
 

 

 

第33回 
情報･システム･利用･技術
シンポジウム 

情報システム技術委員会 

 
情報システム技術が担うインフラとしての役割は、すでに建

築・都市・環境のさまざまな分野に広く深く浸透しています。情

報システム技術委員会では、IT のさらなる可能性を追求する場の

提供を目的として、本年度も下記要領でシンポジウムを開催しま

す。論文および技術報告の発表、各小委員会による研究集会等を行

いますので、多数の方々の参加と活発な意見交換をお願いします。 

会期 ― 2010 年 12 月 9 日（木） ～ 10 日（金） 
会場 ― 建築会館ホール＋本会会議室（東京都港区芝 5-26-20） 
定員 ― 160 名（当日会場先着順） 
参加費 ― （１） シンポジウム全体（資料代 5,000 円含む） 

会員 9,000 円、登録メンバー11,000 円、 
会員外 12,000 円、学生 5,000 円 

 （２） 研究集会のみ（資料代 1,000 円含む） 
※会期中一度の参加費のお支払いで、下記 1～4 の集

会への参加が自由となります。 

会員 2,000 円、登録メンバー2,500 円、 
会員外 3,000 円、学生 1,000 円 

問合せ ― （社）日本建築学会事務局 研究事業グループ 伏見 
  E-mail：fushimi@aij.or.jp 

●プログラム概要 
１．委員長挨拶 

加賀有津子（情報システム技術委員会委員長／大阪大学） 
日時／会場 ― 12 月 9 日（木） 13:00～13:10／建築会館ホール 

２．企画シンポジウムⅠ 
スマート建築・スマートシティの展望 
－建築生産・構造・環境・設計・防災で連携する情

報通信技術（ＩＣＴ） 

共通 ID、無線センサ、スマートグリッド等の情報通信技術

（ICT）を各分野で連携して応用することで、合理的なコストで

付加価値の高いスマート建築・スマートシティを実現できる。各

分野で活躍されている第一人者をパネリストに迎え、建築生産・

構造・環境・計画・防災に起きる変化と可能性を展望する。 

日時／会場 ― 12 月 9 日（木） 13:10～17:30／建築会館ホール 
講師 ― 和田章（東京工業大学）・野城智也（東京大学）・大久保

孝昭（広島大学）・坂本雄三（東京大学）・渡辺仁史（早

稲田大学）・堀宗朗（東京大学）・加賀有津子（前掲） 
司会：倉田成人（鹿島建設） 

３．小委員会企画研究集会 
① 感性による新しいデザインに向けて 
感性は、人間の知的活動として、また、人間が活動を行う場の

評価として極めて重要である。人間の行動、知的活動、空間の指

標およびそれらと感性との関係をシステム的に捉え、新しいデザ

インの展開を探る。 

企画 ― 感性デザインシステム応用研究小委員会 
日時／会場 ―12 月 9 日（木） 9:30～12:00／建築会館ホール 
講師 ― 堤和敏（芝浦工業大学）・川口衞（川口衞構造設計事務所） 
 

