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研究成果の概要：本研究は，地方都市の防災まちづくりの推進に寄与するため，地域住民の防

災意識啓発，まち歩きと課題整理，市街地整備の素案づくり，防災訓練などの実践的取組に役

立つ，インタネット上で使える防災まちづくり支援ツールの試作版を開発し，防災まちづくり

に取組む地域現場での運用実験を行い，その有用性を示した。またこれらのツールを活用した

防災まちづくりアクションプランニング手法の提案に向けた課題を整理した。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

２００６年度 6,900,000 0 6,900,000 

２００７年度 4,000,000 1,200,000 5,200,000 

２００８年度 3,600,000 1,080,000 4,680,000 

年度  

  年度  

総 計 14,500,000 2,280,000 16,780,000 

 
 
研究分野：都市計画・地域計画 
科研費の分科・細目：都市計画・建築計画・ 
キーワード：都市整備，地方都市，計画支援技術，防災まちづくり，GIS 
 
１．研究開始当初の背景 
１）安全な市街地形成と支援技術 
 大震災時において，甚大な被害が予測され
る木造密集市街地の改善は，国の都市再生プ
ロジェクトに取り上げられるほど枢要な課
題である。そこでは，地域の実情に応じて，
効果的な防災性向上を図るため，住民が主体
となって合意形成し，相互に連携を図りなが
らまちづくりを推進していくことが求めら
れている。このような防災まちづくりの支援
技術開発とその成果を活かした住民の防災
意識の向上や安全な市街地形成の推進方策
が喫緊の課題となっている。 
２）地方都市の防災まちづくり 

一方，地方都市の防災まちづくり推進を考

えると，そこには東京，大阪とはその問題の
規模，レベル，質において異なる「密集」市
街地が存在している。 
これまでの筆者らの成果から，地方都市の

地震防災上の問題市街地は，ほぼ｢集落基盤
未整備型｣「旧市街地基盤未整備型」「耕地整
理型」に分類され，面的拡がり，建物密度，
危険度レベルが東京，大阪のそれとは基本的
に異なること，また，その市街地は戦災を受
けずに戦前からの町並みが継承・残存してい
る部分もあり，地域資源としての町並み景観
的価値を有する箇所と一致するケースが多
い。当然ながら，そのような地区では 70 年
以降の新市街地にはない旧来の地域コミュ
ニティが存在している。市街地の問題がある
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特定の問題に特化しているわけでなく，防災
と景観，市街地整備を総合的に捉え，地域住
民のまちづくり意識啓発と住民参加型の計
画策定，事業実施を図ることにより，災害に
強い良好な市街地形成を図って行くことが
求められると言える。このため，技術開発や
まちづくり推進方策で検討すべき事項が自
ずと異なってくる。 
 
２．研究の目的 
以上の背景と問題意識から，本研究は，地

方都市の木造「密集」市街地を解消し，住民
主体による良好な市街地形成の推進に役立
つ防災まちづくり支援ツール開発と，それを
活用した防災まちづくりアクションプラン
ニング手法の確立を目指して研究を進めて
きた。 

具体的には，地方都市の景観にも配慮した
防災まちづくり推進に寄与することを狙い
として，次の 2 点を目的とした。 
1) Web上で操作できる統合型GIS支援ツー
ルの開発と実証実験を行い，そのツールの有
用性と実用化に向けた課題の検討 
2) 実践的研究開発を通じたツール活用によ
る防災まちづくりデザインプロセスの教材
試作 
 
３．研究の方法 
目的 1)に対しては，防災まちづくりワーク

ショップの現場で，有効に機能し，参加者の
防災意識啓発，市街地整備素案づくり，そし
て地域防災力の向上に役立つ防災まちづく
り支援 WebGIＳの試作版の開発を進め，防災
上問題のある市街地整備を考えるワークシ
ョップ現場での運用実験を行い，その有用性
と実用化の課題を検討してきた。 

システムの役割としては，地域防災点検マ
ップ作成を支援し，市街地整備に伴う延焼抑
止効果や災害時行動困難性の低減効果等を
住民が視覚的に理解することで，ハード・ソ
フト両面の防災対策の立案を支援し，またソ
フト面では地域の主体的取組みや防災意識
などの地域防災力評価を支援することを目
指したもので，これらの機能を備えた次のよ
うなツール開発に取り組んできた。 

