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1．延焼遮断帯（都市防火区画）の背景

1. 1 歴史的経緯

　木造建築を伝統とする我が国においては、古くから、都

市の防火対策に意が配られてきた。歴史的な対策としては、

近世・江戸における広小路等の火除地の整備、明治 5年の

耐火建築物街として銀座の煉瓦街建設、明治 14 年の東京

都心部の主要道路の防火路線指定、大正 8年の都市計画法

（旧法）及び市街地建築物法制定による防火地区指定及び

木造建築の制限、等が上げられる。道路等の空地と沿道建

築物の防火性能の向上による延焼遮断は、我が国における

代表的な都市防災対策手法といえる。

1. 2 都市防火総プロ

　近代以降にも、関東大震災（大正 12 年）や第二次世界

大戦時の都市空襲による大規模な市街地の焼失があり、戦

後においても鳥取大火（昭和 27 年）、酒田大火（昭和 51 年）

等の大規模な市街地大火が発生した。

　建設省（現・国土交通省）は、総合技術開発プロジェク

ト「都市防火対策手法の開発」（昭和 52 ～ 56 年度、以下、

「都市防火総プロ」という。）を実施し、防火対策の科学的

な研究を行うとともに、「都市防災不燃化促進事業」（昭和

55 年度～、現・都市防災総合推進事業）を創設し、延焼

遮断帯周辺の建築物の不燃化を促進することとした。

1. 3 延焼遮断帯の考え方

　延焼遮断帯は、市街地の焼け止まりなるもので幹線道路

及びその沿道建築物等によって構成されるものである。風

速、風向、火災前面長、市街地係数等を与条件とし、火災

形状を想定して輻射熱計算を行ない、気流温度計算を行い、

受熱点（受害側）における輻射熱強度を 4,000kcal/㎡ h

以下にまで低減する。これにより、市街地大火を防ぐこと

をねらいとしている（図 -1、図 -2 参照）。
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都市の脆弱性の把握とその対応方策のあり方に関する検討調査

図 -1　延焼遮断帯のイメージ

図 -2　延焼遮断帯の必要幅等の考え方

2．都市防災総合推進事業の取組み動向

2. 1 事業の概要

　延焼遮断帯の形成を進めるためには、都市防災総合推進

事業（不燃化促進事業）を活用することになる。この事業は、

幹線道路等の沿道建築物の建築に当たって、耐火建築物等

の防災性能の高い建築物にすることに対して、木造建築物

建築費との差額の一部等について助成を行うことによって

不燃化を促進するものである。

2. 2 取組みの効果等

(1) 延焼遮断帯の形成による安全性の向上

　墨田区は区北部に密集市街地が広がり、過去に関東大震

災等の災害を受けており、災害に対して脆弱な市街地で

あった。そのため、市街地の不燃化を促進し「逃げないで

すむ、燃えないまちづくり」を実現するために、昭和 54
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年より「不燃化促進事業」を実施。主要な幹線道路沿道に

