２. お住まいを改修・修繕する機会に、防火・耐震補強を一緒に！
①火災や地震はいつ起こるかわかりません。改修・修繕の際に、もう少し手を入れ、暮らしやすさとともに、
安全性を高める防火・耐震補強を一緒に行い、建物全体の防火・耐震性をバランスよく高めていきましょう。
②安全性が落ちないように、補強後も定期的に点検・手入れをしていきましょう。
③日 常の暮らし方の工夫や、まちの人々との助け合いによって、「まちの安全性」

を高めていくことも大切です。

改修後

屋根・外まわり、通り庭、座敷、水まわりの改修を行いました。くわしくは中面をご覧下さい。
★建 物の外まわり（外壁土壁・化粧軒裏・建具）は、歴史あるまちなみ景観にふさわしい
伝統意匠を守りながら、近隣で火災がおきても一定時間内（外壁は 30 分間）は家の中に
燃え移るのを防ぐ法律の防火性能を確保しました。

防火性の向上

★修繕と補強により構造をしっかりさせたので、火災時に建物が壊れにくくなり、
火災による被害の発生や近隣への延焼のおそれもおさえられます。

―――

◦塀の転倒防止
◦隣 地への非常
口を設置

耐震性の向上

ひと工夫すれば、
他の現代的な木造住宅と同等の防火性能を実現できるようになりました。

最近の研究開発によって、木や土壁を使った伝統的な木造住宅でも、法律の
防火・耐震性能を満たせる方法が、解き明かされてきました。
火災や地震から「いのち」と「暮らし」を守り、被害を最小限におさえるよう、
お住まいを改修・修繕する機会に、伝統的な木造住宅の魅力を活かした防火・
耐震対策を一緒にしませんか！

２. 建物の特徴を活かして、計画的に防火・耐震補強を行いましょう

関西木造住文化研究会とは

改修前

◦平成 10 年 11 月に、「地域固有の木造伝統住文化を活かした、安心して暮らし続けられる住まい・まちづ
くりの実現」を目標に発足しました。
◦各 種の調査や実験による検証を通して、京都の伝統木造住宅の防火・耐震性を向上させる研究開発に、
継続して取り組んでいます。
◦さまざまな分野の研究者・伝統技能者・建築実務者・市民等の協力による協働研究方式で進めています。

暮らしの不便さ

軒裏：2 階道路側はモルタル塗り、
その他は化粧軒裏

①土間の台所は暗くて寒い
②中部屋（中の間、１・２階）は窓がない

●今までの主な研究活動

③トイレ・浴室・洗面所には１階座敷を
通らないと行けない

◦関西の木造伝統住文化再生 5 ヵ年計画プロジェクト
  
『街区レベルの防災まちづくりと木造伝統住文化の共存手法の提案』（平成 11 ～ 15 年）
◦平成 14 年度京都市木造住宅振興支援事業補助研究「京町家防火・耐震工法開発の基礎研究」
◦平成 15 年度同上補助研究
「京町家防火・耐震性能評価手法及び改修手法の開発」

④階段は勾配がきつい
⑤水まわりの設備が古くなっているなど

木製建具

木製建具

防火上の問題点
★薄い片面塗りの隣家側の外壁土壁
（右図Ａ）＊2 は燃え抜けやすい
★木製の外部建具は火に弱い
京町家の振動実験
（平成 11 年～）

京町家の土壁耐震実験
（平成 12 年～）

京町家の腰板張り土壁
防火実験（平成 12 年～）

●参考文献

 西木造住文化研究会、「平成 17 年度 既存京町家の防火改修設計・施工マニュアル研究報告書」
関
（平成 17 年度京都市防災危機管理対策調査助成研究）
●活動の詳細 下記のホームページをご覧下さい。

上の写真の建物は

野々村織物株式会社
（京都市西陣地区大黒町）

耐震上の問題点
★細長い建物なので、ねじれやすい
★建物の間口方向に壁が少ない

●私たちも応援しています

★基礎石の上に立つだけの柱は不安定？

 ８年間、京町家の防火・耐震性能の向上を図るための研究を着実に積み重ねてこられた関西木造住文化研究会の説得力ある成果は、
市民のみなさんが、自らの手で京町家の保全・再生・活用を進めていく際の拠り所となる貴重な財産です。
さらなる今後のご活躍を期待しています。
（財）京都市景観・まちづくりセンター

編集・発行

TEL

関西木造住文化研究会

075-354-8701

  
（Kansai Association for the Research in Traditional Housings

★部材が細い
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★柱同士のつながれていない場所がある

URL：http://machi.hitomachi-kyoto.jp

改修後（防火・耐震補強）

改修前の通り庭

改修後
（防火・耐震補強）

「伝統木造住宅の防火性と耐震性を向上させる最新の研究成果」を暮らしの中に取り入れる方法をご紹介します

関西木造住文化研究会

★屋根が重い

など

＊1

 り庭：道路から敷地奥まで通り抜けられ
通
る吹抜けの土間空間

＊2

片面塗りの外壁土壁：
土壁は一般には両側から土塗りするが（
「両
面塗り」
）
、隣家と接しているときは外側を仕
上げられないため、屋内側から塗っただけの
薄い「片面塗り」になる場合が多い。

木製建具
木製建具、一般アルミサッシ
改修前

１階

Ａ片面塗りの土壁

★化粧軒裏は屋内へ燃え込みやすいなど
京町家の防火・耐震改修モデルの
設計と施工（平成 10 ～ 12 年）

④

住宅防火戸：
 律の防火規制場所に使える
法
住宅用アルミサッシ( 網入りガラ
ス入りなど )や木製サッシなど

屋根：土葺きの瓦屋根
壁 ：下地に竹を使った
伝統的な土壁

②

＊３

通り庭＊１のある木造住宅を、子供世帯が同居して改修する機会に、防火・耐震対策も一緒にしました。

②

★2階
  ◦子供世帯のフロアに。
  ◦ゆるやかな勾配の階段へ。

京都の伝統的な木造住宅をモデルに、具体的に考えてみましょう

Ａ片面塗りの土壁

★１階
  ◦将来、車イスの生活になっ
ても、簡易な改修で対応
できる安心な住まいへ。

から、一緒に行うと効率良く経済的です。

④

★建物内部
  ◦木・土壁の伝統的な意匠
や空間の魅力を活かしな
がら、居住性を高める。

②防火と耐震の補強方法は共通点が多く、耐震性の向上が防火性の向上につながります

１.お住まいの健康診断をして、防火・耐震上の弱点をきちんと調べましょう
使用材料・施工方法や老朽化・手入れの状況によって、防火・耐震の性能は大きく異なります。

暮らしの向上
★道路側の外観
  ◦伝統的な意匠を復元する。

①最近の研究開発によって法律が改正され、木の軒裏( 化粧軒裏 )や土壁を使った伝統的な木造住宅でも、


②

２階

◦化 粧軒裏を
防火補強

木や竹など主な材料は太陽エネルギーで再生産でき、土に還ります。木の住まいは鉄やコンクリー
トの建物より大量の二酸化炭素を貯蔵しており、かけがえのない地球を守ることにもつながります。

１. 木や土壁の特徴を活かして、防火・耐震対策を！

②


◦木製建具の内側
に防火戸を
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特性を活かした防火・耐震対策と定期的なお手入れをすれば、子供からお年寄りまで安心して心豊か
に暮らし続けられる長寿命の住まいになります。

歴史あるまちなみの魅力を守りながら
安心して暮らし続けられる道 が開けてきました

①⑤

◦細く長い柱を横材でつなぎ、柱の変形を防ぐ（屋根裏）

（屋根裏・２階吹抜けまわり）

◦木製格子の内側に
防火戸と障子を

◦細く長い柱を横材でつなぎ、柱の変形を防ぐ

１階

柱も太く）
＋耐震補強（押入の壁を板で補強）
、２階も同じ

親の寝室

◦防火戸へ
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命 を 守 り、 火 災 の 発 生 や
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ように、壁・床下・屋根裏・
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◦防火塀を
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を使用
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改修後
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に
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屋根・外まわり、通り庭、座敷、水まわりの改修を行いました。くわしくは中面をご覧下さい。
★建 物の外まわり（外壁土壁・化粧軒裏・建具）は、歴史あるまちなみ景観にふさわしい
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★修繕と補強により構造をしっかりさせたので、火災時に建物が壊れにくくなり、
火災による被害の発生や近隣への延焼のおそれもおさえられます。
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◦隣 地への非常
口を設置
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ひと工夫すれば、
他の現代的な木造住宅と同等の防火性能を実現できるようになりました。

最近の研究開発によって、木や土壁を使った伝統的な木造住宅でも、法律の
防火・耐震性能を満たせる方法が、解き明かされてきました。
火災や地震から「いのち」と「暮らし」を守り、被害を最小限におさえるよう、
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◦平成 10 年 11 月に、「地域固有の木造伝統住文化を活かした、安心して暮らし続けられる住まい・まちづ
くりの実現」を目標に発足しました。
◦各 種の調査や実験による検証を通して、京都の伝統木造住宅の防火・耐震性を向上させる研究開発に、
継続して取り組んでいます。
◦さまざまな分野の研究者・伝統技能者・建築実務者・市民等の協力による協働研究方式で進めています。

暮らしの不便さ

軒裏：2 階道路側はモルタル塗り、
その他は化粧軒裏

①土間の台所は暗くて寒い
②中部屋（中の間、１・２階）は窓がない

●今までの主な研究活動

③トイレ・浴室・洗面所には１階座敷を
通らないと行けない

◦関西の木造伝統住文化再生 5 ヵ年計画プロジェクト
  
『街区レベルの防災まちづくりと木造伝統住文化の共存手法の提案』（平成 11 ～ 15 年）
◦平成 14 年度京都市木造住宅振興支援事業補助研究「京町家防火・耐震工法開発の基礎研究」
◦平成 15 年度同上補助研究
「京町家防火・耐震性能評価手法及び改修手法の開発」

④階段は勾配がきつい
⑤水まわりの設備が古くなっているなど

木製建具

木製建具

防火上の問題点
★薄い片面塗りの隣家側の外壁土壁
（右図Ａ）＊2 は燃え抜けやすい
★木製の外部建具は火に弱い
京町家の振動実験
（平成 11 年～）

京町家の土壁耐震実験
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京町家の腰板張り土壁
防火実験（平成 12 年～）
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耐震上の問題点
★細長い建物なので、ねじれやすい
★建物の間口方向に壁が少ない

