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2012 年度大会（東海） 

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 

 
東日本大震災による RC 建物被害（1）（23001～23006） 

 （未提出） 

 

東日本大震災による RC 建物被害（2）（23007～23012） 

 本セッションでは東日本大震災において被害を受けた RC 造学校校舎を対象として実施

された調査をもとに、統計的評価および個別事例の評価に関する 6 編の発表が行われた。

23007（釜瀧ほか）では立地条件が丘の上と平地で被害状況が大きく異なる原因を解明する

ための第 1 ステップとして静的弾塑性解析による検討を行い、概ね被害状況が再現できこ

とが報告された。23008（高橋ほか）では宮城県内の公立小中学校ＲＣ造校舎 546 棟に関し

てデータベースを作成し分析が行われた。建設年、階数、方向性や耐震診断結果と被害の

関係について報告が行われた。23009（細貝ほか）ではそれぞれ壁抜け柱を有することと袖

壁が多数存在することを特徴とする 2 棟のＲＣ造校舎が大破した原因について分析が行わ

れている。23010（沖ほか）では補強途中に震災を経験した小学校の被害分析が行われ、部

分補強によるねじれ振動が被害規模に影響を及ぼした可能性が指摘された。23011（壁谷澤

ほか）は福島県の県立高校ＲＣ造校舎の全数（440 棟）に対する被害率を分析した結果の報

告である。中破以上の被害があった建物はすべて 1981 年以前の建物であったこと、耐震補

強がなされていた建物は大部分が小さな被害レベルであったことなどが報告された。23012

（石木ほか）では鉄骨ブレースにより耐震補強されていたにも関わらず中破したＲＣ造校

舎に関して現地調査と耐震診断による分析を行い、補強設計法に関する課題などを指摘し

ている。［木村秀樹、迫田丈志 記］ 

 

東日本大震災による RC 建物被害（3）（23013～23018） 

 本セッションでは、2011年東日本大震災による建築物の杭の被害、耐震補強された建築物

の捩れ応答による被害、制振補強された建築物の観測記録、天井下地組に関する実験、ALC

帳壁の被害、PCaカーテンウォールの被害に関する６編の発表があった。23013［菅澤ほか］

は、地盤の液状化が発生した地域において学校建築物の杭および基礎が損傷し、建築物に

傾斜が生じたことから継続使用に支障を来した事例等を紹介した。23014［谷ほか］は、耐

震補強された建築物の捩れ応答による損傷に着目し、偏心層の耐力を割り増した場合と偏
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心自体を改善した場合の応答解析結果を比較し、耐力の割り増しでは偏心による応答が十

分には低減されない場合があること等を示した。23015［北嶋ほか］は、摩擦ダンパーによ

り制振補強された学校建築物について観測と解析による応答結果より、摩擦ダンパーによ

る制振補強が主要構造部材のひび割れの発生を抑制したこと等を示した。23016［大蔵ほか］

は、大規模な天井落下が生じた音楽ホールの天井構成材に関する引張試験結果をまとめ、

天井落下との関係を考察した。23017［塩出ほか］は、ALC帳壁の地震被害に関する実態と

傾向を示し、ロッキング構法でも脱落等の被害が見られたこと等を報告した。23018［佐々

木ほか］は、プレキャストコンクリート・カーテンウォールに関する被害調査の結果を報

告し、現在の設計法において早急に検討すべき課題は特には認められなかったこと等を示

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。［福

山洋・田尻清太郎 記］ 

 

東日本大震災による RC 建物被害（4）（23019～23024） 

 （未提出） 

 

壁式集合住宅の再生技術（1）（23505～23508） 

 本セッションでは、UR 都市再生機構の壁式集合住宅の再生技術に関連した各種構造およ

び施工実験について、4 編の発表がなされた。23505［中對他］は、ひばりが丘団地におい

て実施した内部空間拡大のための「梁せい縮小補強壁梁」の加力実験の結果について報告

している。実施工された上記補強壁梁は、ほぼ計算通りの曲げ耐力を有していることが示

されている。また、23506［田沼他］は、梁せい縮小補強壁梁付きスラブの水張り加力実験

の結果および FEM 解析の結果より、この補強壁梁付きスラブの周辺固定度は、既存断面の

壁梁付きスラブと同程度であることを報告している。23507［高光他］は、洋光台北団地で

実施したバリアフリー対応のためのエレベーター設置による建物剛性の変化を、FEM 解析

および常時微動計測により調査し、剛性の変化がほとんどなかったことを報告している。

23508［行武他］は、向ヶ丘第一団地で施工実験を行った「居付き施工可能な階段付きバリ

アフリーエレベーター」の設計、施工計画および施工記録を報告している。本セッション

で示されたこれらの技術は、今後の壁式集合住宅の再生のために欠かせない技術と考えら

れる。［稲井栄一 記］ 

 