①防災点検マップ作成支援ツール，②3m
セル単位の延焼シミュレーションによる延
焼危険度評価手法，③避難等の災害時行動困
難性評価手法，④市街地整備方策検討支援ツ
ール，⑤防災対策立案支援ツール，⑥地域防
災力評価支援ツールの６つの支援ツールで
ある。 
目的 2)に対しては，上記の各種支援ツール

の防災まちづくり現場での実証実験を積み
重ねながら，研究代表者が主宰し,研究分担者
が参加する「地方都市防災まちづくり研究
会」での地方都市の防災まちづくり計画論，

実践論にかかわる議論も踏まえながら，地方
都市の町内会等で活用されることを前提に，
PDCA サイクルによる継続的な取組みを可
能する，支援ツールを活用した災害に強いま
ちづくりアクションプランニング手法とし
て取りまとめることを目標に，その枠組みを
検討してきた。 
 
４．研究成果 
(1)延焼シミュレーションと延焼危険度評価
手法のシステム化 
（延焼シミュレーション） 
木造の古い建物が密集する市街地では，延

焼の抑制が重要課題の一つである。地域住民
が主体となる防災まちづくり現場で，デジタ
ルマップ上に再現した実際の市街地を対象
に延焼シミュレーションを実施し，道路拡幅
や広場・公園の整備，建物の耐火化などの整
備を施した状態と現状市街地の延焼シミュ
レーション結果を比較し，整備前と整備後の
延焼の広がり方の違い，つまり市街地整備に
よる延焼抑止効果の情報を，視覚的に分かり
易く定量的に提供できれば，具体的防災対策
の検討や防災まちづくりの気運を高めるた
めの意識啓発に役立つ。 
 図 1 は，開発した延焼シミュレーション結
果の表示例である。 
 この機能は，出火点や風向・風速を任意に
設定可能であり，出火点は複数設定すること
もできる。市街地整備のメニューとしては，
建物構造の変更，建物の撤去，道路拡幅，空
地・公園整備などが用意されている。また，
整備前後のシミュレーション結果を比較表
示することも可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（延焼危険度評価手法） 
 延焼シミュレーションは、ある任意の出火
点と風向・風向下における延焼の状況を情報
提供するものである。それは住民の防災に対
する意識啓発に極めて有効なツールである
ことを，実証実験を通じて明らかにした（図
書①）。しかし一方で、行政と住民が協働で
具体的な市街地整備計画を検討する場面で
は，現状市街地の延焼危険性を計画的観点か

図 1 Web 上での延焼シミュレーションの様子 



 

 

ら科学的・客観的に評価する必要があると考
えられる。また、住民らが作成した整備素案
の合理性や妥当性を包括的に評価、検証する
場面も想定される。そのため，検討対象地区
全体の燃えやすさ＝延焼のしやすさの定量
的評価が必要である。 
 このようなニーズに応えるため，ここでは，
拙稿（論文⑤）の延焼 CA モデルを用いて，
延焼危険度評価手法を開発し，そのシステム
化を試みた。 
 ある対象エリア内の出火可能性のあるす
べてのセルを対象に，東西南北 4方向の風向
（風速は対象エリアの平均風速）ごとにシミ
ュレーションを行い，その結果の各セルの延
焼回数から延焼確率を求め，これをセル単位
の延焼危険度指標とした。ここで言う延焼回
数とは，各シミュレーションで出火から 2時
間後に鎮火状態となった回数を指す。式で示
すと以下のとおりである。 
 
 
 
 ここで，Pi はセル i の延焼危険度評価値，
Ni はセル i の延焼回数，S は対象エリア内の
出火可能性のあるセル数，W は風向数(＝4)，
I はイテレーション回数，Au は延焼確率を求
める基準となる一定面積，As は対象エリア面
積である。 
 実際の試算では，延焼危険度評価指標とし
て求める延焼確率を，「半径 50m 以内で火災
が発生した場合に当該セルが延焼を受ける
確率」と定義し，Au は 7850ｍ2とした。I は
50 回とした。 
 この指標による延焼危険度評価ツールは、
現状市街地や市街地整備代替案の延焼危険
度を客観的に評価可能な機能である。図 2に
延焼危険度評価の例を示す。 
(2)災害時行動困難性評価手法とシステム化 
 「防災まちづくり総プロ（H12-14）」で開
発された手法を踏襲して，ここではまちづく

