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2011 年度大会（関東） 

学術講演会オーガナイズドセッション講評 

※本講評は各セッション司会者によるものである。 

 

 

構  造 

 
鉄筋コンクリート骨組・部材の実験（1）（23001～23003） 

「鉄筋コンクリート骨組・部材の実験（1）～（5）」では、主として国土交通省の建築基

準整備促進補助金事業により実施された研究について、13 編の講演発表がなされた。これ

らは、いずれも構造設計における技術的知見の整備および判断基準の明確化を目指した研

究である。 

 本セッション（1）では 3 編の発表が行われた。23001［勅使川原ほか］はピロティ形式

を含む中層鉄筋コンクリート造建築物を対象として、スパン長さ、壁縦筋比、ピロティ梁

断面を因子とするピロティ梁の応力状態に着目した耐震壁の破壊形式評価方法を提案した。

23002［生部ほか］は壁縦筋比を因子とするスパンが長いピロティ架構試験体の実験結果か

ら、壁縦筋比が耐震壁の破壊形式に及ぼす影響について論じた。2 層側柱と直交梁のパンチ

ング耐力と壁縦筋のせん断抵抗から求まるスリップ破壊強度の計算方法を提案した。23003

［松本ほか］はピロティ梁断面を因子とするスパンが短いピロティ架構試験体の実験結果

から、ピロティ梁断面積と主筋比の大きさが、壁板の広がりを拘束し、耐震壁の 大強度

の増加に寄与することを示した。いずれの発表も、ピロティ架構を有する耐震壁に関する

貴重な知見の蓄積であり、実設計への反映が期待される。［日比野陽 記］ 

 

鉄筋コンクリート骨組・部材の実験（2）（23004 ～23006） 

本セッションでは RC ピロティ柱梁接合部に関する 3 編の発表が行われた。23004［小谷

ほか］は、1 階と 2 階で柱寸法が大きく異なるピロティ架構について、柱梁接合部の挙動を

観察し強度・靱性を確保するための実験概要について説明するとともに、平面保持解析を

実施し線形モデルによる計算法を示した。23005［河合ほか］は、柱型を屋外側に拡張する

場合について実験を実施し、破壊の回転中心と中立軸の位置に着目して力の釣り合いの観

点から耐力について論じた。23006［小川ほか］は、柱型を内側に拡張する場合について実

験を実施し、接合部およびその近傍に配した斜め筋や壁内定着筋の効果について論じると

ともに観測された破壊形式に対して耐力評価を行いおおよそ耐力を推定した。いずれも、

ピロティ周辺架構の挙動に関する貴重な成果であり、設計法への反映が期待される。［花井

伸明 記］ 
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鉄筋コンクリート骨組・部材の実験（3）（23007 ～23009） 

 本セッションでは、曲げ降伏型の片側柱付き RC 耐震壁の変形性能に関する 3 編の発表が

行われた。強度が大きい袖壁付き柱の変形性能評価、耐震設計において重要な課題である。 

23007［泉ほか］は、壁長さ、端部拘束条件、端部直行壁の有無を変動因子とした片側柱

付き壁の実験の概要と結果を示し、片側柱付き壁のせん断変形や端部ずれ変形と変動因子

の関係について論じた。23008［松原ほか］は 23007 で示した実験結果から、曲げ変形性状

について検討し、端部拘束効果によるコンクリートの材料構成則の変化を適切に考慮した

曲げ解析によって再現しうることを示した。23009［高橋ほか］は、柱付き RC 壁の曲げ限

界変形について検討し、塑性ヒンジ領域長さを壁厚さの 2.5 倍とすることで曲げ限界変形を

算定できることを示した。いずれも、活発な質疑討論が交わされ、非常に有意義なセッシ

ョンであった。［勅使川原正臣 記］ 

 

鉄筋コンクリート骨組・部材の実験（4）（23010 ～23011） 

 本セッションでは 2 編の発表が行われた。23010［伊藤ほか］は、軸力とせん断余裕度を

実験変数とした片側のみに枠柱が付帯する壁の実験結果をとりまとめるとともに、実験か

ら得られる現象に基づいて、せん断強度の算出方法を提案し、その整合性について論じた。

23011［幡中ほか］は、軸力、柱高さを変動因子とした RC 柱を対象に静的載荷および動的

載荷実験を実施し、載荷条件が終局強度、破壊性状、軸耐力保持能力に及ぼす影響につい

て論じた。いずれの研究も、鉄筋コンクリート部材の性能を評価する上で有用な技術資料

となり得るものであった。［松井智哉 記］ 

 

鉄筋コンクリート骨組・部材の実験（5）（23012～23013） 

 本セッションでは 2 編の発表が行われた。23012［鈴木ほか］は、腰壁・垂れ壁のついた

RC 梁が曲げ降伏するときの変形について、実験結果を示し、曲率モデルを提案した。曲率

が一定の割合で変化し、三角形分布となる領域の長さを用いて精度よく評価できることを

示した。23013［引寺ほか］は、ウォータージェット処理を施した既存 RC 躯体の表面粗さ

が接合部のせん断強度に与える影響について、実験的に考察した。 大せん断耐力を推定

する式の提案を行うとともに、既存コンクリートの強度の影響についても論じた。［市之瀬

敏勝 記］ 

 

