地域固有の木造伝統住文化と暮らしと安全性が両立した住まい・まちづくりの実現に向けて

関西木造住文化研究会（略称

ＫＡＲＴＨ：カース）

（Kansai Association for the Research in Traditional Housings）

●活動目的
「地域固有の木造伝統住文化と暮らしと安全性が両立した住まい・まちづくりの実現」をテーマに、
木造伝統住文化の今後の都市への再生の意義、再生の可能性、具体的な再生・継承・発展手法等を、各種
実験等を通して、総合的・工学的・体系的に研究・検証・提案･実践することを目的として平成 10 年

（１９９８年） １１ 月に発足しました。

ＫＡＲＴＨの主な活動概要（多くの方々のご指導･ご協力よる協働研究）
1. 地域固有の木造伝統文化を活かした、既存伝統木造住宅の
防火・耐震性能向上手法の研究開発（平成１1 年〜、協働研究）
各地の木造伝統構法の伝統技能者、研究者、設計者、施工者、市民など、さまざまな分野の多くの方々
のご指導・ご協力による協働研究方式で、木造伝統住宅の地域固有の伝統文化を活かした防火･耐震性能
向上手法の研究開発に継続的に取り組んでいます。京町家をモデルとした研究成果を、各地の伝統木造住
宅・歴史的まちなみの保全･再生に活かすために、研究成果は随時、公開しています。

(主な協働研究体制)
耐震研究統括指導
防火研究指導
防災研究指導
木造伝統構法指導

敬称略

鈴木 有 （耐震研究チーム 代表、金沢工業大学名誉教授）
長谷見雄二（防火マニュアル作成チーム代表、早稲田大学教授）
、同研究室、
安井 昇 （防火マニュアル作成チーム幹事、早稲田大学理工学研究所客員研究員）
室崎 益輝（被災指針作成チーム代表、関西学院大学教授）
木下孝一( 数寄屋研究所心傳庵大工棟梁)、佐藤嘉一郎（佐藤左官工業所）
、
吉村栄二（銘木問屋・松文商店）、米田英三(米田工務店、大工棟梁)、石田良雄(石田工務
店、大工棟梁)、廣部 捍（大工棟梁）、渡邉照夫（渡文工務、大工棟梁）
、米田安志(米田
工務店、大工)、佐藤ひろゆき（佐藤左官工業所、京都工芸繊維大学伝統みらい研究センタ
ー特任教授）

Ａ.(1999〜2003) 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』
（協働研究）
＊所属・肩書きは当時の内容を示す。ＷＧ：ワーキンググループ、WM：ワーキングメンバー

★耐震実験ＷＧ代表
鈴木 有 教授（秋田県立大学木材高度加工研究所）
★火災・燃焼実験 WG 代表 長谷見雄二教授（早稲田大学）
★木造伝統構法指導 木下孝一(数寄屋研究所心傳庵大工棟梁)、佐藤嘉一郎（佐藤左官工業所）、
銘木問屋・松文商店

●既存伝統木造住宅再生モデルの設計･施工（ＫＮ1 実験住宅＝西陣 ヒコバエノ家、 1998〜2000、WM 30 名 ）
⇒防火･耐震改修手法の有効性を実験で検証して実現した日本初の改修町家例
（設計）木下棟梁＆ ＫＡＲＴＨ （担当：田村佳英、武田眞理子）
（施工）木下棟梁、数寄屋研究所心傳庵、協力 銘木問屋松文商店、佐藤嘉一郎＆佐藤左官工業所、
（建物の歴史特性調査協力）大場 修教授（京都府立大学）

再生モデル住宅（西陣ヒコバエノ家 ）の設計・施工

伝統の自然材料と伝統構法の智恵・技を活かした防火・耐震改修
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●改修前後の振動実験を通した再生モデル住宅の総合的
耐力性能評価の研究（1999〜2001、W M 21 名）
（実験）鈴木 有教授（秋田県立大学木材高度加工研究所）、
柴田 悟研究員（同左）、 渡辺千明研究員（同左）、
若島嘉朗研究員（富山県林業技術センター）

●伝統的軸組構法の木造土壁せん断耐力試験
改修前の震動実験

（2000、WM 21 名 ）

改修後の震動実験

（実験 ）鈴木 有教授（秋田県立大学木材高度加工研究所）
、村上雅英助教授（近畿大学）＆村上研究室,
柴田 悟研究員（前掲）
、渡辺千明研究員（前掲）、若島嘉郎（前掲）
（試験体製作・養生）木下棟梁＆数寄屋研究所心傳庵、（実験場所）近畿大学

試験体製作

伝統的軸組構法の木造土壁せん断耐力試験

●伝統的木質材料の燃焼実験（ 早稲田大学長谷見研究室 、1999〜2000 ）への協力
●伝統的軸組構法の木造土壁の火災安全性実験（日本初、2000。WM１８名）
（実験 ）早稲田大学長谷見研究室、協力（財）日本建築総合試験所、
（試験体製作・養生）木下棟梁＆数寄屋研究所心傳庵、
（実験場所）（財）日本建築総合試験所

伝統的軸組構法の木造土壁の火災安全性実験

伝統的木質材料の
燃焼実験

●再生モデル住宅の古材使い廻し・再生手法の調査研究
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京都大学・橋本清勇チーム、 1999〜2000

●伝統木造住宅集積地域での街区レベルの防災まちづくり調査
（予備調査）神戸大学室崎研究室自主ゼミ （1999〜2000）

●再生モデル住宅の温熱環境研究（早稲田大学長谷見研究室）への協力
（2000〜2003、 右写真）

●（継続）改修実験住宅の居住実験・経年変化の調査 他
再生モデル住宅の
温熱環境測定

Ｂ. 2002 年度 「京町家防火・耐震工法開発の基礎研究」
（協働研究、平成 14 年度京都市木造住宅振興支援事業補助研究〉
★耐震研究統括指導

鈴木

有教授（秋田県立大学木材高度加工研究所）

★防火研究統括指導

長谷見雄二教授（早稲田大学）

★木造伝統構法指導

木下孝一(数寄屋研究所心傳庵大工棟梁)、佐藤嘉一郎（佐藤左官工業所）、
米田英三棟梁（町家実態調査同行指導含む）、山下和男棟梁（同上）、石田良雄棟梁（同上）

●既存京町家の構造研究（WM３２名）
①構造特性実態調査 42 件、②防火特性実態調査 42 件、③耐震診断 39 件、
④振動実験 2 件
（実験）鈴木 有教授（秋田県立大学木材高度加工研究所）
、柴田

合同会議

町家実態調査

悟研究員（同左）

町家振動実験

●既存京町家の外壁土壁防火補強仕様の防火実験（WM17 名）
実大試験体 2 種：①妻壁裏返し塗無し、②土壁腰板張の防火補強仕様、
（実験）早稲田大学長谷見研究室、協力 (財)日本建築総合試験所、
（実験場所）(財)日本建築総合試験所、
（試験体製作）木村忠紀（木村工務店）、京都左官協同組合、(株)東亜理科

①土壁腰板張の防火補強仕様

②妻壁裏返し塗無しの防火補強仕様

Ｃ. 2003 年度 「京町家防火・耐震性能評価手法及び改修手法の開発」
（協働研究、平成 15 年度京都市木造住宅振興支援事業補助研究）
★耐震研究統括指導
★防火研究統括指導
★木造伝統構法指導