壁式集合住宅の再生技術（2）（23509～23511） 

 本セッションでは、壁式集合住宅の耐震改修工事で多用される接着系あと施工アンカー

の長期性能、施工時の騒音などに関する 3 編の発表が行われた。23509［高津ほか］は、接

着系あと施工アンカー用いて施工した片持ちスラブの引張鉄筋に、約 2 年間にわたり曲げ

引張応力を長期に作用させた実験を実施し、アンカー筋の抜け出しなどの長期性状を把握

した。23510［酒井ほか］は、あと施工アンカー穿孔騒音の伝搬性状をハンマードリルによ
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る穿孔作業と、湿式コアドリルなどの静充填型構造用あと施工アンカーによる工法とを比

較し、後者の騒音低減効果が優れていることを示した。23511［大和ほか］は、あと施工ア

ンカー工事･躯体の切断撤去工事の騒音、振動、粉じんを低減する工法とし、高速コアドリ

ル、ウヲールソー、集塵システム付ハツリ機が有効であることを実証実験により示した。 

 耐震性は高いが狭小である壁式集合住宅の耐震改修工事の施工性を向上させ、バリアフ

リー化、既存ストックの有効活用の促進が期待される。［勅使川原正臣 記］ 

 

壁式集合住宅の再生技術（3）（23512～23515）  

 本セッションでは４編の発表が行われた。23512［以頭ほか］は、既存の現場施工の階 

段室型壁式鉄筋コンクリート造集合住宅建物２棟に対して、各種の再生技術（供用廊下の 

新設、スラブ改造、壁梁製縮小、耐力壁増打ち、荷重増に伴う基礎補強）を適用した事例 

について論じた。23513～23515 は、「新設開口を伴う大規模改修に向けた既存壁式プレキャ

スト鉄筋コンクリート構造集合住宅建物の耐震性能評価」に関する一連の報告である。

23513［長谷川ほか］は、壁式プレキャスト RC 造建物の短辺方向耐力壁にドア開口を設け

る場合の開口周囲の補強方法（無補強、RC 柱新設、S 造柱新設）に関する実験結果を論じ

た。23514［錦田ほか］および 23515［中橋ほか］は、壁式プレキャスト RC 造の水平接合

部の実大引張実験に基づくモデルを組み込んだ解析モデルを用いて、短辺方向連層耐力壁

に新設するドア開口の平面的および立面的位置を種々変化させた場合の増分解析結果につ

いて論じた。いずれも、既存壁式 RC 集合住宅建物の再生に向けた有益な資料である。［井

上芳生 記］ 

 

壁式集合住宅の再生技術（4）（23516～23518） 

 本セッションの 初の 2 編は団地ストック再生実証試験の事例、もう 1 編は構造検討事

例である。23516［勝野等］は荷重低減による耐震性向上を目的とし 5 階建 RC ラーメン建

物の上 2 階を減築した施工例であり、減築による Is 値の向上、施工における問題点を報告

した。ラーメン RC 造の事例であるが壁量が多いことから壁式構造への適用が充分可能であ

る。23517［山内等］は床衝撃音改善対策と検証結果を報告した。既存スラブ下へ鉄骨梁の

増設の事例、FRP 防水パネルと壁付き RC 梁の増設の事例の 2 例が報告され、床衝撃音遮断

性能の改善が見られた。23518［落合等］は典型的な公団住宅建物モデルを対象として、群

杭効果を考慮した耐力スペクトル法による応答推定を軸とした構造検討事例を示した。既

存壁式 RC 造集合住宅ストック活用において有力な設計法となることが期待される。［見波

進 記］ 
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防   火 

 

スプリンクラー設備が設置された建築物の避難安全性評価（3012～3017） 

 （未提出） 

 

火災安全工学から総合防災へ（3025～3032） 

 （未提出） 

 

木質防耐火建築（1）（3144～3146）  

 本セッションでは、大規模な木質防耐火建築物建設に向けた木質材料の燃焼に関する３

題の報告があった。3144［小宮ほか］では、耐火構造で求められる燃え止まりメカニズム

を明らかにするため、スギ集成材の一方向加熱時の伝熱計算を行い、実験結果との比較を

行った。上面加熱では加熱終了後の内部温度の計算値が実験結果と異なり、改良が待たれ

る。3145［市原ほか］では、木質内装について、通常のルームコーナー試験と 6,910×7,610

㎜の教室火災実験を行い、天井不燃化の有効性と室面積が増大すると火災成長が遅れるこ

とを示した。3146［加來ほか］では、スギ、ケヤキを対象に、250℃までの温度上昇過程及

び冷却後のヤング係数、曲げ強度の変化を明らかにするとともに、火災被害を受けた柱の

火害診断法、改修方法の提案を行った。近年、木造による耐火構造の開発や木造 3 階建て

学校の建設に向けた検討が進められているが、木材の燃焼性状については、不明な点も多

く、本セッションでの報告は、こうした動向に向け、重要な知見となる。［原田寿郎 記］ 

 

木質防耐火建築（2）（3147～3148）  

 （未提出） 

 

 

環境工学 

 