 

防   火 

 

木質防火の新しい試み（3083 ～3088） 

 本セッションは「木質防火の新しい試み」として設定され、大断面広葉樹製材に関する

研究が 2 編、エンジニアードウッドに関する研究が 2 編、木材や土の素材に関する研究が 2
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編であった。3083［保川ほか］、3084［亀山ほか］では、大型寺社建築を想定し、準耐火構

造の性能を有するけやきの柱・はりの仕様を明確にした。また、伝統的な柱-はり接合部が

防火上の弱点とならないことを示した。3085［櫛田ほか］では、LVL（単板積層材）の壁に

関して、準耐火構造の性能を有する非耐力壁及び耐力壁の仕様を明確にした。また、壁構

造の目地部や部材接合部について防火上弱点とならない仕様を示した。以上、3 編の成果は、

準耐火構造の国土交通大臣認定による実用化につながっている。3086［伊藤ほか］では、

鉄骨ハイブリッド集成材の耐火構造柱と壁の接合部について弱点とならない仕様を示し、

熱伝導解析による部材の耐火性能予測のために必要な部材内部温度を詳細に測定し示した。

3087［藤田ほか］では、難燃処理を施したスギ材の節が発熱性状に与える影響を明確にし

た。また、無処理のスギ板と厚物構造用合板を外壁材とすれば防火構造を達成できること

を示した。3088［小澤ほか］では、土塗り壁の壁土について施工時のワラスサの使用量が

発熱性状に影響を与えることを明確にし、伝統的に行われてきた通常の施工の場合、壁土

は不燃材料相当の性能があることを示した。木材をあらわにした荷重支持部材の防耐火性

能の予測のために、製材やエンジニアードウッドについて燃焼性状に関する基礎データの

蓄積が必要であると締めくくられた。［安井 昇 記］ 

 

火災安全工学から総合防災へ（3123～3127） 

 本セッションは、火災だけでなく、地震、水害、津波など各種自然災害に対する人命安

全の建築的課題が多様化し、その対策の総合化の必要性も指摘されるなか、防火分野で培

われてきた人命安全対策の考え方が、他の災害への活用可能性を探ろうというものである。

また、火災に関しても、従前の人命安全対策で十分かといえば、病院や児童福祉施設のよ

うに避難困難者の存在など、従来の防災計画では十分に位置づけられていない課題もあり、

さらに、火災以外でも直下型地震のように、避難自体が困難な場合もあることから、火災

に限定せず、広く人命安全対策の研究の方向性と課題を議論しようというものである。［平

田ほか］は、火災と水害の類似性に着目しながら浸水シミュレーションを行い、遊水スペ

ースの設置を前提とした地下空間の水害安全計画を提案した。［山崎ほか］は、内水氾濫解

析プログラムにより地形の形状による水の溜まり方からタイプ別の水位経時変化の特性を

明確にし、地形特性や降雨強度を把握することで、今まで把握が困難であった地上水位上

昇速度を予測する手法を提案した。以上の 2 題の発表は水害対策に関するものであり、建

物の水害安全計画の構築に資する有用な研究成果である。［高木ほか］は、病院病棟の人命

安全計画法の開発に向けて、安全性を左右する災害時移送区分別の患者割合、夜間看護師

の人数、人工呼吸器装着患者の避難方法、非出火階からの応援体制などの各種要素を実態

調査により把握した。［川原ほか］は、避難が全く困難な病院の手術室・ICU・CCU などの

ろう城区画に対して、日常の陽圧管理用の空調設備を火災時に遮煙設備として転用する手

法を提案し、煙流動シミュレーションによりその有効性を検証した。以上の 2 題の発表は

自力避難困難者の多い病院における避難安全対策に関するものであるが、人命安全計画法
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の開発に向けて、病院の種類別の検討が必要ではとの指摘があった。［池田ほか］は、市街

地延焼シミュレーションを用いて、補強改修の整備方法の違いが延焼抑制効果に与える影

響およびその要因の抽出を通じて、効果的な補強改修の整備方法を提案した。密集市街地

の延焼を効率的に抑制するための方法として、有用な研究成果である。［土屋伸一 記］ 

 