●私たちも応援しています

★基礎石の上に立つだけの柱は不安定？

 ８年間、京町家の防火・耐震性能の向上を図るための研究を着実に積み重ねてこられた関西木造住文化研究会の説得力ある成果は、
市民のみなさんが、自らの手で京町家の保全・再生・活用を進めていく際の拠り所となる貴重な財産です。
さらなる今後のご活躍を期待しています。
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「伝統木造住宅の防火性と耐震性を向上させる最新の研究成果」を暮らしの中に取り入れる方法をご紹介します

関西木造住文化研究会

★屋根が重い

など
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 り庭：道路から敷地奥まで通り抜けられ
通
る吹抜けの土間空間

＊2

片面塗りの外壁土壁：
土壁は一般には両側から土塗りするが（
「両
面塗り」
）
、隣家と接しているときは外側を仕
上げられないため、屋内側から塗っただけの
薄い「片面塗り」になる場合が多い。

木製建具
木製建具、一般アルミサッシ
改修前

１階

Ａ片面塗りの土壁

★化粧軒裏は屋内へ燃え込みやすいなど
京町家の防火・耐震改修モデルの
設計と施工（平成 10 ～ 12 年）

④

住宅防火戸：
 律の防火規制場所に使える
法
住宅用アルミサッシ( 網入りガラ
ス入りなど )や木製サッシなど

屋根：土葺きの瓦屋根
壁 ：下地に竹を使った
伝統的な土壁

②

＊３

通り庭＊１のある木造住宅を、子供世帯が同居して改修する機会に、防火・耐震対策も一緒にしました。

②

★2階
  ◦子供世帯のフロアに。
  ◦ゆるやかな勾配の階段へ。

京都の伝統的な木造住宅をモデルに、具体的に考えてみましょう

Ａ片面塗りの土壁

★１階
  ◦将来、車イスの生活になっ
ても、簡易な改修で対応
できる安心な住まいへ。

から、一緒に行うと効率良く経済的です。

④

★建物内部
  ◦木・土壁の伝統的な意匠
や空間の魅力を活かしな
がら、居住性を高める。

②防火と耐震の補強方法は共通点が多く、耐震性の向上が防火性の向上につながります

１.お住まいの健康診断をして、防火・耐震上の弱点をきちんと調べましょう
使用材料・施工方法や老朽化・手入れの状況によって、防火・耐震の性能は大きく異なります。

暮らしの向上
★道路側の外観
  ◦伝統的な意匠を復元する。

①最近の研究開発によって法律が改正され、木の軒裏( 化粧軒裏 )や土壁を使った伝統的な木造住宅でも、


②

２階

◦化 粧軒裏を
防火補強

木や竹など主な材料は太陽エネルギーで再生産でき、土に還ります。木の住まいは鉄やコンクリー
トの建物より大量の二酸化炭素を貯蔵しており、かけがえのない地球を守ることにもつながります。

１. 木や土壁の特徴を活かして、防火・耐震対策を！

②


◦木製建具の内側
に防火戸を

自然材料を使い、日本の気候・風土に適した木造住宅は、シックハウスの心配がないなど健康面
や居住性に優れているだけではありません。
現在のお住まいが仮に不便で不安があっても、増改築や補修・補強が容易ですし、木や土壁の
特性を活かした防火・耐震対策と定期的なお手入れをすれば、子供からお年寄りまで安心して心豊か
に暮らし続けられる長寿命の住まいになります。

歴史あるまちなみの魅力を守りながら
安心して暮らし続けられる道 が開けてきました

①⑤

◦細く長い柱を横材でつなぎ、柱の変形を防ぐ（屋根裏）

（屋根裏・２階吹抜けまわり）

◦木製格子の内側に
防火戸と障子を

◦細く長い柱を横材でつなぎ、柱の変形を防ぐ

１階

柱も太く）
＋耐震補強（押入の壁を板で補強）
、２階も同じ

親の寝室

◦防火戸へ

★建 物の倒壊を防ぐことは、
命 を 守 り、 火 災 の 発 生 や
拡 大 を 防 ぎ、 地 震 後 の
避難・救助・消火活動にも
役立ちます。

伝統的な木造住宅には、深い落ち着きや安らぎ、心の豊かさを感じる方が多いと思います。
そこに使われた本物の自然材料は、歳月が経つほど深く豊かな味わいを出し、また住まいの中には、
家族の歴史や暮らしの文化が刻まれているからでしょう。

伝統的な木造住宅の魅力を活かして  安全性を高めるには

③⑤

◦防火塀を
設ける
◦ 片面
 塗り土壁の防火補強（壁を厚く、スキマもふさぎ、厚板を添えて

◦水まわりの古くなった設備を一新

★地 震 が お き て も、 建 物 が
一 気 に 倒 壊 せ ず、 補 修 し
て元の家に住み続けられる
ように、壁・床下・屋根裏・
屋根を補強して、建物全体
の耐震性を高めました。

◦防火塀を
つくって
木製建具
を使用

◦木 製建具と外壁
の間に防火戸を
改修後

住宅防火戸＊3 の新設
土壁の新設
既設土壁の補強
建具上部のランマを土壁
（小壁）
に

伝統的な木造住宅に長く住み続けていくこと  の意味とは

２階

＊２

２. お住まいを改修・修繕する機会に、防火・耐震補強を一緒に！
①火災や地震はいつ起こるかわかりません。改修・修繕の際に、もう少し手を入れ、暮らしやすさとともに、
安全性を高める防火・耐震補強を一緒に行い、建物全体の防火・耐震性をバランスよく高めていきましょう。
②安全性が落ちないように、補強後も定期的に点検・手入れをしていきましょう。
③日 常の暮らし方の工夫や、まちの人々との助け合いによって、「まちの安全性」

を高めていくことも大切です。

改修後

屋根・外まわり、通り庭、座敷、水まわりの改修を行いました。くわしくは中面をご覧下さい。
★建 物の外まわり（外壁土壁・化粧軒裏・建具）は、歴史あるまちなみ景観にふさわしい
伝統意匠を守りながら、近隣で火災がおきても一定時間内（外壁は 30 分間）は家の中に
燃え移るのを防ぐ法律の防火性能を確保しました。

防火性の向上

★修繕と補強により構造をしっかりさせたので、火災時に建物が壊れにくくなり、
火災による被害の発生や近隣への延焼のおそれもおさえられます。

―――

◦塀の転倒防止
◦隣 地への非常
口を設置

耐震性の向上

ひと工夫すれば、
他の現代的な木造住宅と同等の防火性能を実現できるようになりました。

最近の研究開発によって、木や土壁を使った伝統的な木造住宅でも、法律の
防火・耐震性能を満たせる方法が、解き明かされてきました。
火災や地震から「いのち」と「暮らし」を守り、被害を最小限におさえるよう、
お住まいを改修・修繕する機会に、伝統的な木造住宅の魅力を活かした防火・
耐震対策を一緒にしませんか！

２. 建物の特徴を活かして、計画的に防火・耐震補強を行いましょう

関西木造住文化研究会とは

改修前

◦平成 10 年 11 月に、「地域固有の木造伝統住文化を活かした、安心して暮らし続けられる住まい・まちづ
くりの実現」を目標に発足しました。
◦各 種の調査や実験による検証を通して、京都の伝統木造住宅の防火・耐震性を向上させる研究開発に、
継続して取り組んでいます。
◦さまざまな分野の研究者・伝統技能者・建築実務者・市民等の協力による協働研究方式で進めています。

暮らしの不便さ

軒裏：2 階道路側はモルタル塗り、
その他は化粧軒裏

①土間の台所は暗くて寒い
②中部屋（中の間、１・２階）は窓がない

●今までの主な研究活動

③トイレ・浴室・洗面所には１階座敷を
通らないと行けない

◦関西の木造伝統住文化再生 5 ヵ年計画プロジェクト
  
『街区レベルの防災まちづくりと木造伝統住文化の共存手法の提案』（平成 11 ～ 15 年）
◦平成 14 年度京都市木造住宅振興支援事業補助研究「京町家防火・耐震工法開発の基礎研究」
◦平成 15 年度同上補助研究
「京町家防火・耐震性能評価手法及び改修手法の開発」

④階段は勾配がきつい
⑤水まわりの設備が古くなっているなど

木製建具

木製建具

防火上の問題点
★薄い片面塗りの隣家側の外壁土壁
（右図Ａ）＊2 は燃え抜けやすい
★木製の外部建具は火に弱い
京町家の振動実験
（平成 11 年～）

京町家の土壁耐震実験
（平成 12 年～）

京町家の腰板張り土壁
防火実験（平成 12 年～）

●参考文献

 西木造住文化研究会、「平成 17 年度 既存京町家の防火改修設計・施工マニュアル研究報告書」
関
（平成 17 年度京都市防災危機管理対策調査助成研究）
●活動の詳細 下記のホームページをご覧下さい。

上の写真の建物は

野々村織物株式会社
（京都市西陣地区大黒町）

耐震上の問題点
★細長い建物なので、ねじれやすい
★建物の間口方向に壁が少ない

●私たちも応援しています

★基礎石の上に立つだけの柱は不安定？

 ８年間、京町家の防火・耐震性能の向上を図るための研究を着実に積み重ねてこられた関西木造住文化研究会の説得力ある成果は、
市民のみなさんが、自らの手で京町家の保全・再生・活用を進めていく際の拠り所となる貴重な財産です。
さらなる今後のご活躍を期待しています。
（財）京都市景観・まちづくりセンター

編集・発行

TEL

関西木造住文化研究会

075-354-8701

  
（Kansai Association for the Research in Traditional Housings

★部材が細い
改修前の表側

/

略称

KARTH: カース）

〒 602-8485 京都市上京区上立売通浄福寺西入ル姥ヶ東西町 632
TEL 075 － 411 － 2730 悠 ( ユウ ) 計画研究所内、FAX 075 － 411 － 2725
http://karth.blog13.fc2.com/、KARTH 地震ネット http://karth-net.at.webry.info/
このリーフレットは、平成 18 年度㈳住宅生産団体連合会・住宅関連環境行動助成、同年度公益信託大成建設自然・歴史環境基金助成、トヨタ
財団 2006 年度地域社会プログラム助成事業によって作成されたものです。許可無く複写することを禁じます。 改訂版発行 2007 年 10 月

＊２

★柱同士のつながれていない場所がある

URL：http://machi.hitomachi-kyoto.jp

改修後（防火・耐震補強）

改修前の通り庭

改修後
（防火・耐震補強）

「伝統木造住宅の防火性と耐震性を向上させる最新の研究成果」を暮らしの中に取り入れる方法をご紹介します

関西木造住文化研究会

★屋根が重い

など

＊1

 り庭：道路から敷地奥まで通り抜けられ
通
る吹抜けの土間空間

＊2

片面塗りの外壁土壁：
土壁は一般には両側から土塗りするが（
「両
面塗り」
）
、隣家と接しているときは外側を仕
上げられないため、屋内側から塗っただけの
薄い「片面塗り」になる場合が多い。