 
    ・恵良隆二（三菱地所三菱1号館美術館室長）・竹林征三

（風土工学会会長）・井上容子（奈良女子大学）・加藤俊
一（中央大学）・奥俊信（大阪大学） 

司会：猪里孝司（大成建設）・［PD］柴田滝也（東京電機大学） 

② ＢＩＭ最前線とこれから 

建築のライフサイクルの各フェーズでBIMが活用され始めた

が、抱える課題は山積みである。実態調査、最新動向、国際動向、

建築教育などさまざまな切り口でこの問題に迫ってみたい。 

企画  ― 設計･生産の情報化小委員会、情報連携BIM研究小

委員会、建築情報マネジメント教育小委員会 
日時／会場 ― 12 月 10 日（金） 9:30～15:50／建築会館ホール 

第1部：第13回ＣＡＤ・ＢＩＭ利用調査報告［9:30～10:00］ 
講師 ―  山極邦之（大林組） 

司会：能勢浩三（竹中工務店） 

第2部：建築ライフサイクルにおける情報連携技術 
－ＢＩＭ円卓会議［10:00～12:30］ハッシュタグ：#aij1210 

講師 ―  柴峯一廣（梓設計）・城所竜太（アラップジャパン）・大
脇茂弘（三菱重工業）・宮倉保快（日建設計）・鈴木隆（日

建設計）・土井英尚（梓設計）・池田雅信（池田雅信建築

デザイン事務所）・種田元晴（法政大学大学院）・綱川隆
司（前田建設工業）・寺井達夫（千葉工業大学）・幡宮祥
平（安井建築設計事務所）・山際東（ビム･アーキテクツ）・
山下純一（IAI日本）・千葉貴史（建築ピボット） 

司会：岡正樹（CI ラボ） 記録：山極邦之（前掲） 

第3部：最新の建築情報教育報告 
－ＢＩＭ教育の思想と手法［13:20～15:50］ 

講師 ―  長倉威彦（マサチューセッツ工科大学）・Michael A. Fox
（Fox Lin inc.）・衣袋洋一（芝浦工業大学）・大西康伸
（熊本大学）・下川雄一（金沢工業大学）・猪里孝司（大

成建設） 
司会：村上祐治（東海大学）・［PD］中田千彦（宮城大学） 
記録：小杉宰子（京都造形芸術大学） 

４．企画シンポジウムⅡ 
情報システム技術とコンピューテーショナル･
デザインをめぐる世界の動向 

コンピューテーショナルなデザイン手法は情報システム技術

の建築分野への応用として全世界的に急速な展開を見せている。

本企画では、遠隔会議システムを利用して、海外のさまざまな舞

台で活躍する若い日本人がコンピューターと建築デザインの関係

をどのように捉えているかを通じて、世界的な動向を探る。 

日時／会場 ―12月10日（金） 16:00～18:00／建築会館ホール 
講師 ― 井関武彦（Foster and Partners）・貝島佐和子（Adams 

Kara Taylor Computational Design Researcher）・杉原
聡（Morphosis Architects Computational Designer）・長
谷川徹（コロンビア大学）・楢原太郎（ハーバード大学） 

司会：池田靖史（慶應義塾大学） 

５．論文／報告発表講演 
計画・設計、コミュニケーション・教育、CAD・BIM の応用、

都市、構造、人間行動、情報理論・シミュレーション 

期日 ― 12 月 9 日（木）～10 日（金） 
会場  ― 建築会館・本会会議室301会議室、302・303会議室 

 

◎過去第22～32回の『情報･システム･利用･技術シンポジウム論文集』
の在庫がございます。書名を明記のうえ、下記宛に現金書留または
FAXにてお申し込みください。 

・5,000 円（税込）、送料 600 円 
  〈申込先〉〒108-8414 東京都港区芝 5-26-20 

（社）日本建築学会 資料頒布所 
 TEL 03-3456-2018 FAX 03-3456-2058 

 