煙制御方式・煙流動予測手法の新たな試み（3149 ～3151） 

 本セッションでは、巨大建築物あるいは巨大空間の煙性状予測手法に関して、数値シミ

ュレーション等による 新の研究や取組について 3 題の報告があった。 初の演題 3149［峯

岸］は、一般的な空間構成の中高層建築を対象に、ダブルスキンを用いた日常時の自然換

気と火災時の煙排出が同一方向とする設計の概念を示し、その技術的成立可能性を報告し

ている。発表に対して、信頼性やガラスの耐火性などの懸念を示す意見や、設計としての

可能性を評価する意見が述べられた。3150［津本ほか］は、地下道を都市の重要な歩行交

通路と捉え、ターミナル駅周辺を対象に地下空間を沿道建物と一体開発し、バリアフリー

化等の歩行空間としての利便性を高めながら防災性能を確保する計画を報告している。発

表に対して、実現性に対する意見やシミュレーションの内容に対する質問がなされた。3151

［小嶋ほか］は、近年、首都圏に増加している駅舎改札内の商業施設の火災安全性を検討

するために、通路空間の大きさに対し屋外との開口が少ないために煙がたまりやすいと考

えられる実在のターミナル駅を選定し、火災時の安全性を検討するとともに安全向上のた

めの方策を提案し、その効果を報告している。発表に対して、評価基準のユニバーサル化

や他のタイプの駅への展開の可能性に対する意見が述べられた。［森山修治 記］ 

 

火災のリスクと設計法（3152～3155） 

本セッションは火災のリスクの考え方とこれを利用した避難安全設計法に関する 4 編の

一連の発表があった。3152［仁井ほか］では、避難リスクの定義を行い、許容避難リスク

以下にする設計方法のフレームワークが提案された。火災シナリオのツリーを作成し、避

難リスクの目標に応じて設計火源を設定して検証する方法は有効なアプローチである。

3153［出口ほか］では、設計火源を特徴づける火災成長率の確率分布について、火災統計

の焼損面積から推定した結果、焼損床面積拡大率が対数正規分布となることが報告された。

3154［野竹ほか］では、計算の手間を省略するために、明らかに許容避難リスク以下とな

る条件について検討した結果が報告された。計算の必要がない条件が明らかになれば、実

務として作業を大幅に軽減できる可能性がある。3155［山口ほか］では、前報までに提案

されたリスクベースの避難安全検証法を、典型的な事務所ビルの階避難に適用した結果が

紹介された。具体的な平面と火災シナリオが示されたことにより、提案された設計方法の

理解が深められたように思われる。今後、全館避難まで適用範囲を拡大し、避難安全設計

法として完成度を上げていくことが期待される。［萩原一郎 記］ 
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環境工学 

 

知的活動と環境（1）（40047～40050） 

 （未提出） 

 

知的活動と環境（2）（40051～40053）  

 知的活動と環境がテーマの本 OS の後半では、オフィス・住宅・図書館という異なる空間

における三つの報告があった。40051［橋本ほか］では、オフィスを想定した空間における

室内植栽の量や配置が執務者のストレス軽減に及ぼす影響を生理指標で検討した実験が報

告された。40052［室本ほか］では、住宅における作業に着目し、実際の 8 軒の住宅におけ

る居住者の作業効率申告と、そのときの空調使用の有無および室温との関係の検討報告が

なされた。40053［庄司ほか］では、公共図書館に関する Web アンケートを行い、人々の図

書館イメージや利用頻度および利用の有無の理由の関係性を論じた報告があった。これら

に対する会場からの質疑では、研究背景と研究結果から著者らの真意として主張したいこ

との説明の明確化のリクエストや、環境刺激と人間反応の間の関わり方を掘り下げること

によって研究デザインをより精緻化にすることの助言、質問項目設計についての議論等が

出された。いずれも興味深いテーマであったが、方法論や細部には検討の余地があり会場

とのやり取りも活発で興味深いセッションであった。［宗方 淳 記］ 

 

集合住宅の遮音性能の測定方法・評価方法（40110～40115） 

音環境運営委員会で作成を進めている AIJES である、集合住宅の遮音性能規準及び設計

指針に関する OS である。まず 40110［平松ほか］で、作成の経過と進捗、及び 3 つの評価

項目（室内静ひつ性、遮音性能、床衝撃音遮断性能）の構成に関する基本方針が報告され

た。これに続き、40111［吉村］では欧米の音環境規準の変遷と動向が紹介され、現行の JIS 

A1419-1:2000 本文の遮音性能評価方法の背景説明ならびにスペクトル調整項を用いる提言

がなされた。40113［宮島ほか］はスペクトル調整項を生活騒音に適用する妥当性と課題に

ついて検討した。40112［渡辺ほか］は鉄道騒音を個別の列車ごとでなく観測時間の等価騒

音レベルで把握する可能性を示した。40114［中澤ほか］は床衝撃音を A 特性音圧レベルで

測定評価する際の課題について検討し、帯域別測定値から合成する方法と直接測定する方

法を比較した。40115［濱田ほか］では床衝撃音の心理評価と 大 A 特性音圧レベルの対応

が良好であることが示された。今回は集合住宅を対象にした規準を先行させる計画である

が他の建種との整合性を図るための目配りが必要であること、社会に浸透している既刊の

遮音性能基準からの変更をエンドユーザーへ周知するための配慮、室内静ひつ性と遮音性

能のバランスへの配慮などについて指摘・議論があった。会場は多数の出席者があった。［岡

野利行 記］ 
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LED 照明（1）（40238～40241） 

