
 

 

 

第34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、本年度は「情報技術の活用と都市再生」をテ
ーマに、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 ― 2011年12月15日（木） ～ 16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) 全体資料あり参加費（資料代5,000円含む） 

会員 9,000円、会員外10,000円、学生5,000円 
 (2) 研究集会資料あり参加費（資料代1,000円含む） 

会員 4,000円、会員外5,000円、学生1,000円 
※会期中一度のお支払いで、両日とも参加可能です。 

※上記参加区分（1）（2）ともに、全プログラムへの参加が可能です。 
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（大阪大学） 
日時／会場 ― 12月15日（木） 13:45～13:55／建築会館ホール 

２．オープニングパネルディスカッション 
東日本大震災における情報通信技術の役割 

東日本大震災において情報通信技術が果たした役割を描き出
すと同時に、今後の復興に向けて、情報通信技術と都市・建築の
関係をデザインするためのヒントを示す。結果だけでなく、将来
ビジョンに関する構想を議論したい。 
日時／会場 ― 12月15日（木） 14:00～17:45／建築会館ホール 
講師 ― 源栄正人（東北大学）・越村俊一（東北大学）・佐藤翔

輔（東北大学）・柴山明寛（東北大学）・渡邉英徳（首都

大学東京） 
司会：仲隆介（京都工芸繊維大学） 

３．小委員会企画研究集会 
① 想定と対応するための建築情報教育 
 －ＢＩＭによる空間情報取得・活用と建築教育 
変化する建築教育において、ものづくりや減防災が、あたかも

予想していたかのように 3／11 以前から国内外で改めて重要視さ
れる中で、進化する BIM やデジタルファブリケーション、ハー
バードが 9 月に立ち上げた新たな防災プログラム等について、建
築情報教育の視点から考える。 
企画 ― 3 次元設計教育小委員会 
日時／会場 ―12月16日（金） 9:20～12:00／建築会館ホール 
講師 ― David Jason Gerber（南カリフォルニア大学）・Bucin 

Beceni（予定／南カリフォルニア大学）・中田千彦（宮

城大学）・竹中司（アンズスタジオ）・大西康伸（熊本大

学）ほか 

司会：木村謙（エーアンドエー）・［Q&A］福田知弘（大阪大学） 
 

 
② ソフトコンピューティングとその近傍領域 

＊論文／報告発表講演含む 
ファジィ理論、ニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリズム

などのソフトコンピューティング技術とその近傍領域について、
それらの基礎・応用研究などを対象とした研究報告の企画セッシ
ョンと招待講師によるミニ研究集会を行う。 
企画  ― ソフトコンピューティング応用小委員会 
日時／会場 ― 12月16日（金） 9:00～11:00／本会301･302会議室 
講師 ― 宇谷明秀（東京都市大学）ほか 

司会：丸山能生（間組） 

③ ＢＩＭマネージャーに期待する職能 
 －導入の鍵を握るＢＩＭマネージャーとは 
現在わが国の建築界ではさまざまな変革の試みがなされてい

るが、海外ではビジネスモデルの転換に成功する事例が現れた。
BIMによって成功した海外事例からBIMマネージャーの今後を
大いに議論する。 
企画  ― 情報連携BIM研究小委員会 
日時／会場 ― 12月16日（金） 13:00～15:30／建築会館ホール 
講師 ― Albelardo M. Tolentino, Jr（フィリピンAIDEA社）・

柴峯一廣（梓設計）・山際東（BIMアーキテクツ）・綱
川隆司（前田建設工業）・大脇茂弘（三菱重工業）・奥山
隆平（日建設計）・森元一（竹中工務店） 

司会：岡正樹（CI ラボ）・［PD］池田雅信（池田雅信建築デザ

イン事務所） 

④ スマートシティの実現に向けた建築と空間のモニタ
リング   ＊論文／報告発表講演含む 

本研究集会では、スマートシティに関する取り組みの最新動向
を把握し、建築の性能や空間での人の行動をモニタリングする技
術とサービスが、どのようにスマートな建築や都市の実現に寄与
するかについて議論する。 
企画  ― スマート建築モニタリング小委員会 
日時／会場 ― 12月16日（金）13:00～16:00／本会301･302会議室 
講師 ― 倉田成人（鹿島建設）・武居輝好（野村総合研究所）・林