鈴木 有教授（秋田県立大学木材高度加工研究所）
長谷見雄二教授（早稲田大学）
木下孝一(数寄屋研究所心傳庵大工棟梁)、佐藤嘉一郎（佐藤左官工業所）、
米田英三棟梁（町家実態調査同行指導含む）、山下和男棟梁（同上）、石田良雄棟梁（同上）

●既存京町家の①構造特性実態調査 4 件、②耐震診断 43 件
●既存京町家の振動実験 3 件
（実験）鈴木 有教授（秋田県立大学木材高度加工研究所）
、柴田 悟研究員（同左）
、澤田 圭研究員（同左）
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●土壁せん断耐力実験による主要耐震要素の耐力性能の検証
★水平せん断耐力実験 実大試験体 12 体
（実験）小松幸平教授（京都大学木質科学研究所）＆同研究室、
（実験場所）京都大学木質科学研究所
★要素試験体による耐力性能実験 要素試験体 17 体
（実験）村上雅英助教授（近畿大学）＆同研究室、
（実験場所）近畿大学
★試験体製作：米田工務店、京都左官協同組合、京都府左官技能専修学院

●防火研究：既存京町家の実態荷重調査研究、京町家の防火設計指針案の作成

試験体製作

水平せん断耐力実験

要素試験体による耐力性能実験

Ｄ. 2004 年度 「既存京町家防火改修指針の作成」（平成１６年度京都市防災対策調査補助研究）
Ｅ. 2005 年度 「既存京町家防火改修設計･施工マニュアル作成」
（平成 17 年度京都市防災危機管理対策調査補助研究）

Ｆ.2006〜2007 各地の住まい手向けリーフレットの作成・発行
「住まい手向け既存伝統木造住宅の防火・耐震改修手引き」
Ｇ. 2007〜2010.1
各地の建築設計者・施工者向け
「既存伝統木造住宅の防火改修設計・施工マニュアル」、「同マニュアル技術解説書」作成、発行
Ｈ.（継続）耐震研究｢構造総体としての耐震性能評価を取り入れた京町家改修指針作成｣
（*印会場：西陣ヒコバエノ家）
●2008 年度「構造総体としての耐震性能評価を取り入れた京町家改修指針作成に向けて
−熟練伝統技能者の持つ耐震改修ノウハウに関わる共通則の抽出−」
平成 2０年度京都市木造住宅振興支援事業補助研究、（財） ハウジングアンドコミュニテイ財団第 16 回「住
まいと コミュニティづくり 活動助成 、(社) 日本建築学会近畿支部協賛 、(財) 京都市景観・まちづくりセンター協力

●2009 年度
★国土交通省、長期優良住宅等推進環境整備事業補助研究

「京都の伝統的な木造住文化と歴史的まちなみを地震や火災から護り抜く
ー京町家の改修指針作成とその普及啓発の活動を通してー」（協賛 ( 社)日本建築学会近畿支部）
★(財)京都市景観・まちづくりセンター平成２１年京町家 ま ち づ く りフ ァ ン ド 活動助成 モ デ ル 事業補助研究

「京町家の改修指針作成に向けて―熟練伝統技能者の持つ耐震改修ノウハウに関する研究」

●2010 年度
★国土交通省、長期優良住宅等推進環境整備事業補助研究

「京都の伝統的な木造住文化と歴史的まちなみを地震や火災から護り抜く
ー京町家の改修指針作成とまちなか防災アクションプランー」

Ｉ. （2010 年度） 「土壁の耐震性、耐久性、耐火・防火性の研究」

町家の耐震調査（平成 20 年、21 年度）
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２.研究成果の市民への情報発信

（＊：会場

防火・耐震改修手引き

西陣ヒコバエノ家）

Ａ．(2006〜) 市民向け伝統木造住宅の防火･耐震改修手引きリーフレットの
作成･発行及び各地への普及活動（右写真）
Ｂ．（2010.11/13〜14）まちなかを歩くウイークイベント
「地震・火災に強い姉小路界隈を創る−姉小路の 3 町家をモデルとした耐震・防火への提案―」
主催：姉小路界隈を考える会、当会、会場：ギャラリー象鯨
国土交通省長期優良住宅等推進環境整備事業補助

●11/13

講義「いのちと暮らしとまちなみを守るアクションプログラム」
講師 室崎 益輝（関西学院大学教授）

Ｃ．（2010.1 月〜2 月）防火・耐震・防災研究成果の関連セミナー会場での普及啓発
①1 月 18 日「阪神淡路大震災 15 周年フォーラム」
主催：日本地震工学会、14 学協会共催、会場：神戸国際会議
②1 月 25 日

大地震に備えるセミナーin 東京「首都直下地震・復興に備える」
主催：（社）日本建築学会他、会場：東京、建築会館ホール

③1 月 26 日

大地震に備えるセミナーin 名古屋「大地震に備える建築とまちづくり」
主催：（社）日本建築学会他、会場：名古屋都市センター

④2 月 1 日 大地震に備えるセミナーin 大阪
「21 世紀前半の大阪を襲う地震被害―南海トラフでの地震と上町断層地震」
主催：（社）日本建築学会他、会場：常翔学園大阪センター

Ｄ．（2009.3/29） シリーズ №１ KARTH 京都フォーラム２００９ 開催
『京の街なかに、伝統を受けつぐ現代の町家を創る』
第１部 事例紹介「わたしたちはこうして創った！」
１.「歴史あるまちなみを甦らせる−固有の文化を受けついで−」
あねや こ う じ

姉 小路界隈のまちづくり

谷口親平（姉小路界隈を考える会

事務局長）

２.「暮らしの文化を受けつぎながら既存町家を再生する−地震と火災に備えて−」
実験で防火・耐震改修の有効性を検証して再生した西陣ヒコバエノ家（日本初）
田村佳英（悠計画研究所）、木下孝一（数寄屋研究所心傳庵大工棟梁）
３.「伝統を受けついだ新しい町家を創る−伝統木造・京町家の復興に向けて−」
宮内寿和（宮内建築大工棟梁）

第 2 部 これからを展望する語り合い
「伝統を受けつぎながら現代の町家をどう創っていくか？−立ちはだかる課題にどう対処するか−」

パネラー

コーデ ィネータ ー

第１部発 表者
防火研究者
耐震研究者
防災研究者

谷口 親平、木下 孝一、宮内 寿和、
長谷見雄二（早稲田大学教授）
鈴木 有 （金沢工業大学名誉教授）
室崎 益輝（関西学院大学教授）

（同時開催）姉小路界隈のまちづくりを学ぶ（午前10時〜11時半）
会場：西陣織会館、主催：当会、共催：（財）京都市景観・まちづくりセンター
協賛：（社）日本建築学会近畿支部、（社）日本建築家協会近畿支部、（社）京都府建築士会、
（社）京都府建築士事務所協会

午前の部のまちあるき
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Ｅ．(財)京都市景観・まちづくりセンター事業「京町家再生セミナー」への協力