り現場での活用を前提に，建物単位で行動困
難性を評価する手法を開発した。評価対象は，
地方都市での活用を前提に，「近隣待避場所
への避難」「一時避難地への避難」「消火活動」
「救出救護活動」とした。 
 本手法は，建物倒壊に伴う道路閉塞状況を
考慮した，各建物から避難地等までの 短経
路による非到達確率と到達距離をモンテカ
ルロシミュレーションで求める。このため評
価指標として安定した信頼性の高い値を得
るためには繰り返し演算回数が問題となる。
またまちづくり現場での活用を考えると，計
算時間の問題も生じる。そこで，手法開発で
は 短経路探索のアルゴリズ改良に加え，繰
り返し演算回数と演算時間に影響を与える
要因の分析を行い，その上でバラツキの小さ
い信頼性の高い評価値（ここでは,シミュレ
ーションごとの建物単位の非到達確率の誤
差が 5％以内に収まる建物数が対象地区全建
物数の 70％を越える場合としている）を得る
必要 小限の繰り返し演算回数と演算時間
を推定するための重回帰モデル式を構築し
た。 
 現時点では，信頼性ある評価値を得るには，
道路ネットワークの規模と行動の目的地数
が大きい場合には数時間以上の時間を要す
る。まちづくり現場の話合いの場でリアルタ
イムに評価結果を得るには，評価演算を高速
演算サーバやグリッド環境等の分散処理技
術が不可欠である。今回構築した重回帰モデ
ル式から，必要 小限の演算回数と演算時間
の情報を得ることができるため，Web 上での
リアルタイムなレスポンスを可能にする演
算サーバ環境と統合した WebGIS システムの
構築に目途を立てることができた。 
 図 3 は，近隣待避場所への非到達確率を示
す。地方都市の問題市街地では局所的密集が
ほとんどであり,いざという時のとりあえず
の避難地として，近隣の空地や駐車場が多く
存在する。まちづくりの現場で、整備による
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定量的かつ視覚的な行動困難性の低減効果
に関する情報の提供で，防災対策等を話し合
う有効な材料となると考えられる（論文④）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)防災対策立案支援ツールの開発 
 本ツールは，防災まちづくりワークショッ
プ（WS）で具体的な防災対策を住民が考える
際の合意形成支援を目的に開発した。 
 システムは，WS で住民が地区の防災上の課
題を検討する場面での利用を想定した課題
検討サブシステム，防災対策の立案を検討す
る場面での利用を想定した対策検討サブシ
ステム，及び課題と対策のデータベースから
構成される。課題検討には一対比較法を，対
策検討には AHP を用いている。 
 試験開発したシステムの実証実験結果か
ら，本ツールが WS 参加者の防災上の課題や
対策に対する考えの相違を調整しながら防
災対策をまとめ，合意を図っていく際に有効
であることを示した（論文⑦）。 
 図 4 は，整理された課題に対する対策を考
える際の一場面である。 
(4)地域防災力評価支援ツールの開発 
 これは、防災まちづくり支援技術の一つと
して、自治会等の地域コミュニティレベルの
地域防災力を評価する手法の開発を試みた
ものである。 
 既往研究と防災に関する専門家へのヒア
リング調査を基に，地域の災害時対応能力を
構成すると考えられる評価の視点と項目，指
標を設定し，その上で，評価構造の階層を ISM
（Interpretive Structural Modeling）を用
いて定量的に構築した。さらに AHPを用いて，
各評価項目の重み付けを行い，地域の災害時