木製建具
木製建具、一般アルミサッシ
改修前

１階

Ａ片面塗りの土壁

★化粧軒裏は屋内へ燃え込みやすいなど
京町家の防火・耐震改修モデルの
設計と施工（平成 10 ～ 12 年）

④

住宅防火戸：
 律の防火規制場所に使える
法
住宅用アルミサッシ( 網入りガラ
ス入りなど )や木製サッシなど

屋根：土葺きの瓦屋根
壁 ：下地に竹を使った
伝統的な土壁

②

＊３

通り庭＊１のある木造住宅を、子供世帯が同居して改修する機会に、防火・耐震対策も一緒にしました。

②

★2階
  ◦子供世帯のフロアに。
  ◦ゆるやかな勾配の階段へ。

京都の伝統的な木造住宅をモデルに、具体的に考えてみましょう

Ａ片面塗りの土壁

★１階
  ◦将来、車イスの生活になっ
ても、簡易な改修で対応
できる安心な住まいへ。

から、一緒に行うと効率良く経済的です。

④

★建物内部
  ◦木・土壁の伝統的な意匠
や空間の魅力を活かしな
がら、居住性を高める。

②防火と耐震の補強方法は共通点が多く、耐震性の向上が防火性の向上につながります

１.お住まいの健康診断をして、防火・耐震上の弱点をきちんと調べましょう
使用材料・施工方法や老朽化・手入れの状況によって、防火・耐震の性能は大きく異なります。

暮らしの向上
★道路側の外観
  ◦伝統的な意匠を復元する。

①最近の研究開発によって法律が改正され、木の軒裏( 化粧軒裏 )や土壁を使った伝統的な木造住宅でも、


②

２階

◦化 粧軒裏を
防火補強

木や竹など主な材料は太陽エネルギーで再生産でき、土に還ります。木の住まいは鉄やコンクリー
トの建物より大量の二酸化炭素を貯蔵しており、かけがえのない地球を守ることにもつながります。

１. 木や土壁の特徴を活かして、防火・耐震対策を！

②


◦木製建具の内側
に防火戸を

自然材料を使い、日本の気候・風土に適した木造住宅は、シックハウスの心配がないなど健康面
や居住性に優れているだけではありません。
現在のお住まいが仮に不便で不安があっても、増改築や補修・補強が容易ですし、木や土壁の
特性を活かした防火・耐震対策と定期的なお手入れをすれば、子供からお年寄りまで安心して心豊か
に暮らし続けられる長寿命の住まいになります。

歴史あるまちなみの魅力を守りながら
安心して暮らし続けられる道 が開けてきました

①⑤

◦細く長い柱を横材でつなぎ、柱の変形を防ぐ（屋根裏）

（屋根裏・２階吹抜けまわり）

◦木製格子の内側に
防火戸と障子を

◦細く長い柱を横材でつなぎ、柱の変形を防ぐ

１階

柱も太く）
＋耐震補強（押入の壁を板で補強）
、２階も同じ

親の寝室

◦防火戸へ

★建 物の倒壊を防ぐことは、
命 を 守 り、 火 災 の 発 生 や
拡 大 を 防 ぎ、 地 震 後 の
避難・救助・消火活動にも
役立ちます。

伝統的な木造住宅には、深い落ち着きや安らぎ、心の豊かさを感じる方が多いと思います。
そこに使われた本物の自然材料は、歳月が経つほど深く豊かな味わいを出し、また住まいの中には、
家族の歴史や暮らしの文化が刻まれているからでしょう。

伝統的な木造住宅の魅力を活かして  安全性を高めるには

③⑤

◦防火塀を
設ける
◦ 片面
 塗り土壁の防火補強（壁を厚く、スキマもふさぎ、厚板を添えて

◦水まわりの古くなった設備を一新

★地 震 が お き て も、 建 物 が
一 気 に 倒 壊 せ ず、 補 修 し
て元の家に住み続けられる
ように、壁・床下・屋根裏・
屋根を補強して、建物全体
の耐震性を高めました。

◦防火塀を
つくって
木製建具
を使用

◦木 製建具と外壁
の間に防火戸を
改修後

住宅防火戸＊3 の新設
土壁の新設
既設土壁の補強
建具上部のランマを土壁
（小壁）
に

伝統的な木造住宅に長く住み続けていくこと  の意味とは

２階

＊２

京都の伝統的な木造住宅の改修モデル
１．屋根と外まわり

●防火対策、■耐震対策

防火・耐震対策の要点

２．吹抜けと土間の通り庭

安全性 ･ 居住性を高めながら、伝統的な外観意匠の復元へ

老朽化した屋根を葺きかえ、外まわりを修繕・改修するときに、
軒裏や屋根裏もいっしょに点検して、伝統の意匠を活かした防火 ･ 耐震対策を

トタン張り

軒裏・外壁
モルタル塗り

★外まわりの防火補強：化粧軒裏・木製建具・外壁の土壁に補強をして、
近くで火災が起きても、家の中に燃え移るのを一定時間（外壁は 30 分）ふせ
ぐ法律の防火性能を、伝統の意匠をほとんど変えずに実現しました。
★要所に土壁を新設：地震のときに力が集中する建物の四隅に（また、部屋の
間仕切りの端にも）、土壁を新しく設けて、つりあい良く配置し、ゆれとねじ
れへの抵抗能力を高めました。
★屋根をなるべく軽く：土葺きをやめて、屋根の重さを軽くしました。
また、瓦屋根の重さに見あうように、土壁を入れるなどして、架構を補強しました。
（建物が重いと、建物に働く地震力も増え、火災のときも崩れやすくなります。
）

改修後

◦屋根下地の野地板を
厚板に■●

◦主な瓦を留める
（地震・台風時の落下防止）■

★側壁の柱間を横材でつなぐ：足元と 2 階床と屋根裏の位置に、太い横材を入れて
つなぎ、細長い柱の変形をふせぎながら、側壁が一体に動くようにしました。

★柱の足元をつないで床を厚く：床下で柱同士を横材でつなぎ、

床に厚板を張って、架構が一体に動き、また、燃えぬけをふせげるよ
うにしました。

改修後

◦土壁の劣化した部分を
補修し、四周の木部と
のスキマをふさぐ●■

◦厚い野地板で
屋根面を構造として一体化、
断熱性も高まる■●

◦木 製窓の内側に住宅
防火戸をつける●

◦天窓は法指定の防火材料・製品を使う●

◦ひ さしが外壁に取り
つくまわりのスキマ
をふさぐ●■

◦細く長い柱を横材でつなぎ、柱の変形をふせぐ■●

1．木

防火・耐震性を高める

①防火特性

②耐震特性

●厚く太いほどゆっくり燃える

■木はねばり強い

◦木は可燃材料ですが、燃えると断熱性の高い炭化層
が表面にでき、内部に燃え進みにくくなります。
◦木材の炭化速度は、1 分間に 0.6 ～ 1 ミリで、
30 分たっても２～ 3 センチしか燃えません。
（鉄骨造の場合）
◦鋼材は燃えません。
◦けれども、火災時の高温では、強度が半分以下にも
なるため、断熱材で被覆する必要があります。

◦木材を組み合わせて架構をつくる
「伝統的な木造住宅」
は、
変形して、地震や台風時に受ける力を分散・吸収します。
◦変形後も元にもどる、
しなやかな復元力をもっています。

■木は軽いのに強い

◦鉄骨や鉄筋コンクリートに比べ、軽いわりに強度が高い
のです。
◦そ のため、地盤にかかる荷重や建物に加わる地震力が
少なく、住宅のような建物には適した構造です。

外壁

（主な原因の例）給排水管の埋設工事不良や土管の漏水による「地盤のゆるみ」

ＬＤ・通り庭（床板張り）

2．土

外壁

壁 (竹下地)

①防火特性

材

通り庭(土間)

柱の点検
★柱の傾きや沈下が大きい場合は、耐震・防火性が低くなりがちな
ため、原因を調べて補強を■●

雨対策■●
★建物の耐久性や防火・耐震性の低下を防ぐために重要です。
★建物の裏側や隣の建物との間、軒の出の少ない外壁や足元まわり、雨樋の漏水を、雨天時に点検し、必要に応じて補修を

木と土壁のすぐれた特性を活かして

座敷

◦外壁 ( 側壁 ) と座敷側の架構をつなぎ、構造として一体化する
①壁やはりでつなぐ■●
②床下で柱同士の足元をつなぎ、厚い床板を張る■

◦木製引戸と外壁の間に住宅防火戸をつける●

●土壁は防火性能が高い

◦不燃材料の土にワラと砂を混ぜてつくる土壁は、
健康・居住性、耐震・耐久性、地球環境保全だけでなく、
防火性にも非常にすぐれています。
（実験では）
◦土壁（厚さ 6cm）に火災相当の
熱を１時間加えても、裏面の温度
は 100℃ほどでした。
屋根裏も土壁だったため
隣家への延焼をふせげた例

◦地震時に変形が大きくなる屋根裏を補強■●
  
（接合部のゆるみの直し、腐った部材の交換など）

◦腐朽・劣化した軒先の取り替え時に、
化粧軒裏も厚板で補強●

防火塀

◦床下の柱の足元同士を
つないで一体化する■

ＬＤ

◦厚板の床を張って、居住性を良くし、
建物のねじれをおさえ、火災時に
２階への燃え抜けをふせぐ■●

和室

◦建具の上部に
土塗りの小壁をつくる■

暮らし方の工夫■●
★寝室には極力家具をおかない / ★家具や家電製品の転倒をふせぐ / ★ガラスの飛散をふせぐ / ★照明器具の落下や揺れを
ふせぐ / ★防炎物品や防炎衣類など燃えにくい製品を使う / ★２方向に避難できる経路を確保する（以上を組み合わせて）

③土壁の耐震特性
②外壁土壁の防火対策 ３つのポイント
                                 （■は耐震性も向上）
１. 熱の侵入を防ぐ
⃝土壁を厚くする■
⃝土壁の上に板張りする
  （１階天井裏・屋根裏部分も）

２. 炎の侵入を防ぐ
⃝土壁の四周の木部と
のスキマをふさぐ■

３. 柱の燃焼・変形をおさえる■
⃝柱を太くする
( 既存の柱に厚板を添える )
⃝柱の屋外側に露出している
部分を減らす

使い勝手が悪い、いつも湿気ている、設備が古い

改修後

通り庭（土間）

◦通り庭の外壁 ( 側壁 ) と座敷側の架構を、壁・厚板の床・はり
でつないで一体化する■●
◦台所周囲の土壁は、天井裏も屋根裏も
スキマなく塗りこんで、火災の拡大をふせぐ●■