 
●論文／報告発表講演プログラム 

▼計画・設計   12月9日（木） 10:00～12:00 ……301会議室…………………司会：瀧澤重志（京都大学）  

 1 空間生命化デザインの事例スタディ 

 ○渡邊朗子 

 2 ロボットと共生する生活空間の計画技術に関する研究 その 1 
  －建築空間におけるロボットに対する人の個体距離に関する調査について－ 

 ○青木美優・渡邊朗子 

 3 都市集合住宅における高齢者の行動モニタリングに関する研究 
   ○横山広大・渡邊朗子 

 4 センサを用いた建築構造性能モニタリングに関する研究 

  －傾斜角算出法の提案と精度の比較－ 
   ○梁 琪・谷 明勲・山邊友一郎 

 5 オフィスワーカーの仕事の生産性に影響を与える働き方とオフィス環境に関する研究 

  －ワーカーの自己効力感に着目して－ 
  ○金 眞景・西濱愛乃・松本裕司・城戸崎和佐・仲 隆介・山口重之 

 6  フロアを超えた関係性を生み出す要素を持つオフィスに関する研究 
 ○立岩宏章・内田 光・松本裕司・徳本幸男・仲 隆介・山口重之 

▼コミュニケーション・教育   12月9日（木） 9:40～11:00 ……302・303会議室……………司会：沈 振江（金沢大学） 

 7  グループ発想技法と電子ホワイトボードを活用したデザイン討論支援の考察 
   ○川角典弘・吉田知央・小倉早貴・松榮将也・川辺秀明 

 8 3次元CADによる構法教材の開発と試験運用による評価 
  －アルミ造とRC造の住宅を事例として－ 
   ○金井佑樹・小野瀬尚利・下川雄一 

 9 グループによるデザインの着想段階における創造性に教示が与える影響 
  －創造性目標と生産性目標の比較実験－ 
   ○坂下義明・松本裕司・城戸崎和佐・仲 隆介・山口重之 

10 オフィスにおける場所の性質がコミュニケーションに与える影響 

  －内部・外部・中間領域をもつオフィスを事例として－ 

  ○谷口美虎人・八塚裕太郎・松本裕司・城戸崎和佐・仲 隆介 

▼CAD・BIMの応用 12月9日（木） 11:00～12:00 ……302・303会議室 ………司会：下川雄一（金沢工業大学） 

11 Build Live Tokyo 2009 Ⅱ、Build Live London 2009におけるシミュレーション技術活用報告 
   ○今泉 潤 

12 組織設計事務所におけるBIMの推進と普及 
   ○道勇直記・佐藤賢一・中元三郎 

13 歴史的景観の保存修景におけるCGの活用に関する研究 

   ○岸本和子・沈 振江・川上光彦・陳 哲源・彭 玲茜・横山直樹・大和裕也 

▼都市  12月10日（金） 10:10～12:30 ……301会議室 ………………司会：渡辺 俊（筑波大学） 

14 スマートフォンでの位置情報取得システムの誤差解析 

 ○張 田・福田知弘・矢吹信喜 

15 住民参加による Wiki 型地域情報アーカイブの構築と運用 

   ○加賀有津子 

16 自治体Webサイトにおける公共事業情報の横断的比較システムの開発 

   ○福田知弘・西村善博・矢吹信喜・吉田善博 

17  An Agent-Based Approach to Support Government Decision-Making of Total Amount Control of Household Water 
Consumption and Waste Discharge 

