
3.3.2 研究プロジェクト活動報告 歴地理情報研究班② 

近代京都の歴史 GIS プロジェクト 

 

 
(a) メンバー 
【事業推進担当者】中谷友樹、矢野桂司、金田

章裕 

【PD】花岡和聖、塚本章宏（2008 年12 月から） 

【RA】塚本章宏（2008 年 11 月まで）、桐村喬 

【学内研究協力者】村中亮夫、 瀬戸寿一 

【客員研究員】井上学 

 

(b) 研究目的 
 本研究プロジェクトでは、明治・大正期およ

び昭和初期（第二次世界大戦以前）の京都とい

う都市について、多様な地理情報から多角的に

接近し、京都の都市空間が近代という時代にど

のように形作られ、変容してきたのかを、改め

て問い直す。 

 歴史 GIS 研究については、既に古地図や景

観復原、歴史人口（地理）学など、多様なアプ

ローチが提案されつつある。しかし、GIS を用

いたアプローチとしては、地図に基づいた俯瞰

的な情報の見直しが中心であり、同時代的な資

料・視点の複合的な利用、すなわち歴史地理情

報のオーバーレイ（地図の重ね合わせによる情

報の空間的関連づけ）という GIS がもたらす

分析的な可能性は、歴史地理情報データベース

が未整備であったこともあり、十分に発展して

いない。 

 日本の主要都市では近代期に多様な地図、統

計類が作成されており、京都もその例外ではな

い。そこで、本研究プロジェクトでは、近代期

京都の景観構成・社会地理的構成を復原する歴

史 GIS データベースを作成し、近代期京都の

歴史地理学的研究を展開する。具体的には、(1)

多様な地理情報を融合する歴史 GIS 研究の提

起、(2)近代期京都の空間の復原、(3)復原され

た近代期京都の都市空間を、個別の研究者が持

つ資料（統計、テキスト、画像）と関連づける

GIS システム・空間分析方法論の開発、を進め

る。これらを通して、(4)京都という都市空間

の変容における近代期の意味付け、(5)歴史的

文脈を活かした今後の都市計画・景観計画への

指針策定支援、さらには(6)日本の都市におけ

る近代化の様式、京都という地理的・歴史的文

脈に基づいた景観論・都市論の再考にも資する

研究を目指す。 

 

(c) 本年度の成果、来年度の以降の計画 
 本年度は、近代期京都の基盤的地理情報の整

備を中心に研究を実施するとともに、どのよう

な空間分析の技法が、これらの基盤的地図情報

の分析に貢献しうるのかを検討した。 

 

１．近代期京都の基盤空間情報の整備 
 前年度に引き続き基盤的な空間情報の整備

が継続され、データ資料の公開も一部実施され

た。まず、21 世紀 COE プログラムから GIS

データとして整備を進めてきた大正元年の京都

地籍図については、復刻版「京都地籍図」（不

二出版）に当該データが含まれることになった。 

 また、より詳細で正確な測量成果物である大

正 11 年の京都市都市計画図のスキャニングお



よび GIS データの作成（デジタイジング）も

継続して進められ、2008 年度では、全 63 面

中の 18 面のデジタイジング作業を完了した。

作業の完了した範囲はおおよそ当時の市街化さ

れた範囲をカバーしている。 

2009 年度以降についても、当該の資料につ

いて、GIS データ作成範囲の拡大と、土地利用

など判読可能な情報の追加をはかる予定である。 

また、大正期を中心に、水道や公衆トイレ、

寺社の分布など都市のインフラ・施設分布に関

連する GIS データを各種作成した。 

 