◦小屋裏換気も忘れずに！

◦防火塀をつくって、
木製建具は
そのまま利用！●

座敷

火や水を使う場所は、とくに安心の対策を

（湿気が多いと、木材が腐り、シロアリが喰ったり、土壁の耐力が
落ちたりして、建物の耐久性や防火・耐震性が低くなりがちです。)
建物の間口方向に壁が少ない

改修後

快適・安心な水まわりへ

★湿気る場所を念入りに補修：床下や後ろの壁を点検して、

腐ったところは取りかえて補強し、風通しにも気を配りました。

★細い部材を補強：大事な柱やはりで、部材の細さが目立つところは、
厚板を添えて補強しました。

◦土壁 ( 外壁含む ) は、天井裏も屋根裏もスキマなく塗りこむ■●

４．水まわり ( 台所・浴室・洗面所・トイレ )
★火災の拡大をふせぐ：まわりの土壁を活かして、燃えにくい材料
も使い、火が拡がるのをおさえます。

2 階の床に厚板を張って、燃えぬけるのをふせぐようにもしました。

を巧みにやり過ごす仕組みでした。ごく最近、実大住宅の振動実験で確かめられています。
）

◦木製格子の内側に
住宅防火戸をつける●
◦建物隅の腰板張りの土壁を両面塗りに■●

和室の意匠や開放性を損なわないように補強し、
安心・安全な居住空間に

★建物全体の構造を一体に：地震力には建物全体で抵抗できるように、

通り庭側の外壁（側壁）
と座敷側の架構をつないで、一体の構造に近づけました。

（基礎石の上に立つだけの柱は、実は、ガタガタゆれて、あるいは滑ったりして、地震の力
１階道路側に壁が少ない

和室の魅力を活かして、安心な寝室へ

★土壁を活かして補強：使い勝手や意匠を考え、可能なところで、建具
の端にそで壁を、上には小壁を設けて、架構の抵抗能力を高めました。

◦雨戸用木製戸袋の内側
に土壁をつくる■●

★隣が工事をするときは点検・
補強の機会！

暗く、冬は寒く、
不便な土間床

敷

◦木製格子の内側に、 
住宅防火戸と障子をつけて、 
外観の伝統意匠を残す●

◦片面塗りの土壁 ( 隣家側 ) は
耐震的に弱いため、
できるだけ両面塗りに、
または別の補強を■●

窓のない中部屋（中の間）と一体になるよう床を張り、
自然材料で囲まれた広がりのあるリビング・ダイニング（ＬＤ）へ

◦建物隅の雨戸用戸袋の 
内側に土壁をつくる■●

◦隣の建物との間で、雨水の侵入
をふせぎ、排水の処理を■●

3．座

吹抜けの魅力を活かして、家族のくつろぎの場へ

★土間空間のなかでもつなぐ：側壁と座敷側架構の間にも、床下や吹き抜けの中に、
太い横材を何本か架けわたして、お互いに力を伝えあえるようにしました。

◦化粧軒裏も厚板の野地板にして、軒裏
と壁の間を土塗りや厚板でふさぐ●

◦屋外側も土塗りして、スキマを
ふさぎ、土壁板張りへ●■

各地に応用する場合は地域の特徴を考慮しましょう

土壁は非常に大事な耐力要素です。
 震時には、建物と一緒にゆれながら、地震力に対抗しつつ、その力を吸収し、
地
大きく変形して割れたり、一部がはがれ落ちても、強度をなお保っている性質があります。
土壁はぬれたり湿ったりすると、強度が落ちやすいため、雨仕舞と通気に注意しましょう。

３．建物の耐震対策のポイント
必要な強さの壁を、建物全体を通してバランス良く設けましょう。（改修後の間取図も参照してください）
地震力が集中する建物四隅や主要間仕切りの交点に壁をつくる（できれば１・2 階とも同じ位置に、四隅は L 型配置で）。
建具の上部に土塗りの小壁をつくり、建具の両側または片側の壁とつなぐと効果が大きい。
1 階天井裏の横材や屋根裏の屋根の下 ( 野地板 ) まで連続して、壁土をスキマなく塗りこむ ( 両面塗りで、小壁も )。
伝統木造住宅のゆれ方にあわない方法（例：すじかいや火打ちを入れて固める）で補強すると、耐震性を損なう場合がある。

◦床を厚板で補強して、
火災時には
2 階への燃えぬけをふせぎ、
建物のねじれをおさえる●■
◦天窓から光を入れる
◦台所の壁と天井は、
法指定の防火材料・防炎製品
を使い、
火災の拡大をふせぐ●
玄関土間

井戸

LD・通り庭（床板張り )

台所（床板張り）

廊下

◦古くなった設備を一新する
日頃の防火・耐震対策■●
★火災の早期発見と通報、初期消火が大切です。
★消火器を置くほか、住宅用火災警報器を台所・階段の 2 階上部・寝室などにつけると有効です。
★井戸は、防火用水や断水時の生活用水など、いろいろな使い方に役立ちます！
★湿気が多い流しと井戸の裏側にある柱や壁、床下、配管の傷み具合、排水の詰まりなどを点検・補修しましょう。

４．化粧軒裏の防火対策のポイント

５．木製建具の防火性能は

1. 野地板からの熱と炎の侵入を防ぐ

◦一般的な木製建具は法律の防火性能を満たしません。

⃝野地板を厚くする
＋
⃝スキマをふさぐ

2.外壁と軒裏の接合部からの
熱と炎の侵入を防ぐ
⃝接合部まわりを
土・シックイや厚板で
ふさぐ
外壁

◦し かし、「木製格子」を住宅防火戸の外側につけると、
屋内へ侵入する熱（放射熱）はかえって減少し、防火戸
の性能には悪影響を及ぼさないこと
が、実験で実証されています。
★防火戸が有効に働くのは、
カギ（クレセント）をしめている
状態です。
★住宅防火戸については
表面の＊3 をご覧ください。

木製格子付防火戸の
火災実験

京都の伝統的な木造住宅の改修モデル
１．屋根と外まわり

●防火対策、■耐震対策

防火・耐震対策の要点

２．吹抜けと土間の通り庭

安全性 ･ 居住性を高めながら、伝統的な外観意匠の復元へ

老朽化した屋根を葺きかえ、外まわりを修繕・改修するときに、
軒裏や屋根裏もいっしょに点検して、伝統の意匠を活かした防火 ･ 耐震対策を

トタン張り

軒裏・外壁
モルタル塗り

★外まわりの防火補強：化粧軒裏・木製建具・外壁の土壁に補強をして、
近くで火災が起きても、家の中に燃え移るのを一定時間（外壁は 30 分）ふせ
ぐ法律の防火性能を、伝統の意匠をほとんど変えずに実現しました。
★要所に土壁を新設：地震のときに力が集中する建物の四隅に（また、部屋の
間仕切りの端にも）、土壁を新しく設けて、つりあい良く配置し、ゆれとねじ
れへの抵抗能力を高めました。
★屋根をなるべく軽く：土葺きをやめて、屋根の重さを軽くしました。
また、瓦屋根の重さに見あうように、土壁を入れるなどして、架構を補強しました。
（建物が重いと、建物に働く地震力も増え、火災のときも崩れやすくなります。
）

改修後

◦屋根下地の野地板を
厚板に■●

◦主な瓦を留める
（地震・台風時の落下防止）■

★側壁の柱間を横材でつなぐ：足元と 2 階床と屋根裏の位置に、太い横材を入れて
つなぎ、細長い柱の変形をふせぎながら、側壁が一体に動くようにしました。

★柱の足元をつないで床を厚く：床下で柱同士を横材でつなぎ、

床に厚板を張って、架構が一体に動き、また、燃えぬけをふせげるよ
うにしました。

改修後

◦土壁の劣化した部分を
補修し、四周の木部と
のスキマをふさぐ●■

◦厚い野地板で
屋根面を構造として一体化、
断熱性も高まる■●

◦木 製窓の内側に住宅
防火戸をつける●

◦天窓は法指定の防火材料・製品を使う●

◦ひ さしが外壁に取り
つくまわりのスキマ
をふさぐ●■

◦細く長い柱を横材でつなぎ、柱の変形をふせぐ■●

1．木

防火・耐震性を高める

①防火特性

②耐震特性

●厚く太いほどゆっくり燃える

■木はねばり強い

◦木は可燃材料ですが、燃えると断熱性の高い炭化層
が表面にでき、内部に燃え進みにくくなります。
◦木材の炭化速度は、1 分間に 0.6 ～ 1 ミリで、
30 分たっても２～ 3 センチしか燃えません。
（鉄骨造の場合）
◦鋼材は燃えません。
◦けれども、火災時の高温では、強度が半分以下にも
なるため、断熱材で被覆する必要があります。

◦木材を組み合わせて架構をつくる
「伝統的な木造住宅」
は、
変形して、地震や台風時に受ける力を分散・吸収します。
◦変形後も元にもどる、
しなやかな復元力をもっています。

■木は軽いのに強い

◦鉄骨や鉄筋コンクリートに比べ、軽いわりに強度が高い
のです。
◦そ のため、地盤にかかる荷重や建物に加わる地震力が
少なく、住宅のような建物には適した構造です。

外壁

（主な原因の例）給排水管の埋設工事不良や土管の漏水による「地盤のゆるみ」

ＬＤ・通り庭（床板張り）

2．土

外壁

壁 (竹下地)

①防火特性

材

通り庭(土間)

柱の点検
★柱の傾きや沈下が大きい場合は、耐震・防火性が低くなりがちな
ため、原因を調べて補強を■●

雨対策■●
★建物の耐久性や防火・耐震性の低下を防ぐために重要です。
★建物の裏側や隣の建物との間、軒の出の少ない外壁や足元まわり、雨樋の漏水を、雨天時に点検し、必要に応じて補修を

木と土壁のすぐれた特性を活かして

座敷

◦外壁 ( 側壁 ) と座敷側の架構をつなぎ、構造として一体化する
①壁やはりでつなぐ■●
②床下で柱同士の足元をつなぎ、厚い床板を張る■

◦木製引戸と外壁の間に住宅防火戸をつける●

●土壁は防火性能が高い

◦不燃材料の土にワラと砂を混ぜてつくる土壁は、
健康・居住性、耐震・耐久性、地球環境保全だけでなく、
防火性にも非常にすぐれています。
（実験では）
◦土壁（厚さ 6cm）に火災相当の
熱を１時間加えても、裏面の温度
は 100℃ほどでした。
屋根裏も土壁だったため
隣家への延焼をふせげた例