★2010.10/9「京都の歴史的まちなみを地震・火災から護り抜く〜町家に安心して暮らし続けるために〜」＊
講師

梅垣 浩久（京都市消防局防災危機管理室 防災課長）
室崎 益輝（関西学院大学教授）

★2009.9/26「木のある暮らしを学ぶ〜銘木に触れてみよう！〜」＊
講師

吉村栄二（銘木問屋松文商店代表）、銘木の見学含む

★2009.1/25「新潟・能登被災地の教訓を京都につなぐ
ー町家が被災しても修復して住み続けるための知恵を学ぶ」＊
講師

長谷川 順一（KAR TH 地震ネット新潟事務局、住まい空間研究所）
佐藤ひろゆき（京都工芸繊維大学伝統みらい研究センター特任教授、佐藤左官工業所）

★2007.10/21「町家の魅力を活かして、暮らしやすさと耐震・防火性を高める」＊
講師（耐震）鈴木

有（金沢工業大学名誉教授）
（防火）田村佳英（悠計画研究所）

★2007.1/21「安全にきれいに住まう」＊
講師（防火）安井

昇 （早稲田大学理工学総合研究センター客員研究員）
（耐震）鈴木 有（金沢工業大学名誉教授）
（地域防災・家具の地震対策）町田善軌（京都市消防局市民安全課生活安全係長）

★2006.2/12「安心して暮らせる京町家を考えるー京町家を地震・火災から守る」
第２部「京町家の防火性能とまちの防災力を高める」
講師（防火）安井

昇、（地域防災）田村佳英

★2005. 8/28「町家を地震・火災から守る」＊
講師（防火）安井

昇、（耐震）田村佳英

Ｆ．（2007.10/27） 第21回

国づくりシンポジウム
「全国路地サミット 2007 in 浜名湖・新居」での活動報告

京町家再生セミナー

サミット第１セッション「全国路地のまちづくり活動報告」
報告「地域固有の木造伝統文化を活かした地震・火災に強い住まいづくり」

田村佳英

会場 静岡県新居町民センター（静岡県浜名郡新居町）
主催 全国路地サミット 2007 in 浜名湖・新居実行委員会、(財)国土計画協会、全国路地のまち連絡協議会

Ｇ．（2007.8/24〜8/27） 「防災フェア 2007ｉｎきょうと」での活動報告、活動紹介展示
①ブース展示への出展、
②8/25「第 3 回全国防災まちづくりフォーラム活動発表会」での報告
主催

武田眞理子

防災フェア 2007 実行委員会(内閣府、京都市、防災推進協議会)

Ｈ．（2005、2007）ラジオ番組への参加（★2005.12/1９〜12/30、★2007.10/1〜10/12）
KBS 京都ラジオ番組「災害シミュレーションラジオーその時あなたは・・・？」で、2 週間、
伝統木造住宅の防火･耐震対策、地域防災に関するＫＡＲＴＨ研究成果を概要紹介 他
解説

田村佳英、武田眞理子

Ｉ．西陣夢まつり「西陣街中ギャラリー」公開工房として参加＊
★(2004.10 月)
テーマ「京都の木造伝統住文化を活かした、地震・火災に強いまちづくり」
協力：上京消防署、乾隆学区自主防災会、乾隆消防分団、
(財)京都市景観・まちづくりセンター、地域の方々

◎10/15 「地震体験車で震度７の地震を体感しよう」（上京消防署実演）
◎10/1６ 勉強会１「京都市防災都市づくり計画〜地震に強い安心・安全まち
づくりの推進〜」、「木造住宅の耐震改修に関する支援制度」（京都市）
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地震体験車

◎10/1７ 勉強会２「大地震に備えてわたしたちは何をすれば良いの？」
京都市上京消防署消防司令

奥村

健 さま、消防司令補

澤田

卓 さま

「KARTH の京町家耐震・防火研究成果の概要報告」 田村佳英

★(2001.10/19〜21)公開工房

協力：上京消防署、乾隆学区自主防災会、乾隆消防分団、地域の方々 他

Ｊ．防火･耐震改修モデル町家「西陣ヒコバエノ家」の建物公開 (事前予約制、相談コーナー常設)
３.研究成果の建築実務者等への情報発信・活動公開（＊：会場 西陣ヒコバエノ家）

Ａ．研究活動の公開(継続)
Ｂ．数寄屋研究所心傳庵藤五郎 木下孝一大工棟梁の現場勉強会
（2010.12/23） 京都古民家改修現場勉強会
（2011.5/15,16）京都嵯峨広沢池 春秋庵の茶室増築工事の現場勉強会

Ｃ．（2010.7/25）KARTH 公開勉強会＊
「岐路に立つ木造伝統構法の再生に向けて今、私たちは何をなすべきか？−熟練伝統技能者から学ぶー」
1．国の「伝統的木造軸組構法住宅の設計法開発」の取組みが目指すもの
大江 忍 （「NPO 法人緑の列島ネットワーク」理事長）
2．熟練伝統技能者の大工棟梁による、伝統構法再生に向けた提言
木下 孝一 （数寄屋研究所心傳庵 大工棟梁）

Ｄ．（2010.2/6） KARTH 防火セミナー
「各地の伝統的な木造住文化と歴史的まちなみを地震や火災から護り抜く」
第1部

既存伝統木造住宅の伝統文化を活かした防火改修の設計･施工の要点を学ぶ
講師 安井 昇 （桜設計集団一級建築士事務所、早稲田大学理工学研究所客員研究員）
田村 佳英（悠計画研究所）

第2部

京都の町家、歴史的街並みの防火特性を学ぶ
西陣界隈の歴史的街並みのまち歩き（土蔵の防火対策含む）

第3部
第4部

防火･耐震改修事例の町家の見学（西陣ヒコバエノ家）
意見交換会「各地の伝統木造住宅、歴史的まちなみの防火上の課題の解決策を考える」

共催 （財）京都市景観・まちづくりセンター
協賛 （社）日本建築学会近畿支部、（社）日本建築家協会近畿支部、（社）京都府建築士事務所協会、
（社）京都府建築士会、京都左官協同組合
国土交通省、住まい・まちづくり担い手事業（長期優良住宅等推進環境整備事業）補助）

Ｅ．（2009.7/26）KARTH 意見交換会＊
「岐路に立つ木造伝統構法の再生に向けて、今、私たちは何をなすべきか？」
＜各地の報告＞ ●奈

良 米村博昭（ ＮＰＯ 「今井まちなみ再生ネットワーク 」副理事長）、
●和歌山 野中恵治（アーキ・クラフト建築事務所）、●京都 米田安志（米田工務店大工）
（メッセージ参加）●静 岡 谷川 薫（T設計室一級建築士事務所）、●京都 吉村栄二（銘木問屋松文商店）

Ｆ．（2009.3/28） 近畿あーきてくと 2009 第 16 回地域実践活動発表会
「地域から環境へ〜住み続ける＜まち＞と私たちの＜くらし＞〜」
第一部の京都府の発表者として活動報告
「地域固有の木造伝統文化を活かした地震・火災に強い住まい・まちづくりの実現に向けて」
発表：田村佳英、主催：近畿建築士会協議会青年部会、 会場：大阪市立住まい情報センター

Ｇ．（2008.10/25） 第 51 回建築士会全国大会「とくしま大会」での
当会活動のパネル展示
「くらしづくり」ゾーンの近畿建築士会協議会青年部会「近畿発エ
コ・プロジェクト委員会」の ブースの中に、京都府内の環境共生住
宅事例として、当会ヒコバエノ家の再生活動パネルが展示される。
テーマ 『【西陣蘖ノ家】町家保存の方法を実験・検証で確立する』
主催：(社)日本建築士会連合会、(社) 徳島県建築士会、
会場：アスティとくしま（徳島市内）
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Ｈ．（2008.7/25） 〔社〕京都府建築士会木造建築研究会セミナーでの講演
「当会作成の既存伝統木造住宅の防火・耐震改修手引きリーフレットについて」
講師：田村佳英、武田眞理子

