼性状予測モデル
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のできる各種対策の有効性を定量的に評価することが出来る．こうした延焼モデルの
基本的性能を示すため，京都市東山区を対象とした市街地火災リスク評価のケースス
タディを行う．図 2 は計算対象となる市街地の航空写真を示したものである．対象地
域の広さは東西方向に 2km，南北方向に 1.5km であり，東側の東山と西側の鴨川に挟
まれたなだらかな傾斜地に多くの木造住宅が建ち並んでいる．また，図 3 に示すよう
に，同地区には多くの文化財建造物も集積しており，地震火災の被害軽減策を講じる
必要性が特に高い地域でもある．

延焼速度は最も大きいが，南北方向の延焼は広幅員道路によって抑えられている．12
時間分の計算を終えた時点での焼損建物数は，最終的に 1,969 棟となった．これに対
し，約 11 時間延焼が継続した 1976 年の酒田市大火での焼損建物数は 1,744 棟であっ
た[4]．延焼に関係する条件は，両者の間で異なるのは当然であるが，火災の規模その
ものは似通った結果となった．
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まず，出火点を対象地域の中心付近に設定し，火災延焼シミュレーションを行った
場合の結果を示す．計算に必要な情報のうち，建物形状，構造，および市街地の地形
に関する情報は，都市計画図ならびに航空測量の結果をもとに作成した．都市計画図
によると，同地区にある計 7,909 棟の建物のうち，6,505 棟（82.2 %） が普通建物に
分類されるが，本計算ではこれらが木造建物であるものと仮定した．気温および風向・
風速の入力データは，AMeDAS 標準年気象データ（1981 年～1995 年）から，時間変
動の比較的大きな日のデータを選んで作成した．
計算結果の一例を図 4 に示す．ただし，出火点は図中に矢印で示しており，燃焼中
および燃え尽きた建物は，それぞれ赤と黒のポリゴンで表している．まず，出火から
5 時間後の様子を見ると，この出火から間もない初期段階においては，火災は出火点
の周りに同心円状に広がっているのが分かる．ただし，市街地風は西から東に向かっ
て吹いていたため，この段階で，すでに東大路通を飛び越した延焼が起こっている．
出火から 10 時間が経過した段階に至っては，火災領域の東端は東山の裾の市街地境界
まで，また西端は鴨川に達しようとしている．火災領域の東側は風下にあたるため，
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3.2 延焼火災リスク分析による既存壁の防火補強効果の評価

に評価できないため除いている．これによると，火災延焼リスク は，計算対象領域の
南西部分で最も高く，東側部分で相対的に低くなった．また，幅員の広い道路（>15m）
に沿った町丁目は，隣接する地区からの延焼が起こりにくいため，全般的に火災延焼
リスク が低く評価される結果となった．計算領域の東側で地区延焼リスク が相対的
に低く評価されたことは，地域の片側が東山に面しており，そちらからの延焼がない
ことと，全体的に空地が広く含まれていることが理由と考えられる．ただし，ここで
評価した火災延焼リスク は，建物の形状や配置，地形といった市街地の構造的要因の
みによって決まる危険性を表しており，消防隊や住民による消火活動の効果は評価で
きていない．
こうしたリスク評価結果を活用することにより，各種対策の効果を定量的に評価す
ることができる．ここでは，敷地の境界部分にある既存戸境壁の防火補強を例にとり，
対策が実施された場合の火災延焼リスクの低減効果について調べる．具体的には，対
象地域の木造建物のうち 50%にあたる建物に対して対策が施され，それぞれの建物を
構成する外壁の燃え抜け時間（防火性能が表す指標の 1 つ[1]）が 20 分から 40 分に伸
びたものとして火災延焼リスクの計算を行った．なお，歴史的市街地では，一般に，
間口が狭く，奥行きが深い敷地割りとなっている．こうした敷地割りでは，建物の戸
境壁が，隣接する建物の戸境壁と接した状態になっているため，補強状況が通りから
は確認できず，市街地景観への影響が小さな対策と言える．
この結果を図 5(B)に示す．建物個々の防火性能が向上したことにより，計算対象地
域の南西部で高かった火災延焼リスクがいくぶん低減されていることが分かる．ただ
し，その効果は限定的であり，依然として RR が 0.10 以上の高リスク地域が残されて
いる．これは，外壁の防火補強により，延焼速度を遅延する効果は得られたものの，
延焼の発生そのものを防ぐことまではできなかったことが原因と考えられる．今回の
計算では消防隊や住民による消火活動の効果については検討できていないが，外壁の
防火補強により延焼速度を遅らせることができれば，こうした消火活動が機能する余
地ができ，リスク低減効果を向上させることができるものと考えられる．

上に示した内容は，ある出火・気象条件下での火災延焼シミュレーションの結果で
あり，これが対象地域の火災延焼リスクを表しているわけではない．そこで，出火条
件ならびに気象条件の確率的変動を考慮したモンテカルロシミュレーションを行うこ
とにより，次のように定義する地域の火災延焼リスクを評価する．
N

RR ≡

∑ (p

R ,i

i =1

nR

LR ,i )
(5)