◦地震時に変形が大きくなる屋根裏を補強■●
  
（接合部のゆるみの直し、腐った部材の交換など）

◦腐朽・劣化した軒先の取り替え時に、
化粧軒裏も厚板で補強●

防火塀

◦床下の柱の足元同士を
つないで一体化する■

ＬＤ

◦厚板の床を張って、居住性を良くし、
建物のねじれをおさえ、火災時に
２階への燃え抜けをふせぐ■●

和室

◦建具の上部に
土塗りの小壁をつくる■

暮らし方の工夫■●
★寝室には極力家具をおかない / ★家具や家電製品の転倒をふせぐ / ★ガラスの飛散をふせぐ / ★照明器具の落下や揺れを
ふせぐ / ★防炎物品や防炎衣類など燃えにくい製品を使う / ★２方向に避難できる経路を確保する（以上を組み合わせて）

③土壁の耐震特性
②外壁土壁の防火対策 ３つのポイント
                                 （■は耐震性も向上）
１. 熱の侵入を防ぐ
⃝土壁を厚くする■
⃝土壁の上に板張りする
  （１階天井裏・屋根裏部分も）

２. 炎の侵入を防ぐ
⃝土壁の四周の木部と
のスキマをふさぐ■

３. 柱の燃焼・変形をおさえる■
⃝柱を太くする
( 既存の柱に厚板を添える )
⃝柱の屋外側に露出している
部分を減らす

使い勝手が悪い、いつも湿気ている、設備が古い

改修後

通り庭（土間）

◦通り庭の外壁 ( 側壁 ) と座敷側の架構を、壁・厚板の床・はり
でつないで一体化する■●
◦台所周囲の土壁は、天井裏も屋根裏も
スキマなく塗りこんで、火災の拡大をふせぐ●■

◦小屋裏換気も忘れずに！

◦防火塀をつくって、
木製建具は
そのまま利用！●

座敷

火や水を使う場所は、とくに安心の対策を

（湿気が多いと、木材が腐り、シロアリが喰ったり、土壁の耐力が
落ちたりして、建物の耐久性や防火・耐震性が低くなりがちです。)
建物の間口方向に壁が少ない

改修後

快適・安心な水まわりへ

★湿気る場所を念入りに補修：床下や後ろの壁を点検して、

腐ったところは取りかえて補強し、風通しにも気を配りました。

★細い部材を補強：大事な柱やはりで、部材の細さが目立つところは、
厚板を添えて補強しました。

◦土壁 ( 外壁含む ) は、天井裏も屋根裏もスキマなく塗りこむ■●

４．水まわり ( 台所・浴室・洗面所・トイレ )
★火災の拡大をふせぐ：まわりの土壁を活かして、燃えにくい材料
も使い、火が拡がるのをおさえます。

2 階の床に厚板を張って、燃えぬけるのをふせぐようにもしました。

を巧みにやり過ごす仕組みでした。ごく最近、実大住宅の振動実験で確かめられています。
）

◦木製格子の内側に
住宅防火戸をつける●
◦建物隅の腰板張りの土壁を両面塗りに■●

和室の意匠や開放性を損なわないように補強し、
安心・安全な居住空間に

★建物全体の構造を一体に：地震力には建物全体で抵抗できるように、

通り庭側の外壁（側壁）
と座敷側の架構をつないで、一体の構造に近づけました。

（基礎石の上に立つだけの柱は、実は、ガタガタゆれて、あるいは滑ったりして、地震の力
１階道路側に壁が少ない

和室の魅力を活かして、安心な寝室へ

★土壁を活かして補強：使い勝手や意匠を考え、可能なところで、建具
の端にそで壁を、上には小壁を設けて、架構の抵抗能力を高めました。

◦雨戸用木製戸袋の内側
に土壁をつくる■●

★隣が工事をするときは点検・
補強の機会！

暗く、冬は寒く、
不便な土間床

敷

◦木製格子の内側に、 
住宅防火戸と障子をつけて、 
外観の伝統意匠を残す●

◦片面塗りの土壁 ( 隣家側 ) は
耐震的に弱いため、
できるだけ両面塗りに、
または別の補強を■●

窓のない中部屋（中の間）と一体になるよう床を張り、
自然材料で囲まれた広がりのあるリビング・ダイニング（ＬＤ）へ

◦建物隅の雨戸用戸袋の 
内側に土壁をつくる■●

◦隣の建物との間で、雨水の侵入
をふせぎ、排水の処理を■●

3．座

吹抜けの魅力を活かして、家族のくつろぎの場へ

★土間空間のなかでもつなぐ：側壁と座敷側架構の間にも、床下や吹き抜けの中に、
太い横材を何本か架けわたして、お互いに力を伝えあえるようにしました。

◦化粧軒裏も厚板の野地板にして、軒裏
と壁の間を土塗りや厚板でふさぐ●

◦屋外側も土塗りして、スキマを
ふさぎ、土壁板張りへ●■

各地に応用する場合は地域の特徴を考慮しましょう

土壁は非常に大事な耐力要素です。
 震時には、建物と一緒にゆれながら、地震力に対抗しつつ、その力を吸収し、
地
大きく変形して割れたり、一部がはがれ落ちても、強度をなお保っている性質があります。
土壁はぬれたり湿ったりすると、強度が落ちやすいため、雨仕舞と通気に注意しましょう。

３．建物の耐震対策のポイント
必要な強さの壁を、建物全体を通してバランス良く設けましょう。（改修後の間取図も参照してください）
地震力が集中する建物四隅や主要間仕切りの交点に壁をつくる（できれば１・2 階とも同じ位置に、四隅は L 型配置で）。
建具の上部に土塗りの小壁をつくり、建具の両側または片側の壁とつなぐと効果が大きい。
1 階天井裏の横材や屋根裏の屋根の下 ( 野地板 ) まで連続して、壁土をスキマなく塗りこむ ( 両面塗りで、小壁も )。
伝統木造住宅のゆれ方にあわない方法（例：すじかいや火打ちを入れて固める）で補強すると、耐震性を損なう場合がある。

◦床を厚板で補強して、
火災時には
2 階への燃えぬけをふせぎ、
建物のねじれをおさえる●■
◦天窓から光を入れる
◦台所の壁と天井は、
法指定の防火材料・防炎製品
を使い、
火災の拡大をふせぐ●
玄関土間

井戸

LD・通り庭（床板張り )

台所（床板張り）

廊下

◦古くなった設備を一新する
日頃の防火・耐震対策■●
★火災の早期発見と通報、初期消火が大切です。
★消火器を置くほか、住宅用火災警報器を台所・階段の 2 階上部・寝室などにつけると有効です。
★井戸は、防火用水や断水時の生活用水など、いろいろな使い方に役立ちます！
★湿気が多い流しと井戸の裏側にある柱や壁、床下、配管の傷み具合、排水の詰まりなどを点検・補修しましょう。

４．化粧軒裏の防火対策のポイント

５．木製建具の防火性能は

1. 野地板からの熱と炎の侵入を防ぐ

◦一般的な木製建具は法律の防火性能を満たしません。

⃝野地板を厚くする
＋
⃝スキマをふさぐ

2.外壁と軒裏の接合部からの
熱と炎の侵入を防ぐ
⃝接合部まわりを
土・シックイや厚板で
ふさぐ
外壁

◦し かし、「木製格子」を住宅防火戸の外側につけると、
屋内へ侵入する熱（放射熱）はかえって減少し、防火戸
の性能には悪影響を及ぼさないこと
が、実験で実証されています。
★防火戸が有効に働くのは、
カギ（クレセント）をしめている
状態です。
★住宅防火戸については
表面の＊3 をご覧ください。

木製格子付防火戸の
火災実験

京都の伝統的な木造住宅の改修モデル
１．屋根と外まわり

●防火対策、■耐震対策

防火・耐震対策の要点

２．吹抜けと土間の通り庭

安全性 ･ 居住性を高めながら、伝統的な外観意匠の復元へ

老朽化した屋根を葺きかえ、外まわりを修繕・改修するときに、
軒裏や屋根裏もいっしょに点検して、伝統の意匠を活かした防火 ･ 耐震対策を

トタン張り

軒裏・外壁
モルタル塗り

★外まわりの防火補強：化粧軒裏・木製建具・外壁の土壁に補強をして、
近くで火災が起きても、家の中に燃え移るのを一定時間（外壁は 30 分）ふせ
ぐ法律の防火性能を、伝統の意匠をほとんど変えずに実現しました。
★要所に土壁を新設：地震のときに力が集中する建物の四隅に（また、部屋の
間仕切りの端にも）、土壁を新しく設けて、つりあい良く配置し、ゆれとねじ
れへの抵抗能力を高めました。
★屋根をなるべく軽く：土葺きをやめて、屋根の重さを軽くしました。
また、瓦屋根の重さに見あうように、土壁を入れるなどして、架構を補強しました。
（建物が重いと、建物に働く地震力も増え、火災のときも崩れやすくなります。
）

改修後

◦屋根下地の野地板を
厚板に■●

◦主な瓦を留める
（地震・台風時の落下防止）■

★側壁の柱間を横材でつなぐ：足元と 2 階床と屋根裏の位置に、太い横材を入れて
つなぎ、細長い柱の変形をふせぎながら、側壁が一体に動くようにしました。

★柱の足元をつないで床を厚く：床下で柱同士を横材でつなぎ、

床に厚板を張って、架構が一体に動き、また、燃えぬけをふせげるよ
うにしました。

改修後

◦土壁の劣化した部分を
補修し、四周の木部と
のスキマをふさぐ●■

◦厚い野地板で
屋根面を構造として一体化、
断熱性も高まる■●

◦木 製窓の内側に住宅
防火戸をつける●

◦天窓は法指定の防火材料・製品を使う●

◦ひ さしが外壁に取り
つくまわりのスキマ
をふさぐ●■

◦細く長い柱を横材でつなぎ、柱の変形をふせぐ■●

1．木

防火・耐震性を高める

①防火特性

②耐震特性

●厚く太いほどゆっくり燃える

■木はねばり強い

◦木は可燃材料ですが、燃えると断熱性の高い炭化層
が表面にでき、内部に燃え進みにくくなります。
◦木材の炭化速度は、1 分間に 0.6 ～ 1 ミリで、
30 分たっても２～ 3 センチしか燃えません。
（鉄骨造の場合）
◦鋼材は燃えません。
◦けれども、火災時の高温では、強度が半分以下にも
なるため、断熱材で被覆する必要があります。