 LED 照明が急速に普及するなか、本 OS では、LED 照明の視作業性、色の見え、グレア、

配光などの照明特性に関する 7 つの研究成果が報告され、約 50 名の聴講者と共に LED 照明

の技術的な課題について討議した。今回の討議が今後の LED の改善に役立つことが期待で

きる。 

 40238［木村］は、高効率、長寿命、小型化容易、低環境負荷、点灯調光制御可能といっ

た特長を有する LED の課題と将来性について、従来ランプと比較しながら説明した。配光

の問題のため、用途によっては LED 電球を白熱ランプの代替として使用できないことが強

調された。 

 40239［秋月ほか］は、救助隊員が災害現場で使用するLEDの小型照明器具について、形態、

仕様、光束、照射範囲、分光分布を測定解析した上で、色票の見えを評価した。現状のLED

照明器具は、災害現場で負傷者の症状を判断するのに十分な色の見えが得られない危険性

があることが報告された。 

 40240［井上ほか］は、LED と三波長域発光型蛍光ランプを用いた照明空間において、作

業性、視認性、照明の印象、疲労度を評価した。LED 照明下では、色の識別能力は若干劣

るものの、他の項目に関しては蛍光ランプと同等の性能が得られることがわかった。また、

40241［大江ほか］は、上の実験を高齢者を対象として行った結果、若年齢者と同様の結果

が得られた。このことから、年齢を問わず、演色性がそれほど重要ではない用途に関して、

LED は従来の蛍光ランプに代替できることを明らかにした。［明石行生 記］ 

 

LED 照明（2）（40242～40244） 

 40242［村田ほか］は、周辺視におけるグレア評価へのS 錐体の寄与と分光分布の違いが

グレア評価に与える影響を明らかにすることを目的として実験を行った。その結果、短波

長放射が多い白色LED 光源では、UGR 値よりまぶしく感じられることが示された。 

 20243［明石］は、上述の村田らと同様の目的で実験を実施した。その結果、S 錐体とと

もに桿体が不快グレア評価への寄与が大きいことが明らかになった。実験結果を基に不快

グレア評価機構のモデル式を提案した。 

 20244［菅野ほか］は、小型高輝度の LED を光源として、種々の条件下で輝きの評価実験

を行い、その実験結果を基に輝度画像をウェーブレット分析することにより、輝きの程度

を定量的に予測する方法の構築を行った。この方法を用いれば、輝度画像から光源が輝い

て見えるかどうかを高い精度で予測できることを明らかにした。［明石行生 記］ 

 

エコ改修（41130～41133）  

 本セッションは、喫緊の課題であり、これから益々重要となる既存建築の省エネルギー

および環境性能向上をテーマとしたものである。41130［LIM ほか］は、日射遮蔽シートに
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よる折板屋根の遮熱性能向上効果を、実験および数値計算で示したものである。日射遮蔽

シートの物性値や計算方法について質疑があった。41131［長谷川ほか］は、東北地方にお

ける 5 つの戸建住宅の断熱改修の手法と効果を示した。2 ヶ月に一回程度のデータ回収時の

ヒアリングが運用（性能向上）に影響している可能性がある等の質疑があった。41132［望

月ほか］は、杉並区による校舎・設備改修の結果、水使用量は削減され、改修後使い方に

気をつけるようになったが、エネルギー消費は増加する傾向にあること等を示した。41133

［中村ほか］は、アンケートと実測により、エコ改修された北海道の中学校における生徒

の居場所とその場所の魅力等を明らかにした。いずれも内容の濃い発表であり、それゆえ

に OS の本人発表時間（10 分）について再考する必要性を感じた。［須永修通 記］ 

 

可視化画像処理による空気環境測定法（41435～41439） 

 本セッションの発表は全て PIV（Particle Image Velocimetry）に関するもので、建築環境工

学における PIV の適用方法や精度などが議論された。41435［中島ほか］は実験室内の吹出

口周辺の気流分布を対象とした PIV の測定結果の精度を超音波風速計との比較により検討

している。比較の際の平均化距離の差異などについての質疑がなされた。41436［楊ほか］

と 41437［角間ほか］は連報で、PIV で用いるトレーサの種類として、スモーク・液体窒素・

金属粉末を比較し、金属粉末を用いた場合の方が良好な結果を示し、10 分の 1 模型を用い

た測定結果を報告した。二つのレーザーを併用することの是非や金属粉末の実験実施上の

課題などについて議論された。41438［有森ほか］は屋上近傍の気流場を検討するために、

風洞内の模型周辺を PIV で測定している。レーザー照射時にできる模型の影の処理などに

ついて質疑がなされた。41439［甲谷ほか］は PIV における画像解析方法の検討を行い、再

帰的相関法の有効性などを示した。以上 5 報の発表は環境工学における PIV の進展を予期

させるものであり、PIV がより精度が高く、より使い易い測定法となることが望まれる。［近

藤靖史 記］ 

 