知的生産性研究の方法論と課題（1）（40039～40041） 

 知的生産性研究がテーマの本 OS の前半は、新しい評価システムを用いたテーマに関する

2 報と視点を経営の観点まで広げた内容の 1 報の合計 3 題の発表があった。40039［青柳他］

では、CAD による CG を刺激とした評価グリッド法の応用手法とした「箱庭型評価グリッ

ド法」によるインタビューを実施し、手法の検討を行うとともに、社会人と建築学科学生

の被験者群の間にあるオフィス環境に求める要素の違いを検討した。40040［丸山他］は VR

技術を更に取り入れてウォークスルー映像等も用いた「VR 箱庭手法」による知的ワークプ

レイスのニーズ把握の結果について報告された。40041［柳父］は経営学の視点から知的生

産の業務プロセスの中の様々な課題について論じた。本セッションの発表は趣の大幅に異
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なる報告で構成されたが、方法論と課題というセッションテーマとは完全に一致する内容

となった。［宗方 淳 記］ 

 

知的生産性研究の方法論と課題（2）（40042～40044） 

 知的生産性研究の方法論について、後半のテーマとして 3報を紹介する。40051［橋本ほ

か］では、昨年に引き続き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。今年度は、緑視率

と心理評価、さらに生理的反応との相対性の分析を実施した。40043［西原ほか］では、ワ

ークプレイスでの知的活動を職種別にその傾向をアンケート結果ら分析している。行動の

長さと、その重要度に着目し、グラフ化で明確に傾向を抽出した。40044［宗方ほか］では、

オフィスビルの中で執務室以外のワークプレイスに注目し、打合せ、リフレッシュ、緑地

などを対象に知的生産性評価を実施するアンケート方法について論じた。 

 これらに対し会場から数々の質疑があった。植栽についてはランドスケープ的なグリー

ンの質的な観点に対して議論があった。知的活動とその環境重要度については、重要度の

捉え方に関する議論があり、その捉え方はリフレッシュなどの目的との関連が考えられ、

執務室の集中に対してリフレッシュエリアで求められる行動パターンなど、それぞれの「行

動」や「場」を有機的につなげて考えていくことの必要性が浮き彫りになった。いずれも

興味深いテーマ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。［丸山 玄 記］ 

 

建築音響に関する測定方法の最近の動向（40093～40099） 

 建築音響に関する測定法を広 く捉え、 新の技術や現状を把握し今後を展望する OS と

して企画された。40093［大久保ほか］では室内 音響小委傘下の WG 活動報告として、室

内音響指標算出の際に生じる差異の原因と影 響を取り纏めるベンチマークの構築に向け

た活動が紹介されている。40094［小池］では、ビームフォーミングによる音源探査測定の

事例が紹介され、その有効性が 示された。40095［大鶴他］では、吸音特性の in-situ 測定

法への取り組みの端緒から、課題や今後の展望ま で幅広く紹介され、測定の安定性等に関

する議論がなされた。40096［岩瀬］では、粒子速度センサによる建築音響に係る現象の測

定事例や、その測定による現象の解明 について紹介されている、40097［豊田］では、折

り紙インパルス音源の物理的特性と、その応用事例として相反性を利用した遮音性能測定

の有効性が示され、実際の測定の際の留意点や発音メカニズムに関する議論がなされた。

次の 2 編は、本 OS を企画した建築音響測定法小委の活動報告であり、40098［杉江他］で

は、道路交通騒音や鉄道騒音などの実騒音による遮音性能測定方法の検討等について紹介

された。40099［古賀他］では、側路伝搬に関するアンケート調査の結果が報告され、側路

伝搬の測定や予測の進歩のための提言がなされた。なお、40093 と 40096 は止むを得ないご

事情により発表はキャンセルされた。会場はほぼ満席となる多くの出席者があった。［宮島

徹 記］ 
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節電照明から見えたもの（1）（40190～40192）  

 本セションでは、2011年の東日本大震災後の節電照明時の光環境や人工照明の省エネルギ

ー手法のひとつであるTALに関する3編の発表が行われた。40190［望月ほか］では光環境運

営委員会の傘下に設置された「2011年震災に伴う節電オフィス照明環境の実態調査WG」の

活動の一環である首都圏におけるオフィスビルの節電実態調査について報告された。40191

［本間ほか］ではオフィスビルにおけるTAL 普及の妨げと考えられる諸問題とその解決策

についての事例報告やLEDのアクリルパネルを用いたエッジライトの有用性について報告

された。40192［原ほか］では複数の制約条件下における被験者実験により、タスクアンビ

エント照明において、 適条件範囲が判断可能となるデータが示された。いずれの発表も

今後の節電照明時の光環境の質の向上にために大変有用な報告であった。［伊藤大輔 記］ 

 

節電照明から見えたもの（2）（40193～40195） 

 本セッション「節電照明から見えたもの（2）」では、商業施設・街路・照明規準に関する

発表が行われた。40193［小崎ほか］では、実店舗改修事例における明るさ感向上による照

明環境の改善と消費電力削減の両立について報告がなされた。40194［中村ほか］では、節

電に伴う街路灯消灯時の照明環境調査の報告と、今後の照明設計指標のあり方に関する提

言がなされた。40195［中村ほか］では、国内外の照明基準の変遷に関するレビューが示さ

れ、現行の照明基準に関する問題提起がなされた。質疑においては、消費電力量ではなく

総光束量で照明環境を規定することの是非について、また現行照明基準の解釈等について

活発な議論が交わされた。今後の照明基準や規定の方向性を考えていく上で、非常に有意

義なセッションとなったと考える。なお会場となった教室が狭すぎて聴講できなかった大

会参加者が出たことは非常に残念である。昨年度大会に続いて 2 年連続の事態であり、何

らかの改善が切に望まれる。［吉澤 望 記］ 

 