◦木材を組み合わせて架構をつくる
「伝統的な木造住宅」
は、
変形して、地震や台風時に受ける力を分散・吸収します。
◦変形後も元にもどる、
しなやかな復元力をもっています。

■木は軽いのに強い

◦鉄骨や鉄筋コンクリートに比べ、軽いわりに強度が高い
のです。
◦そ のため、地盤にかかる荷重や建物に加わる地震力が
少なく、住宅のような建物には適した構造です。

外壁

（主な原因の例）給排水管の埋設工事不良や土管の漏水による「地盤のゆるみ」

ＬＤ・通り庭（床板張り）

2．土

外壁

壁 (竹下地)

①防火特性

材

通り庭(土間)

柱の点検
★柱の傾きや沈下が大きい場合は、耐震・防火性が低くなりがちな
ため、原因を調べて補強を■●

雨対策■●
★建物の耐久性や防火・耐震性の低下を防ぐために重要です。
★建物の裏側や隣の建物との間、軒の出の少ない外壁や足元まわり、雨樋の漏水を、雨天時に点検し、必要に応じて補修を

木と土壁のすぐれた特性を活かして

座敷

◦外壁 ( 側壁 ) と座敷側の架構をつなぎ、構造として一体化する
①壁やはりでつなぐ■●
②床下で柱同士の足元をつなぎ、厚い床板を張る■

◦木製引戸と外壁の間に住宅防火戸をつける●

●土壁は防火性能が高い

◦不燃材料の土にワラと砂を混ぜてつくる土壁は、
健康・居住性、耐震・耐久性、地球環境保全だけでなく、
防火性にも非常にすぐれています。
（実験では）
◦土壁（厚さ 6cm）に火災相当の
熱を１時間加えても、裏面の温度
は 100℃ほどでした。
屋根裏も土壁だったため
隣家への延焼をふせげた例

◦地震時に変形が大きくなる屋根裏を補強■●
  
（接合部のゆるみの直し、腐った部材の交換など）

◦腐朽・劣化した軒先の取り替え時に、
化粧軒裏も厚板で補強●

防火塀

◦床下の柱の足元同士を
つないで一体化する■

ＬＤ

◦厚板の床を張って、居住性を良くし、
建物のねじれをおさえ、火災時に
２階への燃え抜けをふせぐ■●

和室

◦建具の上部に
土塗りの小壁をつくる■

暮らし方の工夫■●
★寝室には極力家具をおかない / ★家具や家電製品の転倒をふせぐ / ★ガラスの飛散をふせぐ / ★照明器具の落下や揺れを
ふせぐ / ★防炎物品や防炎衣類など燃えにくい製品を使う / ★２方向に避難できる経路を確保する（以上を組み合わせて）

③土壁の耐震特性
②外壁土壁の防火対策 ３つのポイント
                                 （■は耐震性も向上）
１. 熱の侵入を防ぐ
⃝土壁を厚くする■
⃝土壁の上に板張りする
  （１階天井裏・屋根裏部分も）

２. 炎の侵入を防ぐ
⃝土壁の四周の木部と
のスキマをふさぐ■

３. 柱の燃焼・変形をおさえる■
⃝柱を太くする
( 既存の柱に厚板を添える )
⃝柱の屋外側に露出している
部分を減らす

使い勝手が悪い、いつも湿気ている、設備が古い

改修後

通り庭（土間）

◦通り庭の外壁 ( 側壁 ) と座敷側の架構を、壁・厚板の床・はり
でつないで一体化する■●
◦台所周囲の土壁は、天井裏も屋根裏も
スキマなく塗りこんで、火災の拡大をふせぐ●■

◦小屋裏換気も忘れずに！

◦防火塀をつくって、
木製建具は
そのまま利用！●

座敷

火や水を使う場所は、とくに安心の対策を

（湿気が多いと、木材が腐り、シロアリが喰ったり、土壁の耐力が
落ちたりして、建物の耐久性や防火・耐震性が低くなりがちです。)
建物の間口方向に壁が少ない

改修後

快適・安心な水まわりへ

★湿気る場所を念入りに補修：床下や後ろの壁を点検して、

腐ったところは取りかえて補強し、風通しにも気を配りました。

★細い部材を補強：大事な柱やはりで、部材の細さが目立つところは、
厚板を添えて補強しました。

◦土壁 ( 外壁含む ) は、天井裏も屋根裏もスキマなく塗りこむ■●

４．水まわり ( 台所・浴室・洗面所・トイレ )
★火災の拡大をふせぐ：まわりの土壁を活かして、燃えにくい材料
も使い、火が拡がるのをおさえます。

2 階の床に厚板を張って、燃えぬけるのをふせぐようにもしました。

を巧みにやり過ごす仕組みでした。ごく最近、実大住宅の振動実験で確かめられています。
）

◦木製格子の内側に
住宅防火戸をつける●
◦建物隅の腰板張りの土壁を両面塗りに■●

和室の意匠や開放性を損なわないように補強し、
安心・安全な居住空間に

★建物全体の構造を一体に：地震力には建物全体で抵抗できるように、

通り庭側の外壁（側壁）
と座敷側の架構をつないで、一体の構造に近づけました。

（基礎石の上に立つだけの柱は、実は、ガタガタゆれて、あるいは滑ったりして、地震の力
１階道路側に壁が少ない

和室の魅力を活かして、安心な寝室へ

★土壁を活かして補強：使い勝手や意匠を考え、可能なところで、建具
の端にそで壁を、上には小壁を設けて、架構の抵抗能力を高めました。

◦雨戸用木製戸袋の内側
に土壁をつくる■●

★隣が工事をするときは点検・
補強の機会！

暗く、冬は寒く、
不便な土間床

敷

◦木製格子の内側に、 
住宅防火戸と障子をつけて、 
外観の伝統意匠を残す●

◦片面塗りの土壁 ( 隣家側 ) は
耐震的に弱いため、
できるだけ両面塗りに、
または別の補強を■●

窓のない中部屋（中の間）と一体になるよう床を張り、
自然材料で囲まれた広がりのあるリビング・ダイニング（ＬＤ）へ

◦建物隅の雨戸用戸袋の 
内側に土壁をつくる■●

◦隣の建物との間で、雨水の侵入
をふせぎ、排水の処理を■●

3．座

吹抜けの魅力を活かして、家族のくつろぎの場へ

★土間空間のなかでもつなぐ：側壁と座敷側架構の間にも、床下や吹き抜けの中に、
太い横材を何本か架けわたして、お互いに力を伝えあえるようにしました。

◦化粧軒裏も厚板の野地板にして、軒裏
と壁の間を土塗りや厚板でふさぐ●

◦屋外側も土塗りして、スキマを
ふさぎ、土壁板張りへ●■

各地に応用する場合は地域の特徴を考慮しましょう

土壁は非常に大事な耐力要素です。
 震時には、建物と一緒にゆれながら、地震力に対抗しつつ、その力を吸収し、
地
大きく変形して割れたり、一部がはがれ落ちても、強度をなお保っている性質があります。
土壁はぬれたり湿ったりすると、強度が落ちやすいため、雨仕舞と通気に注意しましょう。

３．建物の耐震対策のポイント
必要な強さの壁を、建物全体を通してバランス良く設けましょう。（改修後の間取図も参照してください）
地震力が集中する建物四隅や主要間仕切りの交点に壁をつくる（できれば１・2 階とも同じ位置に、四隅は L 型配置で）。
建具の上部に土塗りの小壁をつくり、建具の両側または片側の壁とつなぐと効果が大きい。
1 階天井裏の横材や屋根裏の屋根の下 ( 野地板 ) まで連続して、壁土をスキマなく塗りこむ ( 両面塗りで、小壁も )。
伝統木造住宅のゆれ方にあわない方法（例：すじかいや火打ちを入れて固める）で補強すると、耐震性を損なう場合がある。

◦床を厚板で補強して、
火災時には
2 階への燃えぬけをふせぎ、
建物のねじれをおさえる●■
◦天窓から光を入れる
◦台所の壁と天井は、
法指定の防火材料・防炎製品
を使い、
火災の拡大をふせぐ●
玄関土間

井戸

LD・通り庭（床板張り )

台所（床板張り）

廊下

◦古くなった設備を一新する
日頃の防火・耐震対策■●
★火災の早期発見と通報、初期消火が大切です。
★消火器を置くほか、住宅用火災警報器を台所・階段の 2 階上部・寝室などにつけると有効です。
★井戸は、防火用水や断水時の生活用水など、いろいろな使い方に役立ちます！
★湿気が多い流しと井戸の裏側にある柱や壁、床下、配管の傷み具合、排水の詰まりなどを点検・補修しましょう。

４．化粧軒裏の防火対策のポイント

５．木製建具の防火性能は

1. 野地板からの熱と炎の侵入を防ぐ

◦一般的な木製建具は法律の防火性能を満たしません。

⃝野地板を厚くする
＋
⃝スキマをふさぐ

2.外壁と軒裏の接合部からの
熱と炎の侵入を防ぐ
⃝接合部まわりを
土・シックイや厚板で
ふさぐ
外壁

◦し かし、「木製格子」を住宅防火戸の外側につけると、
屋内へ侵入する熱（放射熱）はかえって減少し、防火戸
の性能には悪影響を及ぼさないこと
が、実験で実証されています。
★防火戸が有効に働くのは、
カギ（クレセント）をしめている
状態です。
★住宅防火戸については
表面の＊3 をご覧ください。

木製格子付防火戸の
火災実験

京都の伝統的な木造住宅の改修モデル
１．屋根と外まわり

●防火対策、■耐震対策

防火・耐震対策の要点

２．吹抜けと土間の通り庭

安全性 ･ 居住性を高めながら、伝統的な外観意匠の復元へ

老朽化した屋根を葺きかえ、外まわりを修繕・改修するときに、
軒裏や屋根裏もいっしょに点検して、伝統の意匠を活かした防火 ･ 耐震対策を

トタン張り

軒裏・外壁
モルタル塗り

★外まわりの防火補強：化粧軒裏・木製建具・外壁の土壁に補強をして、
近くで火災が起きても、家の中に燃え移るのを一定時間（外壁は 30 分）ふせ
ぐ法律の防火性能を、伝統の意匠をほとんど変えずに実現しました。
★要所に土壁を新設：地震のときに力が集中する建物の四隅に（また、部屋の
間仕切りの端にも）、土壁を新しく設けて、つりあい良く配置し、ゆれとねじ
れへの抵抗能力を高めました。
★屋根をなるべく軽く：土葺きをやめて、屋根の重さを軽くしました。
また、瓦屋根の重さに見あうように、土壁を入れるなどして、架構を補強しました。
（建物が重いと、建物に働く地震力も増え、火災のときも崩れやすくなります。
）