環境建築システムの性能評価（41462～41466） 

 本セッションは環境オリエンティッドな建物、すなわち環境建築の性能評価に関するも

のである。まず、41462［木村ほか］は、積雪寒冷地に於けるペリメータレス空調の実測調

査であり、寒冷地型ペリメータレス空調のあり方を調べたものである。暖房時の上下温度

差の小さいことが特徴である。41463［三村ほか］は、寒冷地において天井内空気吹付け型

の躯体蓄熱方式を導入した事務所ビルの実測を通して、システムの年間実績の評価と蓄熱

時間の延長による効果を検討した。冬季においては、負荷平準化効果の向上のために蓄熱

時間を延長することが望ましい。41464［宇田川ほか］は、宇田川らが以前より提案してい

る EESLISM シミュレーションプログラムの改良であり、建築一体型設備システムへの適用

について述べた。非常に汎用性の高いプログラムであり、建築・設備統合シミュレーショ

ン方法、システム構成要素の計算モデル、制御システムモデルについて説明した。41465［樋
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口ほか］は、暖冷房の連続運転によるピーク負荷の低減と停電時の温熱環境の悪化防止を

踏まえたゼロエネルギー住宅の可能性をEESLISMプログラムを用いたシミュレーションに

より検証した。41466［楠ほか］は、複数の住宅について空気集熱式パッシブソーラーを基

軸とした省エネ改修によって、回収前後のエネルギー使用量の差、室内快適性の差を

EESLISM プログラムで調べる途上の研究として、改修前の住宅の性能調査を行うとともに、

シミュレーションプログラムへの入力条件設定を検討した。［石野久彌 記］ 

 

 

建築計画 

 

場所の居心地を捉える（1）（5001 ～5004）  

 本セッションでは、「居心地」をキーワードとした人間と環境の関係、環境・印象評価、

居場所の質などに関する議論が行われた。5001［古賀ほか］では、就学前施設の空間構成

と設えが、知的障碍と身体能力の程度により、こどもの活動・行為内容と移動・滞在様態

にどのように影響するかが示された。5002［村川ほか］では、児童精神科病棟における調

査を通して、療養環境の評価項目と評価構造が導かれ、家庭的な場所や活動の充実が患児

の精神的落ち着きや他者との交流につながることが示された。5003［橘ほか］では、高齢

者居住施設における入居者の滞在場所と行為が調査され、それら居場所の量的な選択性と

質（過ごし方と姿勢）のコントロール可能性が示された。5004［古賀ほか］では、高齢者

居住施設の居室内の「もの」環境の印象評価実験が行われ、評価項目間の相関、「もの」の

数等と評価項目の相関が分析され、場所の印象評価は維持管理状態と親近感に対する評価

から成立することが示された。［林田大作 記］ 

 

場所の居心地を捉える（2）（5005 ～5008） 

 5005［有吉ほか］は、インターネットカフェにおいて、自ら安定した居心地を構築しよ

うとするパーソナライゼーション行為を分析したものである。ブースの形態というハード

の条件とパーソナライゼーション行為との間に関連を見出している。5006［林田］は、オ

フィスワーカーへのアンケートから、「居心地の良い場所」「居心地の悪い場所」の成立要

件を、物理的関係性と社会的関係性の両面から整理している。研究目的にあげている「社

会的了解」と居心地との関係について、今後より深い掘り下げが期待される。5008［小木

曽］は、団地建替時における既存樹木活用制度（グリーンバンク）の有効性を居住者アン

ケートから検証しようとしている。本セッションテーマである「場所の居心地」という視

点はやや不明確であったように思われる。「居心地」という概念の捉え方や枠組みが研究に

よってそれぞれ異なっており、セッション全体としてテーマを掘り下げる議論には至らな

かったが、全体を通して、環境要素による影響のみならず人の主体的な働きかけの重要性

について、多く質疑が交わされた。（※5007［段ほか］は欠席のため未発表）［橘 弘志 記］ 
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公共建築をめぐる課題と再編手法（5009～5013） 

このセッションでは、公共建築のストックの現状把握に基づく課題提示、再編の一手法

としての用途変更の実態、計画プロセス、計画への住民参加などについて、地域の具体的

な事例を対象に研究した発表があった。討論では、公共建築の既存ストックを改善する判

断基準（優先順位）として、①築後年数、②劣化状況、③住民ニーズ、④予算状況がある

こと。住民のニーズについては、住民と行政だけの議論では不十分で、学識経験者、有識

者を交えることにより、地域住民による小さな世界での要望ではない地域全体としての議

論が可能になることが指摘された。また少数派の意見をどう汲み上げるか、専門家の判断

としては建築的に良い建物をどう評価し、判断に結びつけるかも重要とされた。公共建築

の再編においては、上記で指摘された既存ストックの経済価値と使用価値を一つの土俵に

乗せた枠組みを設定することが課題であり、住民のニーズの変化を汲み上げ、継続的に改

修を行い、施設の利用価値を上げていくことが重要であるとの見解が示された。[南 一誠 

記] 