Ｉ．（2007.3/10）第１回京都発シリーズ公開講座ｉｎ金沢
地域固有の伝統木造住文化を活かした安心して暮らし続けられる住まい･まちづくりの実現に向けて

「地域の文化を活かす既存伝統木造住宅の防火･耐震改修手法を考える
−モデルケース｢京町家｣の研究成果を通して」
第１部 伝統文化を活かした｢京町家｣の防火・耐震改修手法を学ぶ
１．外壁土壁・化粧軒裏・外部開口部の防火改修の要点
安井 昇 (早稲田大学理工学総合研究センター客員研究員)
２．一般リフォームへの防火改修適用事例 田村 佳英 (悠計画研究所)
３．構造特性と耐震改修の要点
鈴木 有 (木の住まい考房主宰、金沢工業大学名誉教授)
第２部 金沢の伝統木造文化を活かした地震・火災に強い住まい・まちづくりを考える
１．金沢の町家の特徴と防火・耐震上の課題 武藤 清秀（むとう設計）
２．討論
司会統括 川上 光彦（金沢大学、金澤町家継承・活用研究会）
討論参加 鈴木 有、安井 昇、田村 佳英、武藤 清秀
主催：当会、金澤町家継承・活用研究会
後援：石川県、金沢市、( 社) 石川県建築士会、(社)金沢職人大学校、
(社) 日本建築学会北陸支部、( 社) 石川県建築設計事務所協会、
金沢市建築組合、(財)京都市景観・まちづくりセンター

Ｊ．(2005〜2006) 建築実務者向け 既存京町家の防火改修設計･施工
マニュアル研究報告書の作成･発行
（平成 17 年度京都市防災危機管理対策調査助成研究成果）

Ｋ．(2004.7 月〜2005.8 月) KARTH シリーズ公開研究会＊
地域固有の住文化を活かした安心して暮らし続けられるまちづくりを目指して

『歴史的市街地に固有の住文化と暮らしに調和した既存伝統木造住宅の防火・構造安全性能を考える』
テーマ・講師

会

場：西陣ヒコバエノ家

№

開催日

１

2004.
７/17

「伝統木造住宅の防火安全性能の評価に関する研究・改修に関わる技術開発・法整備の
現状」
長谷見 雄二（早稲田大学理工学部建築学科教授）

８/0７

「伝統木造住宅の構造安全性能の評価に関する研究・改修に関わる技術開発・法整備の
現状」
鈴木 有（金沢工業大学名誉教授、木の住まい考房）

２

「壁土の特性を科学する」

３

2004.
９/11

輿石

直幸（早稲田大学助教授）

「構造耐力要素としての土塗壁抵抗の仕組み
−破壊形式を特定し、剛性と耐力を推算する」
村上 雅英（近畿大学理工学部助教授）

４

10/0２

「構造耐力要素としての木造軸組と土塗壁の水平耐力性能評価」
小松 幸平（京都大学生存圏研究所教授）

５

11/20

「既存伝統木造住宅の総合耐震性能の評価と改修の指針」
鈴木 有（金沢工業大学名誉教授、木の住まい考房）、
田村 佳英（悠計画研究所代表）

６

2005.
１/23

「左官技能者から京都の土塗壁で防火・耐震性能を高める工夫を学ぶ」
佐藤 嘉一郎（佐藤左官工業所 代表）

７

2/06

「大工棟梁から伝統木造住宅の防火・耐震性能を高める工夫を学ぶ」
木下 孝一棟梁（数寄屋研究所心傳庵 代表）

８

5/29

「京町家の耐震性能特性と耐震改修の指針−「蘖(ヒコバエ)ノ家」での実践事例を通して」
鈴木 有（金沢工業大学名誉教授、木の住まい考房）
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№

開催日

９

6/26

「京町家による 3 階建て・大規模建築の可能性に挑む」
長谷見 雄二(早稲田大学教授)

7/17

「歴史的市街地の火災・地震対策の取り組み」
矢野 邦夫（上京区自主防災会連絡協議会副会長、乾隆学区自主防災会会長）
澤田
卓（上京消防署）

10

テーマ・講師

会

場：西陣ヒコバエノ家

「実践からみた京町家の仕組みと新たな再生の可能性」
梶山 秀一郎（ノム建築設計室）

11

8/21
「地域の歴史文化遺産を災害から守るー災害に強いまちづくりに活かす人材育成の取り組み」
村上 裕道（兵庫県教育委員会文化財室）
協 賛：(社)日本建築学会近畿支部、(社)日本建築家協会近畿支部、 (社) 京都府建築士事務所協会 、
(社)京都府建築士会 、京都左官協同組合、(財)京都市景観・まちづくりセンター、

Ｌ．（2000.9/30）ＫＡＲＴＨフォーラム 2000
「木造伝統構法の安全性のメカニズムが見えてきたー土壁の防火実験＆せん断耐力試験を通して」
第一部

司会

田村佳英

「歴史的町並みと伝統木造構法の技術的見直し」

室崎 益輝 （神戸大学都市安全センター教授）

「土壁実験の試験体と伝統木造の構造・防火の考え方」木下孝一（数寄屋研究所心傅庵・大工棟梁）
「せん断耐力試験の結果と伝統木造の構造の考え方」

鈴木

「火災安全性試験の結果と火事に強い伝統木造の可能性」

有(秋田県立大学木材高度加工研究所教授)
長谷見雄二(早稲田大学理工学部教授)

第二部 質議・ディスカッション

コーデイネー ター 室崎益輝 （前掲）
コメンテータ ー 吉田正友 （（財）日本建築総合試験所建築物理部耐火防火試験室室長）、村上雅英 (近畿大学理工学
部助教授)、木村忠紀(京都府建築工業協同組合理事)、佐藤嘉一郎 （元・左官職業訓練校校長）、
大谷孝彦 （京町家再生研究会代表幹事）、 橋本清勇（京都大学助手）
会場 京都商工会議所
主催 当会
協賛 （社）日本建築学会近畿支部、
（社）日本建築家協会近畿支部、（社）日本建築士会連合会、
京都府建築工業協同組合、京都左官協同組合
後援 （財）京都市景観・まちづくりセンター

４． 地震被災時の被災住宅修復技術情報支援（2004.11/24〜）
KARTH 地震ネットによる情報発信
●目的

２００４年１０月２３日 の新潟県中越地震発生
約１ヵ月後に立ち上げた、被災地の建築修復情報
支援ネットワーク。阪神･淡路大震災の被災体験･
教訓を踏まえ、「非常時の被害を最小限に抑え、
暮らしや地域固有の木造住文化等を大切に活か
した地域再生･復興を迅速に進める手法」を研
究・実践することを目的としている。

修復工事のカンパ協力をした神社の被災状況と工事
完成祝

●活動概要

新潟事務局 （長谷川順一・住まい空間研究所）を拠点に、 インターネットの メール 通信と ブログを通して、
被災地の建築的課題のうち特に被災住宅の修復技術に関する情報支援活動に取り組んでいる。
（メール送信先 ：22 都府 県、約 2 00 ヶ所）
①木造伝統住宅等の被災住宅の修復技術に関する情報支援、修復相談会の開催協力
（新潟県中越地震時、2004 〜 ）
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②仮設住宅結露対策の提案（同上、2005 ）
③被災住宅の修復大工さん募集の広報協力（同上、2005 ）
④被災神社修復工事のカンパ募集協力（同上、前頁写真、 2005 ）
⑤被災復興立ち上がり段階の課題と対策・提案の時系列記録整理（同上、2004 ）
⑥（2006 年 度） 平成 18 年度近畿ろうきん ＮＰＯアワ ード 助成事業、
「震災被災住宅修復技術の普及・啓蒙プロジェクト
ー中越より全国につなぐ震災の教訓」調査研究
⑦（2008 . .2/22、12/3） インドネシア、ジャワ島地震復興関係者の当会視察
⑧（2008〜 200 9 ）地震発生後の被災建物の対処の仕方のチラシ作成(右写真)
市 民 向 け 「地 震 発 生 後 の 被 災
建物の対処の仕方」チラシ