おいて、目標不燃化率 70％を達成、延焼遮断帯が形成さ

れたことにより安全性が高まった。

(2) 広域避難地に至る道路の整備と沿道の不燃化

　東京都荒川区では、広域避難場所（都立尾久の原公園一

帯）への避難路として、現道もない密集市街地の中を貫く

ように都市計画道路（補助 306 号線）を整備した。街路事

業とあわせて都市防災総合推進事業（不燃化促進事業）を

実施することにより、沿道の耐火・準耐火建築物への建替

を促進し、不燃化が図られ、広域避難地に至る安全な避難

路が形成された（図 -3 参照）。

図 -3　都市計画道路（補助 306 号線）（荒川区内）

2. 3 取組み動向

　都市防災総合推進事業（不燃化促進事業）は、昭和 55

年度～平成 21 年度までの過去 30 箇年度において全国 34

都市、111 地区で取組まれている（調査のみを含む）。こ

のうち、東京都区部が 85 地区と全体の 3/4 を占めている。

また、大阪市、名古屋市、その他の政令指定都市の実績は

あるが、政令指定都市以外の取組みは 6地区である。

3．地方都市の事業実施上の課題

3. 1 課題 1：地方都市の市街地特性

(1) 焼失危険性の高い市街地の把握（ケーススタディ）

　市街地の焼失危険度を評価する代表的指標に、不燃領域

率及び木防建ぺい率がある。不燃領域率は耐火建築物等の

不燃領域が 70％以上のとき焼失率がほぼ 0となり、木防

建ぺい率は木造建築物等の密度が 20％未満のとき焼失率

がほぼ 0となることが知られている。

　本調査では、地方都市のうち、必要なＧＩＳデータが整

備され、かつ、入手可能であった人口 30 万人規模の 2都

市を対象に、不燃領域率 70％未満、又は、木防建ぺい率

20％以上の地区を焼失危険性の高い地区（以下「焼失危険

区域」という。）として抽出した。

（ケースＡ：臨海部に位置する工業都市）

　焼失危険区域は、中心市街地の周囲、漁村等から発展し

た市街地、旧街道の沿道、スプロール市街地等に点在して

いる（図 -4 参照　注：市街化区域内（工業専用地域に係

る地区を除く））。

　焼失危険区域は、面的に連担せず、単独で形成されてい

ることがわかる。また、その大きさは、都市防火区画の標

準的な配置である 1kmメッシュの中に収まるものである。

図‒4　焼失危険度（ケースＡ）

（ケースＢ：内陸部に位置する県庁所在都市）

　焼失危険区域は、中心市街地の周囲、スプロール市街地

等に点在している（図 -5 参照）。焼失危険区域は面的に連

担せず、単独で形成されていることがわかる。また、その

大きさは、都市防火区画の標準的な配置である 1kmメッ

シュの中に収まるものである。

図‒5　焼失危険度（ケースＢ）

(2) 地方都市の特徴（大都市との違い）

　ケーススタディでは、人口 30 万人規模の地方都市は、

焼失危険区域を有するものの、面積規模が小さく連担して

いないことがわかる。

　大都市の東京都区部では、密集市街地など焼失危険区域
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が広範囲に連担し、地震による多数の出火が見込まれ、各