水害・居住環境・健康影響（41296～41299） 

 近年、異常気象による洪水被害が増えてきており、それに伴い室内居住環境の劣化や健

康への影響が問題となってきている。41296［大澤、他］は、浸水被災後の床下環境の状況

と居住者の健康に関する研究の背景、居住者とハウスメーカを対象としたヒアリング調査、

それらに基づいた課題整理について述べている。その結果、居住者の調査からは、防災意

識が低いこと、事前の情報が少なかったことなど、またハウスメーカの調査からは洪水の

被害防止に対する意識が低いことなどを明らかにした。41297［東、他］は、379 件の住宅

を対象とした水害による住宅被害と健康影響に関するアンケート調査の結果を示している。

健康に関する詳細な調査分析からは、浸水被害を受けた住宅の居住者の健康状態が長期に

わたり悪化していること、心理ストレスが半年間にわたって継続したことなどを明らかに

している。41298［柳、他］は、42 件の住宅を対象とした温湿度と微生物汚染の被災後 3 年
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時点の調査結果を述べている。その結果、浸水被害の有無の間で、温湿度には差がほとん

どなかったこと、床面の堆積真菌量は、浸水被害ありの住宅が高かったことを示した。41288

［鍵、他］は、10 件を対象とした室内環境の詳細実態調査の結果を示した。そのうち８件

は岡崎市で 3 年後、2 件は板橋区で 1 年後の測定である。その結果、被害のあった住宅３軒

の床下堆積真菌量は、床面の 10 倍以上となっており、時間が経過しても床下環境はカビが

生えやすい環境となっていることを明らかにした。以上の研究は健康影響の面で重要であ

り、調査分析を蓄積させて、住宅の設計に反映できる資料として示されることを期待する。

［吉野 博 記］ 

 

環境建築の最新性能（41621～41625）  

本セッションは環境建築の主として熱性能についての発表である。41621［塩谷ほか］は、

天井放射パネルユニットの熱性能の研究であり、対流、放射熱伝達率の算出から放射パネ

ルの熱伝達特性までを実験と理論により巧みに導き出している。41622［守ほか］は、高性

能窓システム採用建築について統計調査しその傾向を分析し、更にそれぞれについての熱

性能を数値計算により比較評価している。41623［明智ほか］は、複合蓄熱方式として水蓄

熱、躯体蓄熱、土壌蓄熱それぞれの利点を活かした効率的運転の検討を行っており、土壌

蓄熱についてシミュレーションによるパラメータ解析をしている。41624［森ほか］は、寒

冷地住宅のパッシブ換気と組み合わせたエアコン床下チャンバー方式を提案し、実測と数

値解析からその特徴把握と評価を行っている。41625［樋口ほか］は、ベトナムホイアンに

おける環境共生建築の設計から計測までの一連を評価し、排水処理の簡易的性能検証を行

っている。選抜梗概は原稿も発表時間もゆったりしているので、環境建築の一部の講演で

はあったが講演者と聴衆の間の空気感の一体性があり、一般発表にはない有意義な深みの

ある意見交換が出来たと思える。環境建築の今後が楽しみである。［石野久彌 記］ 

 

 

建築計画 

 

避難生活と仮設住宅（5001～5004） 

 東日本大震災にともなう避難行動・生活の問題を扱っている。5001［野村］は、札幌市

営・北海道営住宅への避難生活者を対象に、入居までの避難履歴や理由、情報の入手方法、

生活環境に対する評価や将来の定住意向などの避難実態を詳細に把握している。属性によ

る避難生活の特性や実態に基づく生活支援のあり方を提起することが期待される。5002［諫

川］は、避難行動や意識を平時の調査と実際の震災時とで比較した。震災時には実際の避

難者が少なく、車の使用や自宅への一時立寄が増加するなど、避難行動が緩慢かつ低調で

あることを解明している。平時の避難訓練の再考につながる研究である。5003［深井］は、

住み手による仮設住宅まわりの改修に着眼し、改修内容を類型化したうえで、改修の広が
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り方には、その難易度や先行改修を見ての真似、口コミなどが影響することを示し、改修

の促進に向けての知見を得ている。5004［齊藤］は、仮設住宅において対面アクセスの住

棟間にデッキと屋根を設置した「ケアゾーン」に関して、一般エリアに比して、居場所と

なる椅子・テーブルの設置が顕著で、交流場面の多さにつながるなど、空間計画の有効性

を実証している。以上を通して、平時・非常時の計画や事象を相互にいかにフィードバッ

クするかという課題が提起されている。［横山俊祐 記］ 

 