改修後

◦屋根下地の野地板を
厚板に■●

◦主な瓦を留める
（地震・台風時の落下防止）■

★側壁の柱間を横材でつなぐ：足元と 2 階床と屋根裏の位置に、太い横材を入れて
つなぎ、細長い柱の変形をふせぎながら、側壁が一体に動くようにしました。

★柱の足元をつないで床を厚く：床下で柱同士を横材でつなぎ、

床に厚板を張って、架構が一体に動き、また、燃えぬけをふせげるよ
うにしました。

改修後

◦土壁の劣化した部分を
補修し、四周の木部と
のスキマをふさぐ●■

◦厚い野地板で
屋根面を構造として一体化、
断熱性も高まる■●

◦木 製窓の内側に住宅
防火戸をつける●

◦天窓は法指定の防火材料・製品を使う●

◦ひ さしが外壁に取り
つくまわりのスキマ
をふさぐ●■

◦細く長い柱を横材でつなぎ、柱の変形をふせぐ■●

1．木

防火・耐震性を高める

①防火特性

②耐震特性

●厚く太いほどゆっくり燃える

■木はねばり強い

◦木は可燃材料ですが、燃えると断熱性の高い炭化層
が表面にでき、内部に燃え進みにくくなります。
◦木材の炭化速度は、1 分間に 0.6 ～ 1 ミリで、
30 分たっても２～ 3 センチしか燃えません。
（鉄骨造の場合）
◦鋼材は燃えません。
◦けれども、火災時の高温では、強度が半分以下にも
なるため、断熱材で被覆する必要があります。

◦木材を組み合わせて架構をつくる
「伝統的な木造住宅」
は、
変形して、地震や台風時に受ける力を分散・吸収します。
◦変形後も元にもどる、
しなやかな復元力をもっています。

■木は軽いのに強い

◦鉄骨や鉄筋コンクリートに比べ、軽いわりに強度が高い
のです。
◦そ のため、地盤にかかる荷重や建物に加わる地震力が
少なく、住宅のような建物には適した構造です。

外壁

（主な原因の例）給排水管の埋設工事不良や土管の漏水による「地盤のゆるみ」

ＬＤ・通り庭（床板張り）

2．土

外壁

壁 (竹下地)

①防火特性

材

通り庭(土間)

柱の点検
★柱の傾きや沈下が大きい場合は、耐震・防火性が低くなりがちな
ため、原因を調べて補強を■●

雨対策■●
★建物の耐久性や防火・耐震性の低下を防ぐために重要です。
★建物の裏側や隣の建物との間、軒の出の少ない外壁や足元まわり、雨樋の漏水を、雨天時に点検し、必要に応じて補修を

木と土壁のすぐれた特性を活かして

座敷

◦外壁 ( 側壁 ) と座敷側の架構をつなぎ、構造として一体化する
①壁やはりでつなぐ■●
②床下で柱同士の足元をつなぎ、厚い床板を張る■

◦木製引戸と外壁の間に住宅防火戸をつける●

●土壁は防火性能が高い

◦不燃材料の土にワラと砂を混ぜてつくる土壁は、
健康・居住性、耐震・耐久性、地球環境保全だけでなく、
防火性にも非常にすぐれています。
（実験では）
◦土壁（厚さ 6cm）に火災相当の
熱を１時間加えても、裏面の温度
は 100℃ほどでした。
屋根裏も土壁だったため
隣家への延焼をふせげた例

◦地震時に変形が大きくなる屋根裏を補強■●
  
（接合部のゆるみの直し、腐った部材の交換など）

◦腐朽・劣化した軒先の取り替え時に、
化粧軒裏も厚板で補強●

防火塀

◦床下の柱の足元同士を
つないで一体化する■

ＬＤ

◦厚板の床を張って、居住性を良くし、
建物のねじれをおさえ、火災時に
２階への燃え抜けをふせぐ■●

和室

◦建具の上部に
土塗りの小壁をつくる■

暮らし方の工夫■●
★寝室には極力家具をおかない / ★家具や家電製品の転倒をふせぐ / ★ガラスの飛散をふせぐ / ★照明器具の落下や揺れを
ふせぐ / ★防炎物品や防炎衣類など燃えにくい製品を使う / ★２方向に避難できる経路を確保する（以上を組み合わせて）

③土壁の耐震特性
②外壁土壁の防火対策 ３つのポイント
                                 （■は耐震性も向上）
１. 熱の侵入を防ぐ
⃝土壁を厚くする■
⃝土壁の上に板張りする
  （１階天井裏・屋根裏部分も）

２. 炎の侵入を防ぐ
⃝土壁の四周の木部と
のスキマをふさぐ■

３. 柱の燃焼・変形をおさえる■
⃝柱を太くする
( 既存の柱に厚板を添える )
⃝柱の屋外側に露出している
部分を減らす

使い勝手が悪い、いつも湿気ている、設備が古い

改修後

通り庭（土間）

◦通り庭の外壁 ( 側壁 ) と座敷側の架構を、壁・厚板の床・はり
でつないで一体化する■●
◦台所周囲の土壁は、天井裏も屋根裏も
スキマなく塗りこんで、火災の拡大をふせぐ●■

◦小屋裏換気も忘れずに！

◦防火塀をつくって、
木製建具は
そのまま利用！●

座敷

火や水を使う場所は、とくに安心の対策を

（湿気が多いと、木材が腐り、シロアリが喰ったり、土壁の耐力が
落ちたりして、建物の耐久性や防火・耐震性が低くなりがちです。)
建物の間口方向に壁が少ない

改修後

快適・安心な水まわりへ

★湿気る場所を念入りに補修：床下や後ろの壁を点検して、

腐ったところは取りかえて補強し、風通しにも気を配りました。

★細い部材を補強：大事な柱やはりで、部材の細さが目立つところは、
厚板を添えて補強しました。

◦土壁 ( 外壁含む ) は、天井裏も屋根裏もスキマなく塗りこむ■●

４．水まわり ( 台所・浴室・洗面所・トイレ )
★火災の拡大をふせぐ：まわりの土壁を活かして、燃えにくい材料
も使い、火が拡がるのをおさえます。

2 階の床に厚板を張って、燃えぬけるのをふせぐようにもしました。

を巧みにやり過ごす仕組みでした。ごく最近、実大住宅の振動実験で確かめられています。
）

◦木製格子の内側に
住宅防火戸をつける●
◦建物隅の腰板張りの土壁を両面塗りに■●

和室の意匠や開放性を損なわないように補強し、
安心・安全な居住空間に

★建物全体の構造を一体に：地震力には建物全体で抵抗できるように、

通り庭側の外壁（側壁）
と座敷側の架構をつないで、一体の構造に近づけました。

（基礎石の上に立つだけの柱は、実は、ガタガタゆれて、あるいは滑ったりして、地震の力
１階道路側に壁が少ない

和室の魅力を活かして、安心な寝室へ

★土壁を活かして補強：使い勝手や意匠を考え、可能なところで、建具
の端にそで壁を、上には小壁を設けて、架構の抵抗能力を高めました。

◦雨戸用木製戸袋の内側
に土壁をつくる■●

★隣が工事をするときは点検・
補強の機会！

暗く、冬は寒く、
不便な土間床

敷

◦木製格子の内側に、 
住宅防火戸と障子をつけて、 
外観の伝統意匠を残す●

◦片面塗りの土壁 ( 隣家側 ) は
耐震的に弱いため、
できるだけ両面塗りに、
または別の補強を■●

窓のない中部屋（中の間）と一体になるよう床を張り、
自然材料で囲まれた広がりのあるリビング・ダイニング（ＬＤ）へ

◦建物隅の雨戸用戸袋の 
内側に土壁をつくる■●

◦隣の建物との間で、雨水の侵入
をふせぎ、排水の処理を■●

3．座

吹抜けの魅力を活かして、家族のくつろぎの場へ

★土間空間のなかでもつなぐ：側壁と座敷側架構の間にも、床下や吹き抜けの中に、
太い横材を何本か架けわたして、お互いに力を伝えあえるようにしました。

◦化粧軒裏も厚板の野地板にして、軒裏
と壁の間を土塗りや厚板でふさぐ●

◦屋外側も土塗りして、スキマを
ふさぎ、土壁板張りへ●■

各地に応用する場合は地域の特徴を考慮しましょう

土壁は非常に大事な耐力要素です。
 震時には、建物と一緒にゆれながら、地震力に対抗しつつ、その力を吸収し、
地
大きく変形して割れたり、一部がはがれ落ちても、強度をなお保っている性質があります。
土壁はぬれたり湿ったりすると、強度が落ちやすいため、雨仕舞と通気に注意しましょう。

３．建物の耐震対策のポイント
必要な強さの壁を、建物全体を通してバランス良く設けましょう。（改修後の間取図も参照してください）
地震力が集中する建物四隅や主要間仕切りの交点に壁をつくる（できれば１・2 階とも同じ位置に、四隅は L 型配置で）。
建具の上部に土塗りの小壁をつくり、建具の両側または片側の壁とつなぐと効果が大きい。
1 階天井裏の横材や屋根裏の屋根の下 ( 野地板 ) まで連続して、壁土をスキマなく塗りこむ ( 両面塗りで、小壁も )。
伝統木造住宅のゆれ方にあわない方法（例：すじかいや火打ちを入れて固める）で補強すると、耐震性を損なう場合がある。

◦床を厚板で補強して、
火災時には
2 階への燃えぬけをふせぎ、
建物のねじれをおさえる●■
◦天窓から光を入れる
◦台所の壁と天井は、
法指定の防火材料・防炎製品
を使い、
火災の拡大をふせぐ●
玄関土間

井戸

LD・通り庭（床板張り )

台所（床板張り）

廊下

◦古くなった設備を一新する
日頃の防火・耐震対策■●
★火災の早期発見と通報、初期消火が大切です。
★消火器を置くほか、住宅用火災警報器を台所・階段の 2 階上部・寝室などにつけると有効です。
★井戸は、防火用水や断水時の生活用水など、いろいろな使い方に役立ちます！
★湿気が多い流しと井戸の裏側にある柱や壁、床下、配管の傷み具合、排水の詰まりなどを点検・補修しましょう。