２．歴史地理情報の空間分析 
1） 地理人口統計のクラスタリング 
 2007 年度では、『京都市臨時人口調査要計

表』のデジタル化がなされたが、2008 年度で

は、これを用いた明治末期の社会地区分析につ

いて、小地域の居住者特性に関するクラスタリ

ング技法をさらに精緻化し、国際学会において

発表を行った。クラスタリングによって得られ

た地区類型からは、商店主中心の下京と、工場

主中心の上京という近世から続く伝統的な都市

構造に加え、公務員・教員等の専門的職業者を

中心とした御所・鴨東という、近代以降の新た

な構造の萌芽が確認された。さらに、データマ

イニング手法として知られる自己組織化マップ

（SOM）を利用した先端的な地理的データの

クラスタリング技法が、歴史 GIS データの分

析に有効であることが確認された。 

 その他、明治期から昭和初期にかけての各種

の人口統計や商工人名録や会社役員録をデジ

タル化し、次年度は多様な人口統計資料の関連

性を通してより多角的な考察を試みたい。 

2）遊客人名帳と空間結合 

 2007 年度は、宮川筋四町目にあった遊郭の

顧客名簿（『遊客人名帳』）を用いて、その居住

地分布を GIS データとして作成した。居住者

の地理的位置に基づいたデータベース集計（空

間結合）という GIS による空間分析技術を活

用し、利用者の居住地を当時の社会階層別の地

図と関連づけて考察することが可能となった。 

2008 度は、宮川筋四町目とは異なる性格を

持つ五番町にあった遊郭の、遊客人名帳を GIS

データとして作成した。これにより、京都市内

の二つの遊郭の利用者について比較検討するこ

とが可能となった。 

次年度では、空間的な花街の立地と当時の京

都市街の形成について考察することに加え、遊

客の社会階層を遊郭の性格とを関連づける新し

い分析的な視点の提案を目指す。 

3） 疾病流行の時空間的統計分析 
 昭和初期の腸チフス患者の月別発生地図の

GIS データを作成し、そこに描かれた時空間的

な流行の姿と、その背景を分析した。当該の疾

病地図には月別に患者の居住地とともに、流行

が多発している地区が円で囲まれていた。しか

し、円の内部には患者が一人も含まれていない

例も散見される。3 次元 GIS を用いて、時空

間の3次元的な流行推移を視覚化する方法論を

開発するとともに、当時の疾病の地図が時空間

的な流行の連鎖を見ようとしていたこと、すな

わち時空間的な疾病のクラスター検出が手動で

試みられていたことが明らかにされた。ただし、

描かれた円は統計学的に抽出された疾病の多発

領域よりも当時のスラム地区をより強く反映し

たものであり、疾病地図の作成者の視点には、

スラムと腸チフスの流行を関連づけるバイアス

が含まれていた可能性も指摘された。 



 2009 年度にはこれら現代的な空間分析技術

と多様な歴史GISデータベースを関連づけ、「近

代期京都を生きた人々」の分析を継続し、近代

期の歴史地理学的な研究に資する経験的知見

の整理を行う一方で、歴史 GIS 研究に有用な

分析方法論を、整理・提案することにしたい。 
(d) 論文・学会発表以外の活動の記録 
 特になし。 

 

 

(e) 業績一覧 
〈著書（分担執筆）〉 
中谷友樹, 花岡和聖「ジオシミュレーションと空間的マイクロシミュレーション」村山祐司, 柴崎

亮介編『GIS の理論（シリーズ GIS 1）』朝倉書店, pp. 142-160, 2008 年 4 月 

 

〈著書（翻訳）〉 
Waldo Tobler 著, 中谷友樹訳「我が人生」杉浦芳夫監訳『地理学の声―アメリカ地理学者の自伝

エッセイ集―』古今書院, pp.305-335, 2008 年 11 月 

 

〈論文〉 
【審査付き】中谷友樹「空間疫学と地理情報システム」保健医療科学, 57-2, pp.99-106, 2008年6月 

【審査付き】中谷友樹, 矢野桂司「犯罪発生の時空間 3 次元地図―ひったくり犯罪の時空間集積

の可視化―」地学雑誌, 117-2, pp.506-521, 2008 年 4 月 

中谷友樹, 埴淵知哉「社会調査のミクロデータとジオデモグラフィクスのデータリンケージ－JGSS

累積データ 2000-2003 に基づく主観的健康感の小地域解析への適用－」JGSS 研究論文集（大

阪商業大学比較地域研究所）, 9, pp.23-36, 2009 年 3 月 

花岡和聖「動的な空間的マイクロシミュレーションモデルを用いた京町家の将来推計」第 17 回地

理情報システム学会講演論文集, 17, pp.185-188, 東京大学（東京都目黒区）, 2008年10月23 日 

花岡和聖・村中亮夫・吉越昭久「第 2 回夏休みにみんなで作る地域の安全安心マップコンテスト

の成果と課題」京都歴史災害研究, 10, pp. 37-41, 2009 年 3 月 

【審査付き】村中亮夫, 中谷友樹「構造方程式モデリングによる災害発生後の歴史的景観復興に

対する支払意思額の意識構造分析」環境情報科学論文集, 22, pp.73-78, 2008 年 11 月 

【審査付き】村中亮夫, 中谷友樹「社会調査データの収集方法が支払意思額に与える影響の検討

―郵送調査と Web 調査の比較分析―」環境情報科学, 38-1, pp. 47-55, 2009 年 3 月 

【審査付き】村中亮夫, 中谷友樹, 吉岡達生「通学経路に着目した小児アレルギー性鼻炎有病率の

空間分析 」山口県医学会誌, 43, pp. 9-16, 2009 年 3 月 

【審査付き】Matsunaga, K., Nakaya, T. and Sugai, T., ‘Simple Delineation Methods for 

Channel Networks using DEMs for hydrogeomorphological mapping with commercial GIS 

software’ , Transactions in GIS, 13, pp.105-123, March 2009 



【審査付き】Fukuda, Y., Nakaya, T., Nakao, H., Yahata, Y. and Imai, H. (2008): , ’Multilevel 

analysis of solar radiation and cancer mortality using ecological data in Japan.’, BioScience 

Trends, 2(6), 235-240, December 2008 

 