対応能力評価のための階層構造を構築して
いる。加えて，DEMATEL 法（Decision Making 
Trial and Evaluation Laboratory）を用い
て，地域の災害時対応能力の基礎となる評価
項目間の影響関係とその度合を明らかにし
た。 
 そして，愛知県豊橋市の自治会を対象とし
て，試験的に開発した手法を適用し，この手
法により地域の災害時対応能力の定量的評
価が可能であることを確認した（論文①）。 
(5)統合 WebGIS 試作版の開発 
 現在までに，①防災点検マップ作成支援ツ
ール，②3m セル単位の延焼シミュレーション
ツールと延焼危険性評価手法，③災害時行動
困難性評価手法，④市街地整備方策検討支援
ツールを統合的に Web上で使えるプロトタイ
プタイプシステムを構築している。また⑤防
災対策立案支援ツールは，独立した Web シス
テムとして試験的に開発した。 
 各ツールは，これまでに実際の防災まちづ
くり WSの住民同士の話合いの場で活用して，
その有用性を実証してきた。 
 図 5 は，②の延焼シミュレーションシステ
ムにおける GISサーバとクライアント側との
データフローを示す。 
また図 6に示すように，②の延焼危険性評

価手法と③災害時行動困難性評価手法と GIS
の統合では，膨大な処理時間を要する評価計
算を専用の高速演算サーバが負担し，GIS サ
ーバとのデータ入出力を可能とするシステ
ム環境構築の目途を立てることができた。こ
れにより，まちづくり現場で，仮想的な市街
地整備の延焼抑止効果と災害時行動困難性
の低減効果を，よりリアルタイムに確認でき
る情報提供が可能となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 防災対策立案支援ツールの一場面 
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図 3 災害時行動困難性評価手法の適用例 
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図 5 延焼シミュレーションシステムの GIS サーバ

とクライアントの各種モジュールとデータフロー 
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システムの基盤となる地図データは，自治体
で整備している都市計画基礎調査等のデジ
タル地図で十分に対応できる。これに建物構
造，建築年代，階数，道路幅員等の属性情報，
および避難地や水利等の防災関連施設の位
置情報があれば，システム運用は可能である。 

データ整備の容易さも考慮してシステム
は自治体単位での導入・運用を想定して開発
してきた。まちづくり現場でのシステム活用
は一般に自治会単位となることが想定され
るため，システムのトップページからユーザ
名とパスワードで入り，まずは対象となる地
区を選択することから始まる。 

図 7は，ある検討対象地区での地図，延焼
シミュレーション結果，災害時行動困難性評
価，防災点検マップを表示した例である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6)「ツールを活用した災害に強いまちづく
りアクションプランニング手法」 
独自に開発してきた各ツールの有用性検

証を目的として,住民と行政が協働で話し合
う防災まちづくり WS等の現場で実証実験（図
8 参照）を繰り返し実施してきた。これらの
実証実験は，一方でツールを活用したアクシ
ョンプランニング手法を検討する場でもあ
った。これら実践的取組を通じて，地方都市
の問題市街地の改善に役立つ，ツール活用に
よるアクションプランニング手法の提案に
向けた課題等の整理を行ってきた。 
住民主体の防災まちづくりの取組初期の

意思啓発，まち歩きと課題整理，目標づくり，
耐震診断ローラー作成や防災訓練・DIG 等の
実践段階，実践結果の確認と点検，目標達成
に向けた改善策の検討といった PDCA サイク
ルに基づく，地方都市の実情に配慮したまち
づくり手法と，各場面におけるツールを活用
した取組手法の提案を予定している。 

 
 
(7)今後の課題と展望 
まちづくり現場での統合 WebGIS ツールの

利活用という実用化に向けた課題として， 
1) グリッドコンピューティング等の分散処

理技術の援用によるリアルタイム評価 
2) より分かりやすく直感的理解を支援し，

合意形成を容易にする情報提供技術 
3) 素人でも操作が容易なインターフェイス

の提供 
4) システムの運用・管理上の課題整理 
などが挙げられる。 
また,ツール活用によるまちづくり手法の

確立に向けては，地方都市の実情に応じた防
災まちづくりの計画論の確立と，防災のため
のまちづくりではなく，防災から始まる持続
的まちづくりのプランニング・デザイン手法
へ展開していく予定である。 
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図 7 統合 WebGIS 試作版（最上段：地図情報表示例，

2 段目：延焼シミュレーション実施例，3 段目：災害時

行動困難性評価例，最下段：防災点検マップの例） 

図 8 WS でのツール活用の実証実験風景 
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