田和人（早稲田大学）・遠田敦（東京理科大学）・五十嵐
雄哉（清水建設）・谷明勲（神戸大学）・富田正裕（早稲

田大学） 
司会：山邊友一郎（神戸大学） 

４．クロージングパネルディスカッション 
情報技術の活用と都市再生 
第34回情報･システム･利用･技術シンポジウムの総括として、

各研究集会およびPD の議論をもとに、日本の都市再生に向けた
情報通信技術と都市・建築の将来像を議論したい。 

日時／会場 ―12月16日（金） 16:10～17:40／建築会館ホール 
講師 ― 松島史朗（豊橋技術科学大学）・入江寿弘（日本大学）・

柴峯一廣（前掲）・倉田成人（前掲）・仲隆介（前掲） 
司会：本江正茂（東北大学） 

５．論文／報告発表講演 
構造、デザイン科学、3Dモデリング、アルゴリズミックデザイ

ン、ワークプレイス、FM・LCC、環境心理、人間行動、環境、
ロボット、都市、教育ほか 
期日 ― 12月15日（木） ～ 16日（金） 
会場  ― 建築会館ホール、本会301･302会議室、308会議室 

 

◎過去第28～33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 

▼構造   12月15日（木） 9:00～11:20 ……ホール……………………司会：三井和男（日本大学） 
 1 繰返し載荷を受ける偏心ブレース架構のリンク部材形状最適化 
 ○大崎 純・中嶋 拓 
 2 発見的手法による 2 方向可動マスダンパーの最適設計 －空間構造物の地震応答制御－ 
 ○津田勢太・大崎 純 
 3  3 ヒンジトラスにおける力学的感性に関する研究 
   ○香取 亨・堤 和敏 
 4 制震装置付き屋上庭園設置による偏心建物のねじれ低減効果に関する研究 
  ○宗政辰典・堤 和敏 
 5 制震装置付き屋上庭園設置による既存構造物への低減効果に関する研究 －鉄骨 8 層建物の場合－ 
  ○相場元樹・堤 和敏 
 6 インフラ構造計画における想定外と社会的合意形成 －自然災害に対するマクロ合意形成場モデル－ 
 ○河村 廣 
 7 構造力学教育のための携帯アプリケーションの試験的活用 
 ○前 稔文・松本裕司・小林竜一 

▼デザイン科学   12月15日（木） 11:20～13:00 ……ホール……………………司会：大崎 純（広島大学） 
 8 ロボットと共生する生活空間のインフィルデザインに関する研究 
  ○横山広大・渡邊朗子 
 9 空間生命化デザインの事例スタディと系統樹 
  ○渡邊朗子・石川敦雄 
10 概念空間とのインタラクションを意識的に行う建築デザインの可能性 
  ○藤井晴行・諏訪正樹 
11 行為の概念に基づくデザイン科学の方法論についての論考 
  ○吉原百香・藤井晴行 
12 デザイン科学のためのアルゴリズム教材 
  ○渡辺 俊 

▼３Ｄモデリング（１） 12月15日（木） 9:00～10:20 ……301・302会議室…………司会：大西康伸（熊本大学） 
13 ARを用いた夜間景観シミュレーションのための光学的整合性の実現に向けた基礎的研究 
 ○林緯政・福田知弘・矢吹信喜 
14 拡張現実感技術を用いたインテリアシミュレータのWebアプリケーションへの展開 
  ○田中智己・中林拓馬・加戸啓太・平沢岳人 
15 夜間における実空間からの3Dモデル化手法の開発 
 ○孫 磊・福田知弘・矢吹信喜 
16 MMSデータを用いた建物モデリング 
 ○天野貴文・吉川 眞・平尾公孝 