公共建築の被害（5005～5007）  

 本セッションは東日本大震災における公共建築の被害状況とその後の対応を主題として、

福祉、医療施設、公共ホールについての発表が行われた。5005（石井ほか）では震災復興

は単なる「復旧」ではなく、現状にあわせてどのように再整理していくべきかという問題

提起がなされた。5006（藤本ほか）の報告から、発災直後の医療施設の院内対応では人力、

想像力を生かしながら、患者の安全が支えられた実態が浮き彫りにされた。院外では様々

なネットワーク・連携によって対応されていることが明らかになった。5007（坂口ほか）

は公共ホール 855 施設を対象とした被害と再開状況、スタッフや利用者の避難行動等につ

いて報告された。調査の結果を踏まえて、施設のリスクマネジメントへの検討が今後の望

まれるとされた。その後のディスカッションでは、人口減少が進んだ町の姿を考えたとき、

これを機に医療・福祉サービスの集約化・効率化を図りながらのまちづくりの重要性、お

よび瞬時に機能転換できるハイブリッド（HV）型公共施設のあり方についての討論がなさ

れた。［厳 爽 記］ 

 

高齢者施設の被害（5008～5010）  

共同研究グループによる一連の高齢者施設についての東日本大震災被災状況調査の報告

である。まず、東北 3 県の施設に対するアンケート調査の概要（5008）で、被害の大きさ

や再建への費用などが明らかにされた。続いての報告では、ヒアリング調査の結果から、

その被災状況の詳細を捉えている（5009）。調査は、建築計画系研究者と建築設計者とがペ

アになり現地調査を行った。３編目は、地域における福祉施設特有の課題として、地域の

避難者の受け入れに対する対応と、被災地や被災施設を支援する法人の実情についてのヒ

アリング調査の報告である（5010）。質疑では、浸水域や災害危険区域での復旧の可能性や

そもそも災害弱者と想定される人々の施設立地の計画課題、空きベッド情報など地域での

情報共有やコントロールの可能性、災害想定の訓練など日常的な対応行動の必要性、在宅

介護の拠点としての重要性などが指摘され「施設と地域の一体化」の重要性が再確認でき

たセッションであった。［大原一興 記］ 

 

仮設住宅の住環境（5011～5013）  

 （未提出） 



9 
 

 

仮設住宅の構法／生産システム（5014～5017） 

 本セッションは、被災地で建設された応急仮設住宅（木造）の生産供給体制（構法を含

む）に関する実態調査報告が主である。5014［小林他］は、福島県内で建設された木造仮

設住宅の生産体制、特に建設事業者の組織形態、設計内容、部材供給、施工状況と、板倉・

丸太組・在来の構法タイプ別の詳細な分析、さらには仮設住宅の再利用性について検討し

ている。公募事業者による仮設住宅であるため様々な構法的特徴を有しており、それが生

産体制にも大きく影響していることを明らかにしている。5015［吉羽他］は、同じ福島県

内の田村市内の応急仮設住宅を対象とした、供給体制（特に資材調達、施工作業者の確保）、

各種仕様（特に解体・再利用への考慮）に関する報告である。敷地造成やインフラ整備な

ど直接住宅建設に関係ないところに大きな時間が掛かること、さらに解体時のリユース・

リサイクル性だけでなく、建設から 終的な解体まで全ての段階での環境負荷低減を考慮

することの必要性など、今回の震災の地域的特殊性が浮き彫りにされ、これからの応急仮

設住宅供給に対して有用な知見を示している。5016［渡邊他］は、岩手県内の木造応急仮

設住宅について、プレ協規格部会、プレ協住宅部会、地域建設事業者の供給体制の比較か

ら、特に地域建設業者の建設プロセスの特徴を明らかにするとともに、地元業者による施

工迅速性の検証を行っている。結果として工期については地域建設業者で多くなっており、

特に資材の安定調達や作業員の確保において全国展開している供給主体との差が大きく影

響しているという実態が報告された。5017［角倉］は、岩手県内にある地域工務店に焦点

を当て、復旧・復興に向けた活動の詳細把握から、地域工務店の役割を再考しようとする

意欲的な報告である。詳細なインタビュー調査から、被災家屋の補修・改修プロセスを導

き出しており、特に住宅再建には義援金の分配等の資金確保、職人・資材の人的資源確保

を両輪とし、文字通りのガソリンを確保することによって、初めて動き出すことが改めて

示されている。［角田 誠 記］ 

 

非構造部材被害調査（5018～5021） 

 本セッションでは、平成 23 年東北地方太平洋沖地震による非構造部材の被害調査につい

て、4 件の発表・討議が約 20 名の参加者により行われた。5018［名取他］では関東地方を

中心に実施した現地調査を基に、外壁タイル、ラスシート、ALC パネル、その他外装材、

開口部のガラス、の被害報告がなされ、これまでと比べて全く新しい種類の被害は殆どな

いこと、被害原因分析のための更なる検討が必要であることなどが述べられた。5019［熊

谷他］は前報と連番であり、同様に実施した調査をもとに、天井、内壁、内部建具、ガラ

ス製防煙垂れ壁、エキスパンションジョイント部、工作物、の被害報告がなされ、異なる

材料による部位の取り合いでの被害が多く見られたことなどが述べられた。5020［高原他］

では地震後に実施したガラス等の被害概要調査と仙台近郊の自動車販売店のガラススクリ

ーン構法の被害調査について、両調査の概要と前者調査について報告がなされ、地域毎や
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施設類型毎について被害概要が述べられた。5021［俵田他］は前方と連番であり、仙台近