⑨（2008 . 5/18） 中国四川大地震の被災地救援募金呼びかけ協力
CODE(海外災害援助市民センター、事務局 神戸)の募金活動に広報協力
⑩（2007 〜20 09） 新潟被災住宅修復調査報告書の作成・発行、
「大地震に備えて手を打つための処方箋
―被災住宅修復支援プロジェクトから全国につなぐ震災の教訓」(右写真)
⑪（継続）被災地で復興支援活動をしているグループの情報案内
例 能登半島地震被災地
⑫（2009.10 ） 日台交流小民家移築事業募金呼びかけ協力

⑬（2009.7〜 201 0.9）
新潟県中越沖地震で被災した柏崎市香取神社の
修復工事カンパ募集呼びかけ協力
⑭（2011.3.12〜 ）
新潟被災住宅修復調査報告書
東日本大震災特別版ブログ立ち上げ、各種支援情報の発信
⑮（2011.4.16） 長野県栄村の被災建物修復相談会の開催協力
⑯（2011.4.25） 長野県栄村の被災地情報支援ブログの立ち上げ、各種支援情報の発信
⑰（2011.5.20 ）「 東日本大震災復興まちづくりー私たちは何ができるのか、ともに考える」での活動報告
（会場：京都キャンパスプラザ、主催：学芸出版社、都市計画家協会関西支部）

香取神社修復に向けた安全祈願祭（2009.11/3）

５.日本の建築文化を学ぶ

修復再生された神社（2010．8/5）

会場：:西陣ヒコバエノ家

●（2001.7 月〜2004.9 月） 21 世紀の新しい生活文化を考えるシリーズセミナー
「現代の工匠から日本の建築文化を学ぶ」
№１「京の土壁文化の魅力を五感で体感・科学する！」 佐藤嘉一郎様 （佐藤左官工業所 、2001.7/.21）
№２「京の建具文化の魅力を再認識する！」 徳田敏昭様 （（株）トクダ代表、2001.9./15）
№３「畳文化の魅力を再認識する！」
高室節生様（高室畳工業所代表 、2001.11/10）
№４「屋根文化の魅力」竹村優夫様（（有）竹村瓦商会代表 、200２.4/13）
№５「紙文化の魅力」

森田康敬様（森田康敬和紙研究所代表 、2002.6/8）

№６「竹文化の魅力」

利田章司様（（有）竹平商店店主 、2004.4/24）

№７「京の暮らしとお庭」
№８「北山杉と銘木」

小川勝章様（造園

植治 、2004.6/12）

吉村栄二様（（有）松文商店代表、2004.9/25）
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主な活動紹介記事･報道等(研究論文等は除く)
1999.
10.13

ＮＨＫテレビ、ニュースパーク関西、「京の町家を
揺らす」
（実験住宅改造前の振動実験）

11 月

（社）日本建築士会連合会機関紙、建築士
11 月号、鈴木 有執筆、
「防災まちづくり
と木造住文化共存の町家再生の試み」

11.15

日経アーキテクチュア、「広まりを見せる
伝統町家の再生」

2000.
2.03

ＮＨＫテレビ、ニュースパーク関西、「丈夫な
民家を造ります・京都町家に学ぶ」

3.28

ＮＨＫラジオ全国放送、「ＮＨＫジャーナル」、伝
統軸組構法による木造土壁火災安全性実験

5.12

林経新聞、「在来土壁構法の性能実験、耐
火・せん断耐力試験を公開、関西木住研」

6月

建築知識 7 月号、トピックス、
「証明された土壁の保有耐力――」

10.14

京都新聞、
「西陣町家振動実験、改造前後の
耐震性比較、関西木造住文研―」

2000.
10.16

京都新聞ニュース、「西陣の町家の耐震性
は？きょう振動実験」

10.17

読売新聞、
「伝統工法で耐震性アップ、関西
木造住文化研、改修の京町家使い実験」

12.15

ＮＨＫ テレ ビ生中 継、 ニュー スパ ーク関
西・京都ウイーク「21 世紀･古都〔事〕始
めー100 年先も町家！」

2001.
1.01

朝日新聞正月版、
「新旧混在、加減で楽しむ
ー町家、感性凝縮する小宇宙」
連続寄稿、日本林業経済新聞社、木のここ
ろ、「木造伝統住文化の都市への再生を目
指して―ＫＡＲＴＨの取り組み」、計 8 回
●「木造伝統住文化の都市への再生を目指し
て」
、第 9 号、200０.1

７月

木造建築研究フォラム、木の建築 49 号、
鈴木 有 執筆、「伝統的耐震構法の構造
特性：伝統民家の耐震改修」

７月

木造建築研究フォラム、木の建築 49 号、
長谷見雄二 執筆、「木造の科学：火事に強
い伝統木造土壁の可能性」

7.05

ＮＨＫテレビ・ニュースパーク関西、
「強さ見せる伝統の造り」

7.28

京都新聞、
「西陣の町家、防火・耐震性も十
分、学者らのグループ、伝統工法で再生」

8.04

朝日新聞、
「伝統工法町家に息づく、西陣で
木造改修・実験研究会が公開」

8.04

林経新聞、
「京都の町家に強い関心、木造の
伝統技術、450 名が見学」

8.09

京都新聞、凡語欄に当会活動紹介

9.22

読売新聞、
「京町家、安全にお墨付き、火事
にも地震にも弱いことあらへん」

9.25

京都新聞、「京の町家、住み心地どないど
す？快適さ、改善点を解明へ」

9.28

京都新聞、
「良質な町家は火災・震に強い、
京の市民 グループ 30 日 フォーラムで報告」

9.28

朝日新聞、
「町家に見る伝統工法、科学的に
魅力探るシンポ」

6.05

毎日放送テレビ、「梅雨を快適に過ごす知
恵を伝統町家から学ぶ」で活動紹介

6.29

京都新聞、
「西陣の町家改修 1 年 振動実
験を 1 日公開、関西木造住文化研」

9.30

ＮＨＫテレビ・ニュースパーク関西、
（ ＫＡＲＴＨフ
ォーラム 2000「木造伝統構法の安全性のメカ
ニズムが見えてきたー土壁の防火実験＆せ
ん断耐力試験を通して」の紹介）

9月

ＰＨＰ研究所「本当の時代」9 月号、特集・
木のある住まいに掲載

林経新聞、
「４氏が講演、伝統工法賛える、
関西木造住文研がシンポ」

10.20

10.09

●田村佳英、「木造伝統住文化の都市への再
生を目指して」
、第 10 号、200０.3
●田村佳英、「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」、第
11 号、200０.5
●木下孝一＋田村佳英、「ＫＮ１実験住宅か
ら学ぶ木下棟梁の建築哲学」
、第12号、2000.7

2000
〜2001 ●長谷見雄二、「火事に強い木造町家の可能
性を実験を通じて考える」
、第13号、2000.9
●鈴木 有、
「地震に耐えうる木造町家の可
能性を実験を通じて考える」
、第14号、
2000.11