▼３Ｄモデリング（２）  12月15日（木） 10:20～11:40 ……301・302会議室…………司会：福田知弘（大阪大学） 
17  クラスター分析による点群データからの建築要素の抽出手法に関する考察 
   ○本間里見・兪 維・位寄和久・下田貞幸 
18 3Dモデルのリアルタイムアニメーション導入によるコメント閲覧機能の拡充と評価 －設計案理解のためのBIMを活用した支援システムに関する研究 その2－ 
 ○中野恵実・大西康伸・両角光男・村上祐治・本間里見 
19 移動式 3 次元レーザースキャナデータを用いた都市空間の可視分析手法と街頭犯罪分析への応用 
 ○瀧澤重志 
20  建物の可視窓面積の計量による小学校の自然監視性の評価手法 
   ○藤井健史・山田悟史・窪園翔治・及川清昭・宗本晋作 

▼アルゴリズミックデザイン  12月15日（木） 11:40～13:00 ……301・302会議室…………司会：瀧澤重志（京都大学） 
21 都市生成ソフトウェア開発とそれを用いた都市の変遷の考察 
 ○飯村健司・河合 慶・高林弘樹・神山一馬・平沢岳人 
22 自己組織化アルゴリズムによる構造形態の自律的生成 
 ○岡村和美・渡部文仁・三井和男 
23  風紋と砂丘の形成アルゴリズムに基づく空間構造 －形態生成の方法と適用例題－ 
   ○朝山秀一・橋本夏季 
24 空間性を手がかりとしたコンピュータシミュレーションによる自己組織的、プロセス的手法を用いた住宅街の配置デザインに関する研究 
 ○阿部祐一・池田靖史 

▼ワークプレイス  12月15日（木） 9:00～11:20 ……308会議室……………司会：加賀有津子（大阪大学） 
25 知的活動を支援する環境デザインに関する研究 
 ○青栁圭祐・渡邊朗子 
26 実務中の光環境制御が覚醒度およびパフォーマンスに及ぼす影響の予備的研究 
  ○澤井浩子・塩尻佳子・八田和洋・渡守武和音・上野敬介・小山恵美 
27 自発的歩行を伴った執務外行動が知的活性度に及ぼす影響について －生体信号計測に基づく評価－ 
   ○上野敬介・松原明央・中野江里子・松本裕司・仲 隆介・小山恵美 
28 ワーカーがオフィスに求める場所選択の多様性に関する研究 －業務内容及び空間特性の違いによる選択要因の把握－ 
 ○松本直人・戸田久美子・加藤田歌・松本裕司・城戸崎和佐・仲 隆介 
29 ワークプレイスにおける空間デザインが組織的戦略の浸透に及ぼす影響に関する研究 －赤外線センサーを用いた行動モニタリングの活用－ 
  ○谷口美虎人・坂下義明・能西豊茂・中村佳之・松本裕司・城戸崎和佐・仲 隆介 
30 ワークプレイスにおける役立たないコミュニケーションの役割に関する研究 －コミュニケーションで得た「感情」とその状況との関係についての考察－ 
   ○五十嵐貴子・加藤円香・松本裕司・城戸崎和佐・仲 隆介・山口重之 
31 オフィスにおけるアクティビティと空間構成の関係に着目した多角的分析手法に関する研究 
  ○榎真梨子・本多宏明・羽鳥 徹・田丸恵理子・松本裕司・城戸崎和佐・仲 隆介 

▼ＦＭ・ＬＣＣ   12月15日（木） 11:20～12:40 ……308会議室………司会：松本裕司（京都工芸繊維大学） 
32 建築完成後のデータベース変更による維持管理に関する研究 －3Dモデルによるキャンパスデータベースの提案－ 
  ○松林道雄・渡辺 俊 
33 キャンパス施設群のLCCを対象とした単年度投資額平準化手法に関する研究 －キャンパスFM業務モデルに関する研究－ 
 ○小島裕也・位寄和久・下田貞幸・大西康伸・柴田洋希・長曽我部真裕 
34 モバイル端末を利用した施設劣化度パトロール調査支援システムに関する研究 －キャンパスFM業務モデルに関する研究－ 
 ○竹下昌志・位寄和久・下田貞幸・大西康伸 
35 BIMを適用した既存施設のLCC算定手法に関する研究 －キャンパスFM業務モデルに関する研究－ 
   ○長曽我部真裕・位寄和久・下田貞幸・大西康伸・小島裕也 
 