郊の自動車販売店のガラススクリーン構法の被害調査について報告がなされ、被害類型毎、

地域毎、竣工年代毎、ガラス開口諸寸法毎の被害概要の分析および更なる詳細分析の必要

性について述べられた。討議では、現地調査で確認された非構造部材の被害低減をどのよ

うに行い得るかについて、前 2 報については、改修マニュアルの整備、必要に応じた部位

の交換、使用者や所有者も含めた情報の共有の必要性、人的被害防止を優先とした対策の

実施などについて、後 2 報については、ガラススクリーン構法については構造や地盤も含

めた詳細な検討の可能性、破損時に飛散しにくいガラスの推奨等による減災の可能性など

について、それぞれ論じられた。［脇山善夫 記］ 

 

 

農村計画 

 

震災復興（6041～6044）  

 （未提出） 

 

 

都市計画 

 

地域資源等を活用したコンパクトな市街地形成のための技術（1）：中心市街地（1）（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 は今年

も OS「地域資源等を活用したコンパクトな市街地形成のための技術」を企画運営し、2 日

間で全 7 セッション計 26 編の論文発表を行った。本セッションは、その嚆矢として、コン

パクトな市街地形成に重要な中心市街地のあり方ついて協議した。 

まず、7001［内田］では、金沢市の中心商店街を事例とした、来街者の追跡調査、意識

調査による回遊行動分析結果が報告された。構築された仲介モデル、内部回遊モデルと商

店主の意識の違いから阻害要因が示された。商店の連続性、ファサードが回遊性に与える

影響、核店舗や駐車場、周辺の公共施設利用との関係について質疑がなされた。7002[田中

他]では、札幌市都心部市電沿線を事例とした路面電車による都心回遊行動について 4 種の

類型結果が示された。利用者の属性、システムや運賃と回遊行動との関係、偶発的な行動

の有無について質疑がなされた。7003［長他］では、近年大規模な開発が進んだ札幌、名

古屋、福岡について JR 駅ビル周辺と商業集積地の二極で駅ビル開業前後の変化が示された。

土地利用、地価、販売効率の変化からは、バランスを欠いていること、波及効果が見られ

ないことが指摘された。二極の位置関係、エリアマネージメント、開発による人の流れの

変化について質疑がなされた。7004［岡辺他］では、福山中心市街地の歴史まちづくりの
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展開について報告された。質疑では、歴史喪失都市での市民意識の共有方法について協議

した。［樋口 秀 記］ 

 

地域資源等を活用したコンパクトな市街地形成のための技術（2）：中心市街地（2）（7005

～7008）  

 本セッションでは、4 編の発表が行われた。7005［植地ほか］では、木造のコンパクトシ

ティの可能性について、帯広市、釧路市を対象とした更新モデルの提案とその評価を行っ

た。本発表については、事業主体、事業手法等の実現可能性に関する質疑が行われた。7006

［野村ほか］では、木造コンパクトシティを防災という視点から分析し、防火型の更新モ

デルを提案した。本発表については、防災と事業計画、デザイン性のバランスについての

議論があった。7007［小林ほか］では、線引き廃止後の土地利用動向について、愛媛県新

居浜市、西条市を対象として、30 年間の駐車場の変化に着目して分析を行った。本発表に

ついては、線引き廃止による土地利用への影響のメカニズムに関する質疑が行われた。7008

［樋口ほか］では、長岡市における駐車場無料化の影響についての発表が行われた。本発

表については、駐車場無料化と商店街本体の集客力との関係について活発な質疑応答が行

われた。［内田奈芳美 記］ 

 

地域資源等を活用したコンパクトな市街地形成のための技術（3）：地域再生・郊外（7009

～7012）  

本セッションでは、国内外の地方都市を対象に、郊外団地の用途変容に関する報告や用

途転用手法の提案、また産業構造や社会情勢の変化によって生じた跡地の用途転用の実態

について報告がなされ、郊外団地の抱える問題や土地の用途転用手法に関して質疑を交え

て活発な議論がなされた。 

7009［目山ほか］では、山口県周南市を対象に企業社宅の整備から転用に至る変遷をパ

タン化し、跡地利用の実態とその有用性が示された。これに対し、公共施設として跡地利

用される場合の行政と企業両者の意向調整等について質疑がなされた。7010［藤井ほか］

では、郊外団地を地場産業施設にコンバージョンする手法について、神奈川県の某団地を

対象に法規制や構造的制約、事業性を踏まえた提案がなされた。これに対し、コンパクト

な都市形成を目指す場合、コンバージョンに適した団地の立地要件等について質疑がなさ

れた。7011［櫻井ほか］では、郊外団地に付随する近隣センター内の店舗業種の変遷を調査

し、長期的ビジョンの欠如等の課題が指摘された。これに対し、社会情勢に即した業種の

変容のあり方等について質疑がなされた。7012［阿部］では、ドイツルール地方の産業構

造転換に伴う工業用地跡地活用の実態とその手法や効果について報告された。これに対し、

跡地活用に伴う F プランの変更手続き等について質疑がなされた。［長 聡子 記］ 

 