 

公共性の再考と施設利活用方法（5014～5017） 

 本セッションは、公共性を備えるべき施設において現在の利活用方法を検証し、公共的

利用の意味を再考することを中心主題とした。発表は 3 題で水族館、駅舎、公的賃貸住宅

の施設種別の異なる構成となった。5014［須川ほか］は、水族館を公的、準公的、民間の 3

つの運営主体別に施設属性と運営実態を比較し、各機関によって特性が異なることが示さ

れ、さらに公共的側面での社会教育機能が限定的であることが指摘された。5015［山下ほ

か］は、1988 年に開業した JR 無人駅から個人経営の民宿への転用事例について、地域住民、

宿泊者、駅訪問者の属性別に利用状況を調査分析し、公共的活用の実態と意義が考察され

た。5017［嶋崎ほか］は、1965 年に供給された都市型公的賃貸住宅 15 戸の長期居住者を対

象に住みこなしや改修等の居住履歴を調査し、公的住宅施設の私的な利活用の実態と課題

が報告された。討論では、①公共性の現代的意味、②公民の施設併存の意義、③個人利用・

特定的活用の現状と可能性、以上の公共性再考の視点が示された。［池添昌幸 記］ 

 

 

農村計画 

 

農山漁村地域の資源管理の主体：その形成・再生（6035～6039） 

 農業農村の構造的な問題から危機的状況におかれている地域資源管理は、その管理主体

をいかに形成･再生させるかが大きな課題となっている。その糸口となるであろう伝統的あ

るいは萌芽的な事例等を取り上げ管理主体のあり方について論じた。6035［岩田］は三重

県雲出川流域の市民主体の山川海ネットワーク事業について調査報告し、より効果的な資
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源管理には用益権者･受益権者の主体の再編やその役割の調整等の必要性を示し、6036［齋

藤］は都市近郊地域における管理主体形成の難しさの原因の一つに都市化した農村と個人

の孤立化があるとし、そうした現状を認めた上での地域づくりシステムが必要との見解を

示した。6037［星］は長野県飯島町および宮田村の事例をあげ、社会的共通資本(宇沢、2000)

の概念を手がかりに土地の所有と利用を再編する現代的コモンズへの移行を提案した。

6038［柳田］は北海道当別町内山林における林間放牧（大型家畜蹄耕法）によるローコス

ト畜産の展望と里山再生の事例を示し、6039［坂本］は福岡県黒木町の廃校を活用した「共

働」をベースとする地域資源管理の事例（おおにし農業小学校）を示して、年間活動を基

本とし距離的にも比較的近く、地元意識を持ちうるグリーンツーリズムの有効性を示した。

全体として地域資源管理および地域づくり主体の形成には、現状をふまえた新たな発想と

それに対応するシステムが必要との報告が多くみられたが、一方討論では、地域資源管理

の現状はその必要性に対する切迫感の喪失も一因との意見も出され、本課題の奥深さを再

認識する結果となった。［加藤正之 記］ 

 

 

都市計画 

 

地方都市における都市形成への課題（1）：環境負荷低減と自然共生（7001～7004）  

 地域まちづくり小委員会と土地利用小委員会により共同設置された都市形成 WG が企画

運営した OS「地方都市における都市形成への課題」では全 5 セッション計 19 論文の発表

が行われた。本セッションでは、その嚆矢として、地方都市の将来像を規定する際に念頭

に置くべき「環境負荷低減と自然共生」について協議した。 

まず、7001［小林ほか］では、隣接する山口市と防府市を対象に、メッシュデータを用

いて線引き制度運用と公共施設立地からみた CO2 排出量の推計結果が示された。公共施設

の郊外化による CO2 排出量増加の程度、結果の今後の活用方策について質疑がなされた。

7002［目山ほか］では、周南市の企業城下町新南陽地区を対象に、企業立地とその福利厚

生施設を含めた都市施設の整備と変遷について報告された。社宅や体育施設の転用、公園

の整備、社員の郊外地居住の実態について質疑がなされた。7003［林原ほか］では、北海

道の農村地域の形成過程として殖民区画に着目した市街地景観の評価が報告された。看板

が景観構造要素になり得ない要因、道路景観が軸線方向のみで評価されている理由につい

て質疑がなされた。7004［永谷ほか］では、自然共生都市への再編に向けた地域空間構造

活用の可能性ついて北海道の旭川地域を対象にした分析結果が報告された。都市の歴史的

な変遷を踏まえて今後の人口減少局面での市街地整備のあり方、今後の研究展開ついて質

疑がなされた。［樋口 秀 記］ 

 

地方都市における都市形成への課題（2）：都市再編と行政コスト（7005～7008） 
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  （未提出） 

  