 
論文／報告発表講演プログラム● 

 
▼ソフトコンピューティングとその近傍領域   ＊小委員会企画研究集会②の一部です 

  12月16日（金） 9:00～11:00 ……301・302会議室………………司会：丸山能生（間組） 
36 壁面検査ロボットの研究 －姿勢制御および画像処理を用いた検査方法の検討－ 
  ○堀江政雄・宮良 暁･入江寿弘 
37 加速度センサとモーションキャプチャによる技能教示システムの基礎研究 
  ○田中拓也・高村直也・栗山寛子・入江寿弘・丸茂美恵子 
38 伴走型歩行支援ロボットの研究 
   ○村田浩貴・阿部剛大・入江寿弘・城内 博･浅見 明 
39 最適化手法を用いた制御系設計に関する研究 －携行型ロボットアームの制御－ 
   ○市原秀晃・増田祐樹･入江寿弘・新宮清志 

▼環境心理  12月16日（金） 11:00～12:20 ……301・302会議室…………司会：本江正茂（東北大学） 
40  3 次元椅子モデルの高級感における形状と鏡面反射の影響分析と物理量化手法 
  ○武田秀貴・柴田滝也 
41 子どもの危険予測能力を育成する体験型システムの開発 
  ○木戸大祐・植木貴英・林田和人・渡辺仁史・浅田育男 
42 フルカラーLED照明制御技術の開発と色光に対する人間の主観的評価 
   ○鈴木真理子・三木光範・吉見真聡 
43 建築・都市空間における脊髄損傷者の体温調節予測モデルに関する研究 
  ○堀 慎輔・土川忠浩・永田太陽・藏澄美仁・大和義昭・松原斎樹・堀越哲美 

▼スマートシティの実現に向けた建築と空間のモニタリング ＊小委員会企画研究集会④の一部です 

  12月16日（金） 13:00～16:00 ……301・302会議室………司会：山邊友一郎（神戸大学） 
44 人間の欲求行動を加味したマルチエージェント歩行者シミュレーションシステム 
  ○林田和人・木村 謙・藤井祐輔・渡辺仁史 
45 オープンソースハードウェアを用いたローコストワイヤレスセンサーネットワークインフラの開発と実装 
   ○遠田 敦・菊地弘祐・中川 純・渡辺仁史 
46 スマートワークプレイスの実現に向けた人と空間のモニタリング 
  ○五十嵐雄哉・貞清一浩・大塚俊裕・白石理人・古川 慧・山田哲弥 
47 センサを用いた建築構造モニタリングに関する研究 －ジャイロセンサによる変位計測法の提案と精度の検証－ 
  ○谷 明勲・梁 琪・山邊友一郎 
48 群集の部分映像から駅全体の旅客位置を予測するモデルの提案と検証 
  ○富田正裕・石突光隆・山本昌和・林田和人・渡辺仁史 

▼人間行動  12月16日（金） 9:00～10:20 ……308会議室……………司会：林田和人（早稲田大学） 
49  3 次元ランドスケープ表現による人の行動傾向の視覚的分析 
  ○長坂一郎・本江正茂 
50 車両の混雑情報提供が利用者の乗車車両の選択行動に与える影響 
  ○野田直利・渡辺仁史 
51 自由歩行空間における自律行動型人間行動モデル構築に関する研究 
  ○高柳英明・尾崎裕次 
52 エージェントを用いた経路探索モデルによる街路の複雑性の評価に関する基礎的研究 
  ○宮崎慎也・寺町直峰・藤井 明 

▼環境  12月16日（金） 10:20～11:20 ……308会議室…………司会：渡邊朗子（東京電機大学） 
53 外光分布の推定を基に個別照度を提供する照明制御システム 
  ○吉井拓郎・三木光範・吉見真聡・笠原佳浩 
54 大規模照度分布計測システムの構築および実オフィス環境に導入した分散最適制御照明システムにおける照度分布の評価 
  ○笠原佳浩・三木光範・吉見真聡・吉井拓郎 
55 遺伝的アルゴリズムを用いた進化的照明制御 
   ○小野景子・三木光範 