地域資源等を活用したコンパクトな市街地形成のための技術（4）：地域・交通（7013～7016）  
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 （未提出） 

 

地域資源等を活用したコンパクトな市街地形成のための技術（5）：都市構造・広域（7017

～7020）  

 土地利用計画小委員会と地域まちづくり小委員会が企画運営した本 OS「地域資源等を活

用したコンパクトな市街地形成のための技術」では全 7 セッション計 26 論文の発表が行わ

れた。本セッションでは 4 報の論文発表が行われ、「都市構造」をテーマとして下記の研究

報告とその質疑がされた。 

7017［浦山他］では、四日市市における公共交通沿線の人口増減の実態について報告さ

れ、沿線住民の公共交通の利用状況（駅乗降客数の変化）等について質疑がされた。7018

［手島他］では、山口防府広域都市圏を対象にして集約型市街地構造のシナリオ分析とそ

の評価結果が報告され、設定されたシナリオを分析する上での技術的課題等について質疑

がされた。7019［大貝他］では、仮想空間における居住地の凝集化と社会的サービス施設

の拠点化について、そのシミュレーション結果が報告され、地価といった新たに考慮すべ

き指標等に関する質疑がされた。7020［姥浦他］では、ドイツにおける公共公益施設の広

域的再編計画とその空間計画的特徴について報告され、医療施設、教育施設の他にどのよ

うな公共公益施設を対象として、計画再編に取り組まれているのかといった質疑がされた。

［松川寿也・和田夏子 記］ 

 

環境に配慮したまちづくり（7021～7023）  

 環境都市モデル小員会が企画運営した OS「環境に配慮したまちづくり」では 3 編の論文

が発表され活発な質疑がなされた。 

 7021［角本］では、2012 年 3 月に開催された「東日本大震災からの教訓、これからの新

しい国づくり」のシンポジウムにおける講演発表の内容に改善を加え、より具体的な提案

をするものとして、復興計画案のポイントの整理、ソーラーコミュニティ論の提案をして

いる。ソーラーとコミュニティとの関係、ソーラーを用いてのコミュニティ施設の具体的

なイメージについて質疑があった。 

 7022［本多］では、豊田市の環境モデル都市アクションプランにおける主な取り組み状

況として、CO2 排出量の現況、実験用モデル住宅スマートハウス分譲、低炭素社会モデル地

区の概要が紹介され、その基本的な問題と課題について指摘された。CO2 排出量における暫

定値使用の理由、低炭素自動車交通による CO2 の減少効果、スマートハウスの普及状況、

モデル地区の実態、飯田市における環境モデル都市との比較についての質疑があった。 

 7023［宮良、他］では、沖縄における国交省の環境共生住宅市街地モデル事業を取り上

げ、環境緩和策としての緑道の効果について比較調査をし、亜熱帯地域の住宅街区計画に

有効な要素の検討を行っている。対象地区における基本条件（緑量、舗装、住宅の向き、

道路パターン）、南側接道の効果の高さ、道路舗装、建物の断熱性能、クーラー普及率につ
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いて質疑があった。［池田孝之 記］ 

 

地域資源等を活用したコンパクトな市街地形成のための技術（6）：コンパクトシティ・中

山間地域（7024～7026）  

 （未提出） 

 

地域資源等を活用したコンパクトな市街地形成のための技術（7）：都市計画制度（7027～

7029）  

 本セッションは、全 7 つのセッションからなる「地域資源等を活用したコンパクトな市

街地形成のための技術」の 後のセッションとして、都市計画制度を協議したものである。

地方都市のコンパクト化に寄与する都市計画法制度として、線引き廃止後の特定用途制限

地域の効果や代替する土地利用管理の仕組み、開発許可制度の技術基準運用のあり方につ

いて報告がされ、その効果や課題に関し質疑を交えて活発な議論がなされた。7027［加藤

他］では、東予広域都市計画区域の線引き廃止による新居浜市・西条市の将来土地利用予

測がシミュレーションによって示され、農地転用の多い場所の要因や特定用途制限地域の

効果について質疑がなされた。7028［飯田］では、線引き廃止が予定される茨城県桜川市

において、その代替措置としての土地利用計画の検討状況が示され、隣接する他市町との

人口移動動向や検討策の今後の見通しについて質疑がなされた。7029［松川他］では、景

観法を根拠に都市計画法開発許可制度の技術基準として運用される景観開発許可基準条例

の適用事例（横浜・栗東・飯田）の実態が示され、斜面緑地のインセンティブに盛り切り

土の高さ緩和がなりうるか等について質疑応答がなされた。［浅野純一郎 記］ 

 