地方都市における都市形成への課題（3）：制度と土地利用計画（7009～7012） 

 7009［川崎］では、福島県三春町の土地利用基本計画を取り上げ、計画規制白地地域を

含む地区土地利用計画を市町村国土利用計画として策定した経緯と土地利用計画としての

特徴が紹介された。この計画策定を可能とする条件について質疑があった。7010［増田ほ

か］では、政令市の都市計画審議会の審議実態から、部会の設置による都計審の支援、都

市計画決定案件以外の指針の検討による決定過程の透明化などの役割があることが示され

た。政令市以外の市町村でもこれらの機能充実が可能か、任期のある審議会でこれらの機

能の継続性が担保できるかなどの討論があった。7011［松川ほか］では、大都市圏の区域を

含む市町村との合併や合併に伴う政令市へ移行によって生じる都市計画制度の問題として、

用途地域等決定権が市町村から都道府県への移管、特定市街化区域農地の適用、開発許可

制度の対象規模や調整区域の開発許可条例の適用の変化による旧市町村間での格差が示さ

れた。7012［浅野］では、静岡県掛川市の生涯学習まちづくり土地条例にもとづく地区の

まちづくり計画には地区計画に準じる機能があるが、市の都市計画と連動性が低い問題を

指摘される。地区の計画に市の都市計画と連動させることの是非ついて討論があった。［浦

山益郎 記］ 

  

地方都市における都市形成への課題（4）：コンパクトシティの設計（7013～7016） 

 本セッションでは 4 報の論文発表が予定され、地方都市における「コンパクトシティの

設計」をテーマとして下記の研究報告とその質疑がされた。 

まず、7014［木内ほか］では、広域合併した上越市を対象として、計画代替案ごとに将

来都市構造を予測、評価し、CO2発生量、行政サービスコストなどを推計した結果について

報告された。この発表に対し、地方都市の特性を踏まえた人口減少による「撤退」の評価

のされ方、集約するための大胆なモデルの必要性などについて質疑がされた。 

次に、7015［松田ほか］では、恵庭市・岩見沢市中心市街地を対象として、木造コンパ

クトシティ像の検討、提案が報告された。この発表に対し、木造を重視してコンパクトシ

ティ像を提示しようとする意図、小規模街区での街区モデルの考え方などについて質疑が

された。 

なお、7013 及び 7016 については、論文発表がされなかったため質疑は行われなかった。 

［松川寿也・増田祥子 記］ 

 

地方都市における都市形成への課題（5）：再生に向けた課題と対応策（7017～7019）  

 本セッションは、全 5 つのセッションからなる「地方都市における都市形成への課題」

の 後のセッションとして、地方都市の「再生に向けた課題と対応策」を協議したもので

ある。地方都市のコンパクト化を見据えた場合の郊外居住整備のあり方、地方都市のニュ
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ータウンにおける住み替えの特性やコニュニティ・ダイニングの提案について報告がなさ

れ、人口減少時代の地方都市の持つ課題や計画与条件の観点から質疑を交えて活発な議論

がなされた。7017［浦山］では、市町村合併で広域化した津市の住宅団地群の調査から、

親世帯との頻繁な訪問と中心部への通勤が可能な住宅地として郊外居住の今後の役割や意

義が示され、津市内における戸建て住宅需要や若い世帯の居住動向について質疑がなされ

た。7018［中島ほか］では、某地方都市のニュータウンにおける過去 30 年間の不動産取引

状況から中古物件や賃貸物件の取得状況、住み替え特性やその要因等について報告がなさ

れ、空き家発生の要因や公共交通機関の整備状況、中古物件不動産情報の市場への開示状

況等について質疑がなされた。7019［高野ほか］では、コミュニティダイニングの今後の

必要性や大都市における整備状況を踏まえた上で、長岡市における簡単な需要シミュレー

ション結果が報告された。コミュニティダイニングへの補助金導入の課題、地方都市や中

山間地における事例の有無、長岡の現状を踏まえたシミュレーションのあり方ついて質疑

がなされた。［浅野純一郎 記］ 

 

住環境の評価と誘導（7242～7245） 

 本セッションでは、4 編の発表が行なわれた。7242［高野ほか］は、東京都中野本町2、

3丁目地区を対象に、道とそれを取り囲む建築物等の要素からなる「通り空間」を整理し類

型化することによって、デザインガイドライン策定に向けた検討を行い可能性と課題を論

じた。7243［小田ほか］は、関連文献等の調査をもとに、道に場所の感覚を作り出すデザ

インガイドを作成し、対象地区においてケーススタディを行って、その可能性と課題を論

じた。7244［嘉村ほか］は、東京都豊島区駒込地域の斜面住宅地を対象として行われた小

学生とのワークショップにおけるイメージマップの分析によって、道と場所を中心とした

地域生活環境の空間認知の特性を自然地形との関係において論じた。7245［青柳ほか］は、

前稿に引き続いて、同ワークッショップで行なわれたまちあるきの成果物の分析と評価に

よって、地域生活環境の要素と様態の分布や特性について論じた。これら4編の発表後に、

活発な質疑討論が交わされ、既成市街地の住環境特性の把握・定着の方法や地域資源・特

性を活かした計画技術や発展の可能性について、活発な意見交換がなされた。［田中友章 

記］ 

 