●田村佳英、
「ＫＮ1 実験住宅の居住体験を
通して伝統町家の都市への再生の可能性
を考える」
、第 15 号、2001.1
●室崎益輝、「町並みの防災技法と町衆の防
災意識」
、第 16 号、2001.3
●田村佳英、「 ＫＡＲＴＨ 実験住宅ＫＮ１の研
究成果の展開を考える」
、第17号、2001.5

2001.
3.01
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朝日テレビ、
「ガラスの地球を救え」で活動紹介

京都新聞、「西陣の町家 伝統工法で再生
木造 の魅力触れて 防災のあり方紹介」

2001
12 月

「西陣グラフ 12 月号」（西陣織工業組合発
行）に掲載

2002
2月

小冊子「第１回京都まちづくり交流博」
（発
行（財）京都市景観・まちづくりセンター）
にＫＡＲＴＨ活動概要掲載される

3月

月刊「京都」3 月号（白川書院発行）に活動掲
載

4月

「京都シテイグラフ」
、4 月号に活動掲載

4月

フィンランド建築雑誌に掲載、RIITTA RI
SALASTIE、
「Ｔａｌｏ Ｐｕｕｓｔａ、ｐａｐｅｒｉｓｔａ ｊａ
ｓａｖｅｓｔａ」、ＲＹ.ＲＡＫＥＮＮＥＴＴＵ.ＹＭＰＡＲＩＳＴＯ

2003.
1月

「なるほど！京町家の改修―住みつづける
ために」
（発行（財）京都市景観・まちづく
りセンター）に実験住宅改修事例掲載

1.17

ＮＨＫテレビ・
「 ニュースかんさい発( 関西
版) ―震災 8 年、町家を火事から救え！」

1.19

ＮＨＫテレビ・ニュース番組、「おはよう日
本―京の町家を火事から守れ」(全国版)

2.27

2004.
4月

8月

7月

鈴木 有先生執筆の「京町家の保全活用と
「対震」性能の検証」（（社）日本建築士会
連合会、建築士 4 月号、特集・木造建築は、
今）の中に KN1 実験住宅紹介される
第 1 回木の建築賞大賞 京都西陣の町家再
生―西陣 ヒコバエノ家 ―とその構造・防火・温
熱環境性能の検証、機関紙 NPO 木の建築９
毎日新聞全国版、
「土壁の家、長所注目」に
KARTH 活動紹介される

11.15

ＮＨＫテレビ、かんさいニュース 1 番、 ＫＡＲＴＨ
シリーズ公開研究会・防火研究成果・西陣夢
まつり時の勉強会の様子が放映

11.20

ＮＨＫテレビ、ニュースパーク関西、京都
での京町家の防災対策の取り組み活動とし
て KARTH 活動紹介される

12.10

ＮＨＫテレビ、ニュースパーク関西、京都
での京町家の防災対策の取り組み事例紹介
の中で、地域の方々との勉強会が放映

5.12

7.01

ＮＨＫテレビ・ニュースかんさい発(関西版)
（プロジェクトＫＡＦＥ土壁防火実験）

8.12

2005.
3月

2005
.6.03

ＮＨＫテレビ、かんさいニュース 1 番、
阪神･淡路大震災特集「木造住宅を地震から
守れ、建築家の想い」で田村の活動及びＫ
ＡＲＴ Ｈ活 動紹介 （関 西各 支局 で放映 。
5.12 放映の各支局版）
京都新聞、KARTH 地震ネット活動、
「中越地震の被災地復興をＨＰで紹介、
上京の関西木造住文化研」
京都商工会議所会報 7・8 月号｢ 京町家再
生・保全の動きー市民活動コーナー｣に当会
活動掲載

8月

「上京―史蹟と文化」第 29 号（上京区ふ
れあい事業実行委員会発行）の｢ 上京の町
家｣で紹介

８.29

KBS 京都ラジオ、笑福亭晃瓶のほっかほか
ラジオ｣･日産 ラジオナビ・シリーズ 防災あんな
取り組み・こんな活動―伝統木造住宅の防
災事情 コーナーで当会活動紹介（話 武田眞
理子）

9.05

京都新聞、KARTH 地震ネット 9/4 山古志
地区視察報告会の活動記事掲載される

9月

建築ジャーナル 9 月号、KARTH 地震 ネット 活動
紹介、「西日本･地域の話題 ―被災者支援・［全
壊でも修復可能 ］と被災者に情報支援」

10.04

新潟 県地 元新 聞・ 新 潟日 報、 旧山 古 志村
被災神 社修復･ カ ンパ 募集記 事 、「鎮 守様
まず再建 山古志・池谷帰村な先駆け」
京都新聞、 KARTH 地震ネット、「京の建築家

10.17 ら、倒壊神社、再建を支援 ―中越地震から 1
年復興シンボルに 、旧山古志村住民と協力」
京都新聞、KAR TH 地震ネット、「旧山古
11.28 志村 復興の神楽響く、京の建築家グルー
プ，倒壊神社再建喜ぶ」
KBS 京都ラジオ番組「災害シミュレーショ
ンラジオーその時あなたは・・・？」
12.1９
（月曜〜金曜日）、京都市内で防災活動に
〜
取り組んでいるグループとして、 ＫＡＲＴＨ
12.30
活動が紹介される（話 田村佳英、武田眞理
子）

（財）京都市景観・まちづくりセンターニ
ュースレター［京まち工房］第 30 号、及
び、建築ジャーナル３月号（発行：建築ジ
ャーナル）に当会活動掲載
ＮＨＫテレビ、かんさいニュース 1 番、
阪神･淡路大震災特集「地震に強い木造住宅
を！」で、田村の活動及び KARTH 活動紹
介（(NHK ラジオ全国版でも放送)

2006.
1.15

京都新聞、「生活点検ー住まいの安全ー京
町家に独特の耐震性能」で当会耐震研究活動
も紹介される

6.23

京都新聞、H17 年度防火研究の既存京町家
防火改修設計･施工マニュアルの記事。
「京町家の防火と景観保全を両立、上京の
研究会、改修マニュアル作製」

7.11

ＮＨＫテレビ、かんさいニュース 1 番に
KARTH 防火研究活動が放映される

2007.
2月

12

田村佳英 執筆、特集「地域の人材を活用
した防災」-「地域固有の伝統を活かす関西
木造住文化研究会の活動紹介」、( 財)日本建
築防災協会機関紙、「建築防災」2 月号、

田村佳英 執筆、「京町家の防火・耐震研
究開発を通した関西木造住文化研究会の取
2007.
り組み」、(財)都市計画協会、「新都市」5
5月
月号、特集論文「都市災害からの復旧と備
え」

10.0１
〜
10.12

（共同執筆）田村佳英・武田眞理子・小松幸
平・北守顕久・村上雅英、
技術報告「京町家の耐震性能評価及び耐震改
2010
修手法の研究開発（その2 ）京町家の実態に
1月
即した土壁の水平耐力性能評価」、
（財）日本建築総合試験所機関紙ＧＢＲＣ、
VoL.35 №.1

ＫＢＳラジオ京都番組、「災害 シュミレーシ
ョンラジオーその時あなたは・・？」に出演、
計 10 回（話：武田)

田村佳英 ・武田眞理子 執筆、
「4.実例に見る既存木造住宅の耐震改修―京
2008.
町家の防火・耐震改修 」、建築技術2月号、
1月
特集「実務の現場から学ぶ既存木造住宅の耐
震改修」