方面から火災が発生し、これらが延焼拡大することで市街

地大火にいたる危険性があり、実際に過去に被災を経験し

ていることから都市防災に対する認識が高い。

　一方、地方都市では市街地大火の危険性は低く、被害は

限定的と考えられ、都市のおかれている条件も都市防災の

取組みに影響していると考えられる。

3. 2 課題 2：事業の要件等

(1) 都市防災総合推進事業（不燃化促進事業）の要件

　都市防災総合推進事業（不燃化促進事業）における延焼

遮断帯のスペックは、表 -1 のように示されている。幹線

道路等の幅員と合わせて 45 ｍ以上の延焼遮断帯の幅が必

要とされ、沿道区域においても相当の幅の不燃化が必要に

なる。前面道路の幅員が 15 ｍの場合、不燃化の奥行きは

15 ｍ以上（1宅地分以上）になる。また、建築物の高さは

7ｍ（3階建てに相当）以上必要になる。木造、戸建て住

宅が多い地方都市の実情に合わない要件といえる。

表 -1　都市防災総合推進事業における延焼遮断帯の技術基準

表 -2　都市防災実務ハンドブックの延焼遮断帯必要幅（単位：m）

(2) 防火地域の指定状況

　都市防災総合推進事業（不燃化促進事業）は、事業を担

保するために、都市計画に防火地域を指定する必要がある。

幹線街路沿道において防火地域指定を決定する場合、多く

の都市では、「防火地域指定について」（建都発第 651 号　

昭和 27 年 6 月 17 日　通達）に基づき、奥行き 11 ｍとし

ている。都市計画決定状況（防火地域指定）と事業の要求

スペックが合わない場合も想定される。

(3) 財政制約等

　都市防災総合推進事業（不燃化促進事業）は、地方公共

団体を通じた間接補助（補助率 1/2）であることから、取

組みを推進するためには、地方公共団体の財政的な裏づけ

が必要になる。事業推進を目的として地方公共団体が組織

する「都市防災推進協議会」が会員 48 団体に対して行っ

たアンケート調査（平成 17 年度）では、事業実施上の課

題の第 1位として「財源の確保」が上げられている。

　また、木造に比べて割高な耐火建築に更新する沿道の地

権者等にとっても経済的な負担増になる。同アンケート調

査では「高齢者居住家屋の建て替えは経済的・肉体的・精

神的にも厳しいこと」が課題の第 2位になっている。

3. 3 課題 3：調査・計画の手順等

(1) 調査・計画手順について

　「都市防火総プロ」では、市街地状況調査から対象市街

地選択、都市防災目標設定、区画の設計を行う演繹的な計

画手法を採用していた。一方「都市防災実務ハンドブック」

に示される「災害危険度判定」では、都市防火区画の形成

を前提とし、都市防火区画整備率を算出し、整備率の低い

箇所は危険度が高いため区画を整備する帰納法的な計画手

法を採用している。

　都市防火区画整備率は、都市防火区画としてみなした都

市計画道路の沿道の建築物の耐火率、現況道路幅員を用い

て計算され、沿道の建築物の疎密は加味されずに、耐火率

で判定されることになる。都市防火区画整備率は、都市防

火区画が整備されることを前提とした指標であり、調査・

計画手順が理解しにくいことも課題といえる。

(2) 調査手法について

　災害危険度判定調査では、指標として不燃領域率を用い

ることとしている。不燃領域率の算定には統計等の情報が

得がたい建築物の防火上の構造や一定規模の空地面積を必

要とし、作業に多大な時間と労力を必要とする。また、不

燃領域率には密度概念がなく、低密度で空き地や農地等が

点在する市街地の場合、これらを除外するなどの利用上の

注意が必要になる。

4．地方都市の取組み促進対策の検討

4. 1 対策 1：多様な対策の検討

(1) 地方都市の焼失危険区域の実態

　地方都市における焼失危険区域は、小規模であり 1町丁

目の範囲や連担しても延長 1km程度の範囲に収まる程度
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のものである。

　延焼遮断帯は道路等により市街地を物理的に分節するも

のであり、道路は幹線道路を主な対象とする。危険な地区

を分節する場合、地区を二分するように分節することが最

も効果が高いが、幹線道路等は必ずしも地区の中心を通っ

ていない（図 -6 参照）。

図 -6　焼失危険区域と幹線道路の重ね合わせ

(2) 地方都市における多様な対策の考え方

　地方都市の小規模な焼失危険区域での対策検討のため、

次の 2つの分節方法を検討した。

　・幹線道路と沿道不燃化による分節（従来型）

　・主要生活道路と沿道不燃化による分節

(3) ケーススタディ

（幹線道路と沿道不燃化による分節（従来型））

　従来型では幹線道路による分節を検討した。2 つある

幹線道路の 1 を整備する場合、地区は 3 分割できる（図

-7）。

　幹線道路により分節した場合の焼失期待値（阪神・淡路

大震災における出火率を想定し全焼確率と棟数との関係か

ら算定）は、表 -3 のようになる。

（主要生活道路と沿道不燃化による分節）

　地区の中央付近の生活道路を延焼遮断帯に位置づけた場

合、地区は 3分割できる（図 -8）。

　焼失危険区域の中心付近で分節した場合の焼失期待値

（阪神・淡路大震災における出火率を想定し全焼確率と棟

数との関係から算定）は、表 -4 のようになる。幹線道路

で分節する場合と比較して、焼失期待値を 5％程度低減す

ることが可能になる。

(4) 対策 1の効果

　ケーススタディでは焼失危険区域を分節する場合、幹線

道路によらず、地区の中心付近で主要生活道路により分節

することの効果が高いことがわかる。本調査で作成したコ

ンピュータ支援プログラムを用いて、延焼遮断帯の要求ス

ペックを算定すると、必要幅は約 23 ｍになる。道路が幅

員 6ｍ程度の主要生活道路の場合、沿道の不燃化幅は 8.5

ｍ（沿道宅地一列程度）あれば足りることになる。こうし

た柔軟な延焼遮断帯の計画により、地方都市の特徴に合っ

た整備が可能になり、地方都市の取組みの促進につながる

と考えられる。

図 -7　分節の考え方 1（幹線道路による分節）

表 -3　延焼遮断帯による分割の効果

図 -8　分節の考え方 2（主要生活道路による分節）

表 -4　幹線道路（都市計画道路）によらずに分割した場合の効果
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4. 2 対策 2：延焼遮断帯の検討プログラムの開発