〈口頭発表〉 
村中亮夫, 中谷友樹「災害復興における歴史的景観の経済評価」日本地理学会 2009 年春季学術大

会, 帝京大学（八王子市）, 2009 年 3 月 28-30 日 

村中亮夫・花岡和聖・吉越昭久「地域の安全安心マップコンテスト」 防災教育チャレンジプラン

2008 年度ワークショップ（最終報告会）, 有明の丘基幹的広域防災拠点施設（東京都江東区）, 

2009 年 2 月 15 日 

村中亮夫, 中谷友樹「構造方程式モデリングによる災害発生後の歴史的景観復興に対する支払意

思額の意識構造分析」第 22 回環境研究発表会, 日本大学会館（東京都千代田区）, 2008 年 11

月 25 日 

村中亮夫, 中谷友樹「古都京都における歴史的景観保全の社会経済評価―支払意思額と仮想行動

の分析―」2008 年人文地理学会大会, 筑波大学（つくば市）, 2008 年 11 月 8-10 日 

村中亮夫, 中谷友樹, 吉岡達生「小学生の通学経路に着目したアレルギー性鼻炎有病率の要因分析

―山口県岩国市平田小学校区における事例―」第 67 回日本公衆衛生学会総会自由集会, 福岡ビ

ル第 1 ホール（福岡市）, 2008 年 11 月 5-7 日 

村中亮夫, 中谷友樹, 吉岡達生「通学経路に着目した小児アレルギー性鼻炎有病率の空間分析」

2008 年度地理科学学会春季学術大会, 広島大学（東広島市）, 2008 年 6 月 7 日 

Manabu Inoue, Keiji Yano and Tomoki Nakaya, ‘Restoration of the historical financial district 

in Kyoto using cadastral map 1912’, Historical GIS Conference 2008, University of Essex 

(Colchester, United Kingdom), 21 August 2008 

Takashi Kirimura, ‘Social atlas of modernising Kyoto in the early 20th century’, Historical 

GIS Conference 2008, University of Essex (Colchester, United Kingdom), 22 August 2008 

Tomoki Nakaya, Kazumasa Hanaoka and Akihiro Tsukamoto, ‘Geomedical analysis of 

historical disease recordings in Kyoto, Japan in the early 20th century’, Historical GIS 

Conference 2008, University of Essex (Colchester, United Kingdom), 21 August 2008 

 

〈招待発表〉 
Tomoki Nakaya (with Dorling, D.), ‘Addressing the Wealth Gap in the UK and Japan‘, the 

sixth of the seminar series ‘Economic Futures: Wealth and Well-Being in the UK and Japan’, 

The Daiwa Anglo-Japanese Foundation and The Japan Society, Daiwa Foundation Japan 

House (London, UK), 19 June 2008 



中谷友樹「健康な街と不健康な街－社会調査のミクロデータとジオデモグラフィクスのデータリ

ンケージを通して－」第４回保健医療 GIS 国際シンポジウム, 新潟大学（新潟市）, 2009 年 3

月 5 日 

 

〈著書（分担執筆）〉 
中谷友樹, 花岡和聖「ジオシミュレーションと空間的マイクロシミュレーション」村山祐司, 柴崎

亮介編『GIS の理論（シリーズ GIS 1）』朝倉書店, pp. 142-160, 2008 年 4 月 

 

〈著書（翻訳）〉 
Waldo Tobler 著, 中谷友樹訳「我が人生」杉浦芳夫編訳『地理学の声―アメリカ地理学者の自伝

エッセイ集―』古今書院, pp.305-335, 2008 年 11 月 

 

〈論文〉 
花岡和聖「動的な空間的マイクロシミュレーションモデルを用いた京町家の将来推計」第 17 回地

理情報システム学会講演論文集, 17, pp.185-188, 東京大学（東京都目黒区）, 2008年10月23 日 

花岡和聖・村中亮夫・吉越昭久「第 2 回夏休みにみんなで作る地域の安全安心マップコンテスト

の成果と課題」京都歴史災害研究, 10, pp.37-41, 2009 年 3 月 

【審査付き】村中亮夫, 中谷友樹「構造方程式モデリングによる災害発生後の歴史的景観復興に

対する支払意思額の意識構造分析」環境情報科学論文集, 22, pp.73-78, 2008 年 11 月 

【審査付き】村中亮夫, 中谷友樹「社会調査データの収集方法が支払意思額に与える影響の検討

―郵送調査と Web 調査の比較分析―」環境情報科学, 38-1, pp.47-55, 2009 年 3 月 

【審査付き】村中亮夫, 中谷友樹, 吉岡達生「通学経路に着目した小児アレルギー性鼻炎有病率の

空間分析 」山口県医学会誌, 43, pp.9-16, 2009 年 3 月 

【審査付き】吉川郷主, 勝村（松本）文子, 西前出, 小林愼太郎「地域資源・地域環境管理活動へ

の参加とその関連要因―住民による自治会への評価に着目して―」環境情報科学論文集, 22, 

pp.19-24, 2008 年 11 月 

 

〈GCOEセミナー〉 
戸所泰子, 矢野桂司, 瀬戸寿一, 桐村喬「京都の祇園祭をめぐる新町通の景観復原」第 26 回 GCOE

セミナー, 立命館大学アート・リサーチセンター, 2008 年 7 月 8 日 