   ○馬 妍・沈 振江・川上光彦・鈴木克徳・岸本和子 

18 都市圏の世帯住替えにおけるシミュレーションモデルの開発に関する研究 
   ○久保田純平・沈 振江・川上光彦 

19 土地利用変化の重要因子抽出に関する研究（その 2） 

  ○手塚智也・宮崎隆昌・中澤公伯 
20 屋根形状の簡易判読手法の開発と評価 

  ○天野貴文・吉川 眞 



 
論文／報告発表講演プログラム● 

 
▼構造   12月10日（金） 13:20～15:20 ……301会議室……………司会：朝山秀一（東京電機大学） 

21  四角形グリッドを有するラチスシェルの部材長一様化とひずみエネルギー 小化を考慮した多目的 適化 
  ○大崎 純・藤田慎之輔 

22 活性因子・抑制因子系に着想を得た構造 適化手法 

  ○三井和男・宮永圭佑 

23 既存構造物への屋上緑化装置による地震力低減効果に関する研究 

   ○相場元樹・大滝佑亮・堤 和敏・尾鷲淳也・宗政辰典 

24  設計事務所における構造計算書の電子化 

   ○長崎大典・水間 茂・佐藤賢一・飯島憲一 

25 進化的手法を用いたアクティブ制振システムの 適設計 

  －免疫アルゴリズムを用いたAMD特性と制御パラメータの 適化－ 

  ○笹川和彦・谷 明勲・山邊友一郎 

26 風荷重の特性を用いた形状生成 

 ○前 稔文・小林竜一 

▼人間行動（1）  12月10日（金）  9:30～11:10……302・303会議室…………司会：林田和人（早稲田大学） 

27  エージェントによる通路空間内の人間行動モデルに関する研究 

   －遺伝的アルゴリズムとニューラルネットワークの併用－ 

  ○宮田沙織・山邊友一郎・谷 明勲 

28 活動量計を用いたオフィスにおけるワーカの歩行行動の把握と対話行動モニタリングの可能性 

  ○本多宏明・坂巻裕一・八塚裕太郎・堀切和典・田丸恵理子・松本裕司・仲 隆介 

29  文献のキーワード抽出及びその傾斜分析に基づいたワークスタイルの変遷 

  ○兼田沙知・植木暁司・松本裕司・城戸崎和佐・仲 隆介 

30 屋外環境をとりこんだオフィスにおけるワーカーの気分転換と知的活性度に関する研究 
   ○榎真梨子・八塚裕太郎・松本裕司・城戸崎和佐・仲 隆介 

31 オフィスにおけるワーカーの行動と知的活性度に関する研究 

   ○加藤彰子・野谷香織・小菅 健・松本裕司・城戸崎和佐・仲 隆介・小山恵美 

▼人間行動（2）  12月10日（金） 11:10～12:30 ……302・303会議室…司会：松本裕司（京都工芸繊維大学） 

32 環境音の映像化による空間に対する期待感の高揚 

   ○木戸大祐・菊地弘祐・林田和人・渡辺仁史 

33 群集映像の画像処理による行動解析 

   ○富田正裕・藤井祐輔・山本昌和・石突光隆・林田和人・渡辺仁史 

34 行動軌跡の履歴表示による街歩き行動の変化に関する研究 

 ○井上友香理・菊地弘祐・林田和人・渡辺仁史 

35 空間における歩行時の身体加速度と気持ちとの関係 

 ○林田和人・木戸大祐・渡辺仁史 

▼情報理論・シミュレーション  12月10日（金） 13:20～14:40 ……302・303会議室 ………司会：山邊友一郎（神戸大学） 

36 ARを用いた景観シミュレーション手法の開発 

 ○九乗佳貴・渡辺 俊 

37 自然言語処理技術を利用した建築作品データベースの構築 
 ○松浦佑介・登川幸生・山本守和・小島紗綾 

38 ファジィ循環社会数理モデル 

  －その3：リカレント評価モデルのファジィ視覚化－ 

 ○河村 廣 

39 カーネル密度分布画像からの中心点の推定方法に関する研究 
 ○瀧澤重志 

 

 

 

 

 

 



会場

期日

  9:30-12:00
① 感性による新しいデザインに向けて

10:00-12:00
▼計画・設計

  9:40-11:00
▼コミュニケーション・教育

部屋割り

第２会場
（302・303会議室）

ホール
第１会場

（301会議室）

　

　

11:00-12:00
▼CAD・BIMの応用

13:00-13:10
委員長挨拶：加賀有津子

（情報システム技術委員会委員長／大阪大学）

12
月

9

午
前

　　 　 （情報システム技術委員会委員長／大阪大学）

　

13:10-17:30

企画シンポジウムⅠ

「スマート建築・スマートシティの展望
　――建築生産・構造・環境・設計・防災で連携す

　　　　る情報通信技術（ICT）ファブリケーション｣

9
日

（木）
午
後

10:10-12:30
▼都市
　

　

  9:30-11:10
▼人間行動（1）
　

　

11:10-12:30

午
前

  9:30-15:50
② BIM最前線とこれから
　  ［9:30～10:00］
　　第1部：第13回CAD・BIM利用調査報告

［10:00～12:30］ 11:10-12:30
▼人間行動（2）

13:20-15:20
▼構造

13:20-14:40
▼情報理論・シミュレーショ
　　ン

12
月

10
日

　  ［10:00～12:30］
　　第2部：建築ライフサイクルにおける
　　　　　　　 情報連携技術――BIM円卓会議
    ［13:20～15:50］
　　第3部：最新の建築情報教育報告
　　　　　　　 ――BIM教育の思想と手法

16:00-18:00

企画シンポジウムⅡ

「情報システム技術とコンピューテーショナ
　ル･デザインをめぐる世界の動向｣

午
後

日
（金）

　 ▼印は論文／報告発表講演（1題20分、40題）

※ ○数字は小委員会企画研究集会（2件）
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