▼ロボット  12月16日（金） 11:20～12:20 ……308会議室…………司会：朝山秀一（東京電機大学） 
56 成年男子における立位と椅子座位の機能を設定した小型移動ロボットに対する個体距離に関する研究 
  －ロボットと共生する生活空間の計画技術に関する研究 1－ 
  ○青木美優・渡邊朗子 
57 成年男子におけるしゃがみと床座位と仰臥位における小型移動ロボットに対する個体距離に関する研究 
  －ロボットと共生する生活空間の計画技術に関する研究 2－ 
  ○中島早織・渡邊朗子 
58 高齢者における立位の小型移動ロボットに対する個体距離に関する研究 －ロボットと共生する生活空間の計画技術に関する研究 3－ 
   ○酒井雅子・渡邊朗子 

▼都市  12月16日（金） 13:00～14:20 ……308会議室………………司会：村上祐治（東海大学） 
59 都市景観アセスメントのためのモバイル型ARシステムの構築(1) 
  －GPSとジャイロスコープを利用したカメラ位置・角度情報取得－ 
   ○張 田・福田知弘･清水彩子･田口正晴･孫 磊･矢吹信喜 
60 都市景観アセスメントのためのモバイル型ARシステムの構築(2) 
  －地図情報とジャイロスコープを利用したカメラ位置・角度情報取得－ 
  ○張 田・福田知弘･清水彩子･田口正晴･孫 磊･矢吹信喜 
61 救急医療システムにおけるドクターヘリと地域の連携による医療圏域の構築 
  －ドクターヘリと救急車両との連携による有効圏域について－ 
  ○岡田 昂・手島 優・宇野 彰・大内宏友 
62 Research on Urban Structure towards a Low-Carbon Society from the Viewpoint of Person-Trip in Kumamoto City 
   ○葉 俊・位寄和久・本間里見 

▼教育  12月16日（金） 14:20～15:20 ……308会議室………………司会：位寄和久（熊本大学） 
63 カメラ付きタブレット端末を使った拡張現実感システムの建築設計教育への応用 
   ○村上祐治 
64 これからの建築教育・環境についての研究 －豊橋技術科学大学における遠隔教育・高専連携教育を通して－ 
  ○寺井 豊・松島史朗・前 稔文・豊川斎赫・竹中 司 
65 領域横断型のものづくりのための実験的空間の構築 －豊橋技術科学大学における 2 つの空間整備事例を通して－ 
  ○岩田翔士・松島史朗・竹中 司 
 



会場

期日

  9:00-11:20
▼構造

11:20-13:00
▼デザイン科学

  9:00-10:20
▼3Dモデリング（1）

10:20-11:40
▼3Dモデリング（2）

11:40-13:00
▼アルゴリズミックデザイン

  9:00-11:20
▼ワークプレイス

11:20-12:40
▼FM・LCC

13:45-13:55
委員長挨拶：加賀有津子
　　　　　　   （大阪大学）
　
14:00-17:45
オープニングパネルディスカッション

「東日本大震災における
　情報通信技術の役割」

  9:20-12:00
① 想定と対応するための
　　建築情報教育
　 　――BIMによる空間情報取得・活用
　　　 　   と建築教育

  9:00-11:00
② ソフトコンピューティングと
　　その近傍領域

11:00-12:20
▼環境心理

  9:00-10:20
▼人間行動

10:20-11:20
▼環境

11:20-12:20
▼ロボット

13:00-15:30
③ BIMマネージャーに期待する
　　職能
　 　――導入の鍵を握る

　　　 　   BIMマネージャーとは

13:00-16:00
④ スマートシティの実現に向けた
　　建築と空間のモニタリング

13:00-14:20
▼都市

　
14:20-15:20
▼教育

16:10-17:40
クロージングパネルディスカッション

「情報技術の活用と都市再生」

　 ○数字は小委員会企画研究集会（4件）

　 研究集会②は、4題の論文／報告発表講演を含む

　 研究集会④は、5題の論文／報告発表講演を含む

午
前

午
後

部屋割り

第３会場
（308会議室）

第１会場
（ホール）

第２会場
（301･302会議室）

※ ▼印は論文／報告発表講演（1題20分、65題）

12
月

15
日

（木）

午
後

午
前

12
月

16
日

（金）
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