1月

建築雑誌「住宅建築」2 月号、特集「木造
でもできる防耐火建築の技術ー伝統木造
から木質構造まで」で、長谷見先生、安井
さん執筆、西陣ヒコバエノ家も紹介

10 月

田村佳英 執筆、「既存伝統木造住宅の性能
評価と法制度」、（社）日本建築協会機関紙
「建築と社会」2008年10月号、特集木造
住宅を巡って〜主に法制度の観点から〜」

10 月

田村佳英・武田眞理子 執筆、技術報告
「既存京町家の防火改修マニュアルの作
成」、（財）日本建築総合試験所機関紙ＧＢ
ＲＣ、V oL.33 №.4

11 月

京都の エコライフ を応援する マガジン「Ｄｏ Ｙｏ
ｕ Ｋｙｏｔｏ？」の11 月創刊号の中の京都左
官協同組合さんの土壁の魅力の啓発のペー
ジ「呼吸する家に住まう」のバック写真に土
壁の家の西陣ヒコバエノ家（1・２階座敷とト
オリニワ）が使われる
京都新聞、当会協力の1/25京町家再生セミ

200９.
ナーの概要が紹介される、「地震で倒壊の町
1.26
屋も救える、修復法専門家が力説」

3.27

京都新聞、当会の新潟被災調査報告書が紹介
される、
「木造家屋の耐震強化法紹介 中越地震の
教訓生かそう、上京の研究会冊子を作成、29
日、フォーラムも」

3.30

京都新聞、京都新聞、当会主催の3/29の姉
小路界隈のまち歩きの様子が掲載される、
「景観保全を考える」

7月

田村佳英・武田眞理子 執筆、
技術報告「京町家の耐震性能評価手法の研究
開発（その１）全体概要・土壁の水平耐力試
験・京町家の耐震診断と振動実験」、
（財）日本建築総合試験所機関紙ＧＢＲＣ、
VoL.34 №.3

13

3.31

京都新聞、当会協力の新潟中越沖地震被災地
の被災神社修復工事カンパ支援活動が紹介
される、
「拝殿修復の輪が広がれ、中越沖地震で被
災、新潟・柏崎の神社、木造建築再生へ支援」

4月

田村佳英・武田眞理子 執筆、
技術報告「京町家の耐震性能評価及び耐震改
修手法の研究開発（その3 ） 構造総体とし
ての耐震性能評価を採り入れた京町家改修
指針作成の試み」、
（財）日本建築総合試験所機関紙ＧＢＲＣ、
VoL.35 №.2、2010.4月号

KARTH 各種小冊子頒布リスト
№

タイトル名

概要

定価

１

「伝統軸組構法による木造土壁のせん断耐力試験の結果概要
＋データ集」、 KARTH耐震実験ＷＧ代表 鈴木 有

A4 版 30 ページ、カラー
1300 円
１４ ページ、 ２００0 年 9 月 〈会員 1000 円〉

2

平成 14 年度研究報告書１-１
「京町家防火･耐震工法開発の基礎研究」
Ⅰ．研究概要、Ⅱ．京町家の住宅特性、
Ⅲ．京町家の耐震性能評価手法の研究その１（簡易耐震診断）

京都市木造住宅振興
事業補助研究、
A4 版 41 ページ、
２００3 年 4 月発行

3

平成 14 年度研究報告書１-２ 「同上」
Ⅲ．京町家の耐震性能評価手法の研究その２（振動実験）

A4 版 59 ページ、
２００3 年 4 月発行

15００円
〈会員 10００円〉
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平成 14 年度研究報告書１-３ 「同上」
Ⅳ．京町家の防火性能評価手法の研究
（既存京町家の土壁外壁防耐火実験含む）

A4 版 79 ページ、
２００3 年 4 月発行

15００円
〈会員 1000 円〉
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平成14 年度研究報告書１-４

13００円
同上研究、A4 版 76 ペ
ージ、２００3 年 4 月発行 〈会員 10００円〉
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平成 15 年度研究報告書１-１
「京町家防火･耐震性能評価手法及び改修手法の開発」
Ⅰ．研究概要、Ⅱ．京町家の構造特性〈簡易耐震診断含〉、
Ⅳ．京町家の防火性能評価手法及び改修手法の開発

京都市木造住宅振興
事業補助研究、
A4 版 80 ページ、
２００4 年 4 月発行

15００円
〈会員 1000 円〉

7

平成 15 年度研究報告書１-２ 「同上」
Ⅲ．水平せん断耐力実験振動実験による京町家の土塗壁・
小壁付軸組架構等の構造耐力要素の性能評価

A4 版 54 ページ、
２００4 年 4 月発行

15００円
〈会員 1000 円〉

8

平成 15 年度研究報告書１-３ 「同上」
Ⅳ．部分壁体要素試験による京町家の土塗壁せん断耐力の推算

A4 版 65 ページ、
２００4 年 4 月発行

15００円
〈会員 1000 円〉
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平成 15 年度研究報告書１-４ 「同上」
Ⅴ．振動実験による京町家の総合耐力性能の評価

A4 版 71 ページ、
２００4 年 4 月発行

15００円
〈会員 1000 円〉

「同上」資料編

12００円
〈会員 8００円〉

京都市防災対策調査助
1500 円
成研究、A4 版 66 ペー
（会員 1200 円）
ジ、２００5 年 3 月発行

10

平成16年度防火研究報告書
「既存京町家の防火改修指針の作成」

11

「中越大震災状況報告書」
KARTH地震ネット新潟事務局
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平成17年度防火研究報告書
「既存京町家の防火改修設計・施工マニュアル」

京都市防災危機管理
対策調査助成研究、
A4 版 95 ページ、
２００6 年 3 月発行

13

リーフレット
「住まい手向け 既存伝統木造住宅の防火・耐震改修の手引き」

A4 版８ページ、カラー刷、
2007 年１０月発行

100 円

14

新潟被災住宅修復調査報告書
「大地震に備えて手を打つための処方箋― 被災住宅修復
支援プロジェクトから全国につなぐ震災の教訓 ―」

A４版 82 ページ、
初版 2008 年 2 月、
第２版 2009 年 1 月発行

1500 円
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シリーズ№１ KAR TH 京都フォーラム２００９
『京の街なかに、伝統を受けつぐ現代の町家を創る』
当日配布資料

A4 版 35 ページ+ リーフ
レット、
２００９年３月 29 日発行

500 円
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平成 20 年度耐震研究報告書１-１
「構造総体としての耐震性能評価を取り入れた京町家改修指針
作成に向けて−熟練伝統技能者の持つ耐震改修ノウハウに関
わる共通則の抽出その１―」

A4 版 80 ページ、
２００９年３月発行

1500 円
〈会員 1000 円〉
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平成 20 年度耐震研究報告書１-２ 「同上」別冊資料編
「モデル住宅および耐震改修事例の耐震診断」

A4 版 84 ページ、
２００９年３月発行

1500 円
〈会員 1000 円〉

長谷川順一
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A３版 14 ページ、
2005 年５月発行

500 円

2000 円
（会員 1600 円）

№

タイトル名

概要

定価

1000 円
〈会員 800 円〉
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「既存伝統木造住宅の防火改修設計・施工マニュアル」