(1) 課題と対応の整理

　延焼遮断帯の必要幅や建築物の高さ等の要件は、地方都

市の市街地の実情に照らした場合、事業導入にあたっての

課題といえる。それらの課題状況への対策の方向性を表

-5 のように整理する。

表 -5　延焼遮断帯検討上の課題と対策

　上記の課題は、不燃化幅や建築物高さといった事業の要

件が、都市防火総プロの研究によっており、その計算には

高い専門知識を必要とする一方、技術基準やハンドブック

等に示されている数値が限定的で利用しにくいという点に

よる。また、要求スペックが高いために都市計画（防火地

域指定）と合致しないという点もある。

　こうした課題を改善するため、都市防火総プロの理論に

基づき、地方公共団体において、各種条件をもとに平易に

必要スペックを検討し、計画・設計できるよう、コンピュー

タ支援プログラムを作成した。

(2) コンピュータ支援プログラムの作成

　都市防火総プロの研究当時（昭和 53 ～ 57 年度）とは異

なりコンピュータの普及した現在では、延焼遮断帯の理論

を汎用のコンピュータ及び汎用のソフトウェアで計算する

ことが可能となっている。

　そのため、地方公共団体等において、延焼遮断帯の計画・

設計を容易に行えるよう、本調査に関連して、汎用的な計

算ソフトにおいて稼動するプログラムを作成した（作成は、

国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部都市計画研

究室）。

(3) プログラムによるスペックの確認

　プログラムでは、変数（パラメーター）として、風向、風速、

不燃領域率、建ぺい率、耐火率、遮断壁の高さを入力する

ことにより、各パラメータに応じた延焼遮断帯の必要幅が

算定される（図 -9 参照）。

　例えば、市街地係数 0.4、風速 12 ｍのとき、延焼遮断

帯の必要幅は約 23 ｍと算定される。これまで、安全側を

考慮して「概ね 45 ｍ以上」等として示されてきた数値が、

条件によっては緩和できることがわかる。一方で、市街地

係数が高い、設計風速が大きいなどの場合には、従来の

45 ｍ以上のスペックが求められることもわかる（図 -10

参照）。

図 -9　プログラム入力例

図 -10　プログラム計算例

(4) 対策 2の効果

　コンピュータ支援プログラムを用いることによって、市

街地の特性に応じた延焼遮断帯の必要幅、建築物の高さを

簡易に計算することが可能になる。地方都市の市街地状況

に応じて、必要なスペックを算定し、場合によっては、現

在の事業要件よりもスペックを引き下げ、都市計画（防火

地域指定）と整合した延焼遮断帯の計画・設計が可能にな

り、地方都市の取組みの促進につながると考えられる。

4. 3 対策 3：多様な対策に対応した調査手順の提案

(1) 多様な指標の活用の提案

　不燃領域率に加えて、地方都市の実情に応じて、様々な

指標により都市防火区画の検討を行えることが望ましい。

例えば、木防建ぺい率の場合、20％未満であれば焼失率 0％

になることが知られている。また、近年では、より地区レ

ベルの防災性能の評価に向いた「延焼抵抗率」といった指

標も提案されている。こうした多様な指標を活用して、市

街地の焼失危険性を計測できることを示した。
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(2) 都市レベル、地区レベルの対策の連携