ここで， p は事象の発生確率，L は焼損建物数，n R は地区内の建物数，i はある事象，
N は想定される事象の総数を示している．式(5)に定義した RR は，ある地区における
焼損期待値を表しているが，町丁目単位の 火災延焼リスクを評価することを念頭に置
いており，地区内の建物数 n R で正規化することで，面積や建物数が異なる地区間の相
互比較行えるようにしている．
火災による焼損建物数 L を左右する確率変数には，出火条件（出火場所および時刻）
および気象条件（気温，風向，風速）を採用した．このうち，出火時刻は建物構造，
用途に関わらずランダムに与えることとした．延焼性状の計算は出火後 12 時間までと
し，この間の気象条件の時間変化については，AMeDAS 標準年気象データ（1981 年
～1995 年）を再現するように確率的に与えた．
試行計算を 500 回繰り返した場合の火災延焼リスクの評価結果を図 5(A)に示す．た
だし，計算領域の端部の町丁目については，隣接する町丁目からの延焼の影響を適切

4. GIS を利用した防災まちづくり支援システムの開発
4.1 防災まちづくり支援システムの開発状況

本延焼モデルの特長は，空間スケールの異なる様々な対策の効果を定量的に評価で
きる点にあり，従来のモデルでは困難であった，歴史的市街地の防火対策の立案・検
討も可能となっている．ただし，これまでの延焼モデルには GUI が備わっておらず，
このことが本モデルの実務レベルでの利用を阻害する要因の一つとなっていた．関連
する問題として，本延焼モデルを利用した計算を行うにあたっては，建物や地形とい
った市街地情報や，風向・風速といった気象情報を入力データとして加工する作業を，

(A) 現状
(B) 防火補強実施率 50％
図 5 京都市東山区における火災延焼リスクの推定結果
（火災延焼リスク：■0.00～，■0.02～，■0.04～，■0.06～，■0.08～，■0.10～，■0.12～）

4

ⓒ2009 Information Processing Society of Japan

Vol.2009-IS-109 No.8
2009/9/15

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

ユーザー
計算条件の指示
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入力データの取得

GIS
計算条件の指示
入力データの設定

地理情報データベース
(建物・地形・道路など)

気象データベース
出力データの保存
計算結果の出力

(AMeDASなど)

部材性能データベース
(物性値・耐火試験結果など)

延焼モデル
延焼シミュレーション

入出力データベース
防災まちづくり
支援システム
図 6 防災まちづくり支援システムの構成
テキストデータを編集することによって行ってきた．また，計算結果の可視化には，
複数の可視化ソフトウェアを併用していたことなどもあり，操作環境が十分に整備さ
れていなかった．
そこで，延焼モデルを利用した防火対策立案・検討の統一された操作プラットフォ
ームとして，GIS を採用することにより，上述の問題の解決を図ることとした．ここ
では，延焼モデルを統合した GIS 操作環境を防災まちづくり支援システムと呼ぶ．図
6 は，その構成を示したものである．ユーザーは GIS のインターフェースを操作して
計算条件を設定し，それを受けた GIS が地理情報や気象，建物部材性能などの各種デ
ータベースにアクセスして入力データの加工を行う．これを延焼モデルが読み込み，
延焼シミュレーションを実施し，計算結果を再び GIS へと返す．計算結果はさらにデ
ータベースへと送られ，市街地上の個別の建物の燃焼状況や，市街地全体の焼損状況
といった情報の更新が行われる．更新されたデータベース情報を GIS 上で表示・可視
化することにより，ユーザーは各種条件における防火対策の有効性を比較・検討する
ことができる．
図 7，8 は，防災まちづくり支援システムのインターフェースの表示例を示したも
のである．対象地域の地図を参照しながら入力条件を設定することができるようにな
り，作業性が大きく向上したのと同時に，入力データを機械的な操作で加工すること
ができるようになり，これまでは起こりがちであった加工誤りを減らすことができた
（図 7）．また，計算結果の出力を GIS 上で併せて行えるようにし，計算終了から可視
化に至るまでのタイムラグを減らすことができた点は，複数の対策を同時並行的に検
討しなければならない実務での利用を考える上で特に有効と考えられる（図 8）．本シ
ステムは開発途上にあり，例えば，図 5 に示したリスク比較による対策の有効性評価

図7

図8
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入力条件設定画面の表示例

計算結果の可視化の一例（出火から 4 時間後）
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を現時点で行えるようにはなっていない．今後，こうした課題に取り組み，本システ
ムの実務での利用を可能にする必要がある．
4.2 歴史的市街地への防災まちづくり支援システム適用に向けた課題

歴史的な木造市街地は，基本的に火災に対して脆弱であると同時に，その文化的価
値を保全するには防火対策の内容にも大きな制限が加わらざるを得ない．このことを
考えれば，ある個別の対策だけで十分な火災安全性能を確保することは困難なため，
対象となる市街地の特性を踏まえた上で，いくつかの対策を組み合わせる方法を採ら
ざるを得なくなるものと考えられる．こうした方法を可能にするには，建物内部の間
仕切り壁の改変・補強といった建築部材スケールの対策から，細街路の広幅員化や消
防水利の適正配置といった都市計画スケールの対策まで，幅広い内容の対策について
その有効性を総合的に評価できるようなシステム作りが必要になるものと考えられる．
今後は，如何に本システムを発展させ，より多くの対策オプションを，ユーザーに分
かり易い形で比較検討できるようになるかが課題となってくる．

5. おわりに
本報告では，都市火災の物理的延焼性状予測モデルを利用して，京都東山地区にお
ける市街地火災の延焼シミュレーション，および同地区の火災延焼リスク評価を行っ
た．また，対象地区に適用される防火対策の有効性評価は，火災延焼リスクを求め，
これらを対策前後で比較することにより可能になることを示した．なお，本研究の最
終的な目標は，歴史的市街地の防火対策の検討に利用可能な防災まちづくり支援シス
テムを開発することにある．本報告では，その取り組みについて紹介し，今後の検討
課題を整理した．
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