Ａ4 版 52 ページ
初版 2008 年 3 月、
改訂 2010 年 1 月

19

「既存伝統木造住宅の防火改修設計・施工マニュアル
技術解説書」

Ａ4 版 83 ページ
1500 円
初版 2008 年 3 月、
〈会員 1200 円〉
改訂 2010 年 1 月

KARTH研究
概要資料集１
20

下記の建築雑誌等に掲載された資料集その１
１．(財)都市計画協会発行、「新都市」、 2007年5月号 、
特集論文「都市災害からの復旧と備え」―「京町家の防火・耐震研
究開発を通した関西木造住文化研究会の取り組み」（A4 版 8 ページ
２．NPO木の建築フォラム、 2004年.8月号、
「第１回木の建築賞・大賞―京都西陣の町家再生―西陣ヒコバエノ
家―とその構造・防火・温熱環境性能の検証」 （A 4版3ページ）
３．建築雑誌「建築技術」、 2008年2月号、
特集「実務の現場から学ぶ既存木造住宅の耐震改修」―
「4.実例に見る既存木造住宅の耐震改修」
―「京町家の防火・耐震改修」
（ 西陣ヒコバエノ家の耐震・防火改修、
8００円
A4 版 4 ページ）
〔会員 500 円〕
４．（社）日本建築協会機関紙、「建築と社会」、 2008年10月号 、
「特集木造住宅を巡って〜主に法制度の観点から〜」
−「既存伝統木造住宅の性能評価と法制度」（ A4版2ページ）
５．（財）日本建築総合試験所機関紙、 「ＧＢＲＣ」、2008年10月号 、
技術報告「既存京町家の防火改修マニュアルの作成」、
（A4版12ページ）
６．
（財）日本建築総合試験所機関紙、
「ＧＢＲＣ」、2009 年 7 月号、
技術報告
「京町家の耐震性能評価及び耐震改修手法の研究開発（その１）
全体概要・土壁の水平耐力試験・京町家の耐震診断と振動実験」
（A4 版 12 ページ）

ＫＫＡＲＴＨ 研究成果の頒布資料の購入申込み方法〈前納制〉
①購入する小冊子のタイトル名、②購入数量、③郵送先住所、④電話番号、⑤当会発行の領収書のあて先の
表現内容を明記の上、ＦＡＸまたはメールで下記までご連絡下さい。
送料をご連絡いたしますので、送料込みの購入金額を下記口座にお振込み下さい。
②購入申込み先

関西木造住文化研究会

TEL 075-411-2730 悠計画研究所内、FAX

075-411-2725

③購入金額の振込み先
●銀行の場合
三菱東京ＵＦＪ銀行西陣支店（普）３７８５７４５
●郵便局の場合 郵便振替口座 ００９２０―６―１３７０３１
●名義：関西木造住文化研究会 代表 田村佳英 （よしひで）
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
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当会の活動をご支援下さる
会員募集中！

西陣蘖(ヒコバエ )ﾉ家の見学･
貸し会場･相談 コーナーご案内

当会は、各地のさまざまな分野の方々との協働研究方

●木 造伝 統構 法の 住ま いの
今後 の 都市 への 再 生の 可
能性を、耐震・防火・居住
性・温熱環境・歴史的まち
なみ 保 全等 の面 か ら総 合
的・工学的に検証すること
を目的として、江戸期築の
町家（築１50 年以上）を平成
12 年に改修した実験住宅 。

式で、地域固有の木造伝統文化を活かした安心して暮ら
し続けられる住まい・まちづくり実現のための総合的・
工学的な研究・提案・実践活動に取り組んでいます。
各自、自立しながらも、所属を超えて対等な立場で自
由に参画でき、必要に応じて連携することにより、社会
に向けてより大きな力を発揮できる場づくりを目指し
ています。

●防火・耐震改修手法の有効

＜現在の研究活動チームの構成＞

性を実験で検証して実現
改修後のトオリニワ
した日本初の町家再生事例。

●防火マニュアル作成チーム
●耐震研究チーム
●被災指針作成チーム
●防災情報普及チーム

●伝統構法再生の学び舎として一般公開（見学事前申
込み制。見学協力金 300 円）。貸会場にも開放。
今までの防火・耐震研究成果を活かした相談コー
ナーも常設。詳細は下記までお問合せ下さい。

＜会員の種類と年会費＞(何口でも結構です)
種類

内容

年会費

個人
会員

本会の趣旨に賛同する個人で、当会の
活動を支援・協力下さる方

一口
5 千円

団体
会員

本会の趣旨に賛同する団体・会社で、
当会の活動を支援・協力下さる方

一口
3 万円

賛助
会員

本会の趣旨に賛同し、本会の活動を賛
助下さる個人・団体・会社等

一口
５万円

学生
会員

本会の趣旨に賛同する学生で、当会の
活動に参加・協力下さる方

無料

●蘖( ヒコバエ)とは、「枯れ木の根元から新しい芽が生
えること」。京都市市街地景観整備条例・歴史的意
匠建造物指定。防災協力井戸のある家。

●「京都西陣の町家再生〜西陣蘖(ヒコバエ) ノ家〜と
その構造・防火温熱環境性能の検証」活動は、
ＮPO 木の建築フォラム主催・2003 年度第１回
「木の建築賞大賞」を、研究者の方々と共同受賞 。

ＪＲ京都駅から西陣 ヒコバエノ 家まで の交通アクセス
地下鉄烏丸線「烏丸今出川」3 番出口下車、交差点
東側バス停から今出川通の西行きバスに乗車、「今出
川浄福寺」下車。徒歩約 5 分。又は市バス乗場Ｂ-4
番等から乗車、
「千本今出川」下車、徒歩約 5 分。
角地。お地蔵さんのある家。所要時間：計約 40 分

●会員有効期限：毎年 4 月 1 日〜翌年 3 月 31 日

＜特 典＞

乾隆小学校
千本上立売
バス停○

＜会費振込み先＞

新谷印刷所

1.本会主催の各種活動への参加（企画運営含む）
2.本会主催の研究会・見学会等の案内、
3.本会発行の会報の送付
4.本会情報サービスの利用
5.本会発行の各種小冊子等の案内・頒布価格の優遇
6. 西陣ヒコバエノ家の見学無料

○

KARTH
●

駐車場
タバコ店 ○

千本通

浄福寺通

上立売通

三菱東京ＵＦＪ銀行西陣支店（普）３７８５７４５、
又は郵便振替口座 ００９２０―６―１３７０３１
名義：関西木造住文化研究会
代表 田村佳英
京都市上京区上立売通浄福寺西入ル
姥ヶ東西町６３２、TEL075(411)2730

Ｎ

織成館

寺

タバコ店○
五辻通

千本今出川
バス停○

●現在の会員所在地（都府県）
東京、新潟、神奈川、静岡、愛知、滋賀 、 大阪 、
京都、兵庫、奈良、三重、和歌山、広島、熊本

嘉楽中学校

今出川通
○バス停
今出川浄福寺

●会員の主な構成：研究者（構造、防火、防災、民家、 エ
コロジー、建築経済等）、木造伝統技能者（棟梁、左官技能者、
銘木問屋、造園等）、建築設計者、施工者、市民、学生 他

関西木造住文化研究会

Kansai Association for the Research in Tradition al Housin gs

京都市上京区上立売通浄福寺西入ル姥ヶ東西町 632、TEL０７５-４１１-２７３０ 悠計画研究所内
FAX ０７５-４１１-２７２５、E-mail: info@karth.sakura.ne.jp、〒６０２-８４８５、
ホームページ http://karth.blog13.fc2.com/、 ＫＡＲＴＨ地震 ネットh ttp://karth-net.at.webry.info/
2011 年 5 月発行
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