４．化粧軒裏の防火対策のポイント

５．木製建具の防火性能は

1. 野地板からの熱と炎の侵入を防ぐ

◦一般的な木製建具は法律の防火性能を満たしません。

⃝野地板を厚くする
＋
⃝スキマをふさぐ

2.外壁と軒裏の接合部からの
熱と炎の侵入を防ぐ
⃝接合部まわりを
土・シックイや厚板で
ふさぐ
外壁

◦し かし、「木製格子」を住宅防火戸の外側につけると、
屋内へ侵入する熱（放射熱）はかえって減少し、防火戸
の性能には悪影響を及ぼさないこと
が、実験で実証されています。
★防火戸が有効に働くのは、
カギ（クレセント）をしめている
状態です。
★住宅防火戸については
表面の＊3 をご覧ください。

木製格子付防火戸の
火災実験

２. お住まいを改修・修繕する機会に、防火・耐震補強を一緒に！
①火災や地震はいつ起こるかわかりません。改修・修繕の際に、もう少し手を入れ、暮らしやすさとともに、
安全性を高める防火・耐震補強を一緒に行い、建物全体の防火・耐震性をバランスよく高めていきましょう。
②安全性が落ちないように、補強後も定期的に点検・手入れをしていきましょう。
③日 常の暮らし方の工夫や、まちの人々との助け合いによって、「まちの安全性」

を高めていくことも大切です。

改修後

屋根・外まわり、通り庭、座敷、水まわりの改修を行いました。くわしくは中面をご覧下さい。
★建 物の外まわり（外壁土壁・化粧軒裏・建具）は、歴史あるまちなみ景観にふさわしい
伝統意匠を守りながら、近隣で火災がおきても一定時間内（外壁は 30 分間）は家の中に
燃え移るのを防ぐ法律の防火性能を確保しました。

防火性の向上

★修繕と補強により構造をしっかりさせたので、火災時に建物が壊れにくくなり、
火災による被害の発生や近隣への延焼のおそれもおさえられます。

―――

◦塀の転倒防止
◦隣 地への非常
口を設置

耐震性の向上

ひと工夫すれば、
他の現代的な木造住宅と同等の防火性能を実現できるようになりました。

最近の研究開発によって、木や土壁を使った伝統的な木造住宅でも、法律の
防火・耐震性能を満たせる方法が、解き明かされてきました。
火災や地震から「いのち」と「暮らし」を守り、被害を最小限におさえるよう、
お住まいを改修・修繕する機会に、伝統的な木造住宅の魅力を活かした防火・
耐震対策を一緒にしませんか！

２. 建物の特徴を活かして、計画的に防火・耐震補強を行いましょう

関西木造住文化研究会とは

改修前

◦平成 10 年 11 月に、「地域固有の木造伝統住文化を活かした、安心して暮らし続けられる住まい・まちづ
くりの実現」を目標に発足しました。
◦各 種の調査や実験による検証を通して、京都の伝統木造住宅の防火・耐震性を向上させる研究開発に、
継続して取り組んでいます。
◦さまざまな分野の研究者・伝統技能者・建築実務者・市民等の協力による協働研究方式で進めています。

暮らしの不便さ

軒裏：2 階道路側はモルタル塗り、
その他は化粧軒裏

①土間の台所は暗くて寒い
②中部屋（中の間、１・２階）は窓がない

●今までの主な研究活動

③トイレ・浴室・洗面所には１階座敷を
通らないと行けない

◦関西の木造伝統住文化再生 5 ヵ年計画プロジェクト
  
『街区レベルの防災まちづくりと木造伝統住文化の共存手法の提案』（平成 11 ～ 15 年）
◦平成 14 年度京都市木造住宅振興支援事業補助研究「京町家防火・耐震工法開発の基礎研究」
◦平成 15 年度同上補助研究
「京町家防火・耐震性能評価手法及び改修手法の開発」

④階段は勾配がきつい
⑤水まわりの設備が古くなっているなど

木製建具

木製建具

防火上の問題点
★薄い片面塗りの隣家側の外壁土壁
（右図Ａ）＊2 は燃え抜けやすい
★木製の外部建具は火に弱い
京町家の振動実験
（平成 11 年～）

京町家の土壁耐震実験
（平成 12 年～）

京町家の腰板張り土壁
防火実験（平成 12 年～）

●参考文献

 西木造住文化研究会、「平成 17 年度 既存京町家の防火改修設計・施工マニュアル研究報告書」
関
（平成 17 年度京都市防災危機管理対策調査助成研究）
●活動の詳細 下記のホームページをご覧下さい。

上の写真の建物は

野々村織物株式会社
（京都市西陣地区大黒町）

耐震上の問題点
★細長い建物なので、ねじれやすい
★建物の間口方向に壁が少ない

●私たちも応援しています

★基礎石の上に立つだけの柱は不安定？

 ８年間、京町家の防火・耐震性能の向上を図るための研究を着実に積み重ねてこられた関西木造住文化研究会の説得力ある成果は、
市民のみなさんが、自らの手で京町家の保全・再生・活用を進めていく際の拠り所となる貴重な財産です。
さらなる今後のご活躍を期待しています。
（財）京都市景観・まちづくりセンター

編集・発行

TEL

関西木造住文化研究会

075-354-8701

  
（Kansai Association for the Research in Traditional Housings

★部材が細い
改修前の表側

/

略称

KARTH: カース）

〒 602-8485 京都市上京区上立売通浄福寺西入ル姥ヶ東西町 632
TEL 075 － 411 － 2730 悠 ( ユウ ) 計画研究所内、FAX 075 － 411 － 2725
http://karth.blog13.fc2.com/、KARTH 地震ネット http://karth-net.at.webry.info/
このリーフレットは、平成 18 年度㈳住宅生産団体連合会・住宅関連環境行動助成、同年度公益信託大成建設自然・歴史環境基金助成、トヨタ
財団 2006 年度地域社会プログラム助成事業によって作成されたものです。許可無く複写することを禁じます。 改訂版発行 2007 年 10 月

＊２

★柱同士のつながれていない場所がある

URL：http://machi.hitomachi-kyoto.jp

改修後（防火・耐震補強）

改修前の通り庭

改修後
（防火・耐震補強）

「伝統木造住宅の防火性と耐震性を向上させる最新の研究成果」を暮らしの中に取り入れる方法をご紹介します

関西木造住文化研究会

★屋根が重い

など

＊1

 り庭：道路から敷地奥まで通り抜けられ
通
る吹抜けの土間空間

＊2

片面塗りの外壁土壁：
土壁は一般には両側から土塗りするが（
「両
面塗り」
）
、隣家と接しているときは外側を仕
上げられないため、屋内側から塗っただけの
薄い「片面塗り」になる場合が多い。

木製建具
木製建具、一般アルミサッシ
改修前

１階

Ａ片面塗りの土壁

★化粧軒裏は屋内へ燃え込みやすいなど
京町家の防火・耐震改修モデルの
設計と施工（平成 10 ～ 12 年）

④

住宅防火戸：
 律の防火規制場所に使える
法
住宅用アルミサッシ( 網入りガラ
ス入りなど )や木製サッシなど

屋根：土葺きの瓦屋根
壁 ：下地に竹を使った
伝統的な土壁

②

＊３

通り庭＊１のある木造住宅を、子供世帯が同居して改修する機会に、防火・耐震対策も一緒にしました。

②

★2階
  ◦子供世帯のフロアに。
  ◦ゆるやかな勾配の階段へ。

京都の伝統的な木造住宅をモデルに、具体的に考えてみましょう

Ａ片面塗りの土壁

★１階
  ◦将来、車イスの生活になっ
ても、簡易な改修で対応
できる安心な住まいへ。

から、一緒に行うと効率良く経済的です。

④

★建物内部
  ◦木・土壁の伝統的な意匠
や空間の魅力を活かしな
がら、居住性を高める。

②防火と耐震の補強方法は共通点が多く、耐震性の向上が防火性の向上につながります

１.お住まいの健康診断をして、防火・耐震上の弱点をきちんと調べましょう
使用材料・施工方法や老朽化・手入れの状況によって、防火・耐震の性能は大きく異なります。

暮らしの向上
★道路側の外観
  ◦伝統的な意匠を復元する。

①最近の研究開発によって法律が改正され、木の軒裏( 化粧軒裏 )や土壁を使った伝統的な木造住宅でも、


②

２階

◦化 粧軒裏を
防火補強

木や竹など主な材料は太陽エネルギーで再生産でき、土に還ります。木の住まいは鉄やコンクリー
トの建物より大量の二酸化炭素を貯蔵しており、かけがえのない地球を守ることにもつながります。

１. 木や土壁の特徴を活かして、防火・耐震対策を！

②


◦木製建具の内側
に防火戸を

自然材料を使い、日本の気候・風土に適した木造住宅は、シックハウスの心配がないなど健康面
や居住性に優れているだけではありません。
現在のお住まいが仮に不便で不安があっても、増改築や補修・補強が容易ですし、木や土壁の
特性を活かした防火・耐震対策と定期的なお手入れをすれば、子供からお年寄りまで安心して心豊か
に暮らし続けられる長寿命の住まいになります。

歴史あるまちなみの魅力を守りながら
安心して暮らし続けられる道 が開けてきました

①⑤

◦細く長い柱を横材でつなぎ、柱の変形を防ぐ（屋根裏）

（屋根裏・２階吹抜けまわり）

◦木製格子の内側に
防火戸と障子を

◦細く長い柱を横材でつなぎ、柱の変形を防ぐ

１階

柱も太く）
＋耐震補強（押入の壁を板で補強）
、２階も同じ

親の寝室

◦防火戸へ

★建 物の倒壊を防ぐことは、
命 を 守 り、 火 災 の 発 生 や
拡 大 を 防 ぎ、 地 震 後 の
避難・救助・消火活動にも
役立ちます。

伝統的な木造住宅には、深い落ち着きや安らぎ、心の豊かさを感じる方が多いと思います。
そこに使われた本物の自然材料は、歳月が経つほど深く豊かな味わいを出し、また住まいの中には、
家族の歴史や暮らしの文化が刻まれているからでしょう。

伝統的な木造住宅の魅力を活かして  安全性を高めるには

③⑤

◦防火塀を
設ける
◦ 片面
 塗り土壁の防火補強（壁を厚く、スキマもふさぎ、厚板を添えて

◦水まわりの古くなった設備を一新

★地 震 が お き て も、 建 物 が
一 気 に 倒 壊 せ ず、 補 修 し
て元の家に住み続けられる
ように、壁・床下・屋根裏・
屋根を補強して、建物全体
の耐震性を高めました。

◦防火塀を
つくって
木製建具
を使用

◦木 製建具と外壁
の間に防火戸を
改修後

住宅防火戸＊3 の新設
土壁の新設
既設土壁の補強
建具上部のランマを土壁
（小壁）
に

伝統的な木造住宅に長く住み続けていくこと  の意味とは

２階

＊２