住環境の管理と保全（7246～7249） 

 本セッションでは 4 編の研究報告が行われた。7246［首藤ほか］は、三重県松坂市殿町

を事例に、街路に面した生垣の残存実態を基礎とし、個人所有である生垣の保全マネジメ

ントについて論じた。生垣の維持に関する助成金の存在や狭隘な道路幅員により生垣喪失

の可能性について報告した。7247［多田］は、区画整理によって整備される新市街地にお

いて、新規住民が住環境の維持・保全に関わることができる取り組みについて論じ、地区

の公民館を公共が整備し、運営を指定管理者制度により地区自治会に委託するプロセスに
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ついて報告した。7248［川辺ほか］は、上海市の里弄住宅における居住者の生活実態を調

査し、生活内部と生活領域に関する分析を論じた。近隣コミュニティと里弄の空間の深い

関連性が明らかになり、良好なコミュニティが形成されていることを明らかにした。7249

［菊池ほか］は、埼玉県三郷市での市街化調整区域におけるミニ開発を中心とした開発実

態について論じた。当該市街化調整区域は市街化区域に囲まれており、断続的に行われた

戸建て住宅のミニ開発による空間的特徴について報告した。これら 4 編の発表後に、今後

の住環境の管理と保全について活発な質疑討論か交わされた。［倉知 徹 記］ 

 

都市・地域のサステイナビリティに寄与する大学資源のマネジメント（1）（7338～7340）  

 本セッションでは、大学キャンパス計画に関する発表 3 編が行われ、活発な議論がなさ

れた。7338［西村ほか］では九州大学の伊都地区キャンパス学生を対象にアンケート調査

を行い、数量化Ⅲ類による学生生活に影響する因子の抽出、クラスター分析による学生分

類により、キャンパス及び周辺地域における学生の生活環境の実態の大まかな傾向を把握

した。7339［斎尾］では、Louvain-la-Neuve と筑波大学という原野に近い田園地域に 70 年

代にできた 2 つの大学まちが 40 年経過するまでの成熟過程をみていくことから、今後の大

学まちにおける大学の役割を考察した。7340［鈴木ほか］は大学誘致を積極的に進めてい

る東京北東部の特別区のうち足立区を取り上げ、大学を核としたまちづくりの視点から自

治体の発展戦略について考察が行われた。［遠藤 新 記］ 

 

都市・地域のサステイナビリティに寄与する大学資源のマネジメント（2）（7341～7344） 

 本セッションでは、都市・地域のサステイナビリティに寄与する大学資源のマネジメン

トとして、3 編の発表が行われた。7341［鶴崎ほか］では、米国クラーク大学を事例に、大

学と地域組織が連携し、各主体が明確な目標と役割を持ち、安全、教育、経済、快適性な

ど地域環境の質に関するテーマに取り組むことで、近隣地区コミュニティ改善に大きな効

果があることが報告された。7342［小松ほか］では、大学を中心として設立された非営利

組織 Campus Partners が核となり、大学近隣地区の住宅や公共空間、商業等の再生事業を実

現しているオハイオ州立大学を事例に、大学と地域が連携して地域再生を促進する体制と

意義が報告された。7344［上野ほか］は、サステイナブル・キャンパスの実現が持続可能

な地域社会に大きく貢献するとして、環境形成力を持った都市の縮小モデルとして大学を

捉え、トリプルボトムラインの入れ子構造による大学キャンパスの評価概念が提示された。

［三宅 諭 記］ 

 

 

建築社会システム 

 

住まい・まちづくり学習（8117 ～8121） 



14 
 

 本セッションでは、まちづくりやまちづくり学習のさまざまの取り組みが紹介された。

8117［田中ほか］は建築士会が資金援助を行った住まい・まちづくり活動事例を報告し、そ

のなかでの建築士の役割を指摘した。8118［碓田］は八尾木の民芸つくりもんまつりにおけ

る子供の体験学習の効果と、祭りの継承に関する課題を報告した。8119［曲田］は愛媛県伊

予市の木造校舎の保存・改修で取り組まれた住環境教育事業による保護者・地域住民の意

識を報告した。8120［根岸］は小学生や中学生を対象とする Design Program と Field Program

の実践を報告した。いずれも地域の歴史的文脈や文化的背景を捉え理解させることを重要

な目的とするものである。8121［延原ほか］は高校家庭科教育における住領域の学習内容

に関する検討を行った上で、京都を対象とした景観まちづくり学習の効果を検証した。 

本セッションの報告のほとんどは地域のアイデンティティを再認識させ、あるいは伝統

や文化を継承させようとするものであり、それぞれの問題意識や課題をもって住まい・ま

ちづくり学習の独創的で多様な取り組みが行われている。討論で指摘されたことでもある

が、それぞれの課題および目標をいっそう明確にし、評価軸を設定することでこれらの取

り組みの蓄積をもとに、より効果的な取り組みが行われることを期待したい。［多治見左近 

記］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