　阪神・淡路大震災の火災は道路等で焼け止まり、都市防

災対策の効果が検証されたが、一方でアンコの市街地（幹

線道路とその沿道をガワとしたとき、その内側の市街地を

いう。）が焼失し、その対策の重要性も課題となった。延

焼遮断とアンコの対策の両面での対策の必要性が認識さ

れ、その後の防災まちづくりの対策の両輪となっている。

延焼遮断帯がなくても大火に至らないようにするアンコの

対策（＝地区レベルの対策）も含めて、多様な対策を取り

得ることを提案した。

(3) 多様な対策に対応した計画手順

　安全性が判断できるのであれば、地方公共団体に存在す

る統計データ等の状況により、様々な指標を活用できるよ

うにすることが望ましい。様々な指標により、危険性があ

ると判断されれば、都市防災対策を講ずる必要がある。例

えば、次のような地区特性に応じた検討が可能になる。

・危険性の高い市街地が 1km以上で連担し広がりがある

場合は、幹線道路等で延焼遮断を計画

・広がりが無い場合は、主要生活道路の整備、その沿道の

不燃化等、地区レベルの延焼抑止等の対策を計画　

　これらの調査に係る提案について、新たな計画手順（案）

を検討し、その流れをフローチャートに示した（図 -11 参

照）。

(4) 対策 3の効果

　指標を見直すことによってデータの収集等の調査に係る

負担を軽減することが可能になる。さらに、計画手順を見

直し、多様な計画・整備の筋道を示すことで、地方都市の

対策の選択が可能になり、地方都市の取組みの促進につな

がると考えられる。

5．まとめ

5. 1 本調査における検討と提案

(1) 多様な対策の検討と提案

　都市防災総合推進事業（不燃化促進事業）は、市街地に

延焼遮断帯を形成する等の事業である。地方都市の市街地

は、一部に密集市街地等の焼失危険区域を有するものの、

その範囲は小規模であり、当該地域の対策を講ずることが

効率的となっている。このため、本調査では、幹線道路に

限らず、主要生活道路等も含めて市街地を分節する対策と

効果を検討した。こうした地区レベルの対策も推進してい

くことにより、地方都市の特徴にも合った幅のある整備が

可能になる。

(2) 防災性能の的確な評価

　都市防火総プロの研究は専門性が高く、専門家のいない

場合等では理解が難しく取組みにつながらない。延焼遮断

帯のスペックは、市街地の特性に応じて、性能を評価して

決定できることが望ましい。このため、本調査ではコン

ピュータ支援プログラムを作成し、平易に、性能評価に基

づく必要スペックの計算を可能にした。これにより、性能

が満たされる場合には、従来の要求スペックより緩和され

たものとすることが可能になり、地方都市における課題（技

術的課題、財政制約等）に対応することが可能になる。

(3) 多様な対策に対応した調査手順の提案

　従来の都市防災総合推進事業（不燃化促進事業）実施の

ための調査は、計画手順が難しく、地方都市の実情を反映

したものではなかった。また、計画する対策についても幹

線道路を中心としたものに限定的であった。このため、本

調査では、不燃領域率のみならず木防建ぺい率等の多様な

指標を用い、また、幹線道路のみならず主要生活道路によ

る延焼遮断を可能にするなど、地方都市の特徴にあった多

様な対策と計画手順の見直しを検討し提案した。

5. 2 おわりに

　本論文は、平成 22 年度国土交通省委託調査「都市の脆

弱性の把握とその対応方策のあり方に関する検討調査」の

図 -11　新たな計画手順（案）の提案
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結果をとりまとめたものである。本調査の実施にあたって

は「都市防火区画の基準等に関する検討会」（委員長：糸

井川栄一（筑波大学大学院教授））の指導を受けた。

　本調査は、まちづくり行政の観点からは、延焼遮断帯に

よる市街地の安全性向上を地方都市において推進していく

ことを狙いとしているが、そのためには、都市レベルの対

策と地区レベルの対策の連携が重要であることが確認でき

た。また、技術研究の観点からは、都市レベルの延焼遮断

帯の計画論と地区レベルの延焼抑止の計画論をつなぐこと

が重要であり、本調査はその端緒となるものであるが、今

後も継続的に研究の余地が残されているといえる。

　延焼シミュレーション等、高度なツールによる技術研究

の一層の発展が必要であるとともに、高度なツールをまち

づくり行政の場面において使い勝手の良いものにして普及

していく必要がある。

　（財）国土技術研究センター都市・住宅・地域政策グルー

プは、延焼シミュレーション等の開発・普及をはじめ、今

後も都市防災対策に係る研究に取組んでいくものである。
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