自立的な住環境形成プロセスの創造（7267～7268）  

 このセッションでは 2 編発表された。7267［渡邊ほか］では、被災市街地である石巻旧

市街での居住環境再生プロセスについて報告された。筆者らのグループが取り組んでいる

事例をもとに、被災地における住環境の復興の現状やそのあり方が論じられた。7268［野

村ほか］では、多摩平団地の事例をもとに、事業者・行政・住民三者の協働による団地建

て替えのあり方が論じられた。いずれも注目すべき事例研究であり、空間像コミュニティ

や人という両面からのアプローチについて、活発な討論がなされた。［野澤 康 記］ 

 

住環境ストックの評価と地域マネジメント（7269～7271） 

 本セッションでは 3 編の発表が行われ、住環境ストックの評価をどのように行いながら

地域のマネジメントを進めていくのか、ということについて議論が行われた。7269［倉知

徹］は、英、独、蘭の団地再生の事例に着目して、小規模なスケールの空間へ変容させな

がらその土地利用や管理を変換している空間的な特徴や、地域に密着した公益的な社会セ

クターの関与や政府による支援といった事業的な特徴について論じた。7270［小野田理奈］
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は、中国杭州の城内村と呼ばれる都市の中に取り残された農村部分の都市空間の特徴と社

会システムについて発表し、その住環境のストックを今後どのように評価するのか会場か

らの意見を交えた活発な議論が行われた。7271［田辺則人］は、住宅マスタープランの策

定経緯について発表し、福祉などの他の行政サービスと住宅政策の連携の在り方について

議論が行われた。住環境ストックを評価する際に、どのような担い手の存在がありうるの

か、そもそも誰による評価なのか、また福祉・教育などと総合的に評価する方法などにつ

いて有意義な議論が展開され、一部議論は午後に行われた PD の議論に発展した。［坂井 文 

記］ 

 

サステイナビリティを高めるための大学と地域のマネジメント（1）（7372～7374）  

 キャンパス・地域連携小委員会が企画・運営した本 OS では 2 セッション計 5 論文の発表

が行われた。セッション（1）では 2 編の発表が行われた。 

 7373［斎尾ほか］では、東日本大震災を受けて小委員会が実施した緊急アンケートの結

果をもとに、震災直後の大学の緊急対応の状況、及び復旧期における大学間、大学と地域

の連携と課題、大学のリスクマネジメントについて報告された。 

 7374［仲摩ほか］では、国内の大学を対象に実施した外国人留学生の受け入れ状況、及

び留学生の居住地に関するアンケート調査をもとに、生活支援、地域交流、居住環境等の

視点から外国人留学生の受け入れ環境の実態と課題が示された。 

 その後、OS のテーマである「大学と地域のサスティナビリティ」との関連について意見

交換がなされた。なお、7372［田村ほか］については発表者欠席のため質疑は行われなか

った。［塚本俊明 記］ 

 

サステイナビリティを高めるための大学と地域のマネジメント（2）（7375～7377）  

  本セッションでは、大学とその周辺地域のサステイナビリティに対する取り組みに関す

る発表 3 編が行われ、発表後には活発な議論がなされた。7375［山本ほか］では九州大学

伊都キャンパスを拠点としたレンタサイクル社会実験によるソーシャルビジネスモデルの

可能性の検証結果が報告された。7376［坂井ほか］では、大学システムの全米協会とオレ

ゴン大学システムを事例として、その特徴および課題、州、都市、地域における大学シス

テムの役割や課題について明らかにし、我が国に対する問題提起を行った。7377［小篠］

は、米国ユージーン市とオレゴン大学の Climate Action Plan の事例分析を通じて、地域と

大学の連携による地球温暖化対策実行計画のプログラムを明らかにした。［鶴崎直樹 記］ 

 

 

建築社会システム 

 

被災者実態と政策課題（8121～8123）  
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 本セッションでは、東日本大震災における被災者実態と住宅復興に関する発表が 2 編、

借り上げ仮設住宅に関する発表が 1 編の計 3 編の発表が行われた。8121［平山ほか］は、

阪神・淡路大震災に比較して「持家被災」が多いことを指摘し、住宅復興の政策フレーム

に関する論点を示した。8122［糟谷ほか］は、釜石市の被災世帯を対象に実施したアンケ

ートにより被災世帯全体の特徴などを分析し、障害者・要介護者を含む世帯の特徴を明ら

かにした。8123［米野］は、借り上げ仮設住宅の仕組みなどを整理し、仙台市内の借り上

げ仮設住宅を対象にアンケートを実施し、入居者の状況を明らかにした。いずれも被災者

の現状を分析し、問題点を明らかにした有意義な発表であった。［関 栄二 記］ 

 

マンションの被害実態（1）（8124～8126） 

 東日本大震災で被害を受けた集合住宅に関する３編の発表が行われた。8124［伊藤ほか］

は宮城県・福島県の民間賃貸住宅の被害実態及び被災後の対応を管理会社へのヒアリング

調査等を通じて示している。8125［茶谷ほか］は千葉県浦安市の分譲マンションにおける

液状化の被害実態と管理組合の対応についてアンケート調査に基づいて整理している。続

く 8126［関ほか］ではヒアリング調査によって個別のマンションの被害状況及び復興での

問題点を具体に示している。いずれも被災後の集合住宅における管理上の課題を扱ってい

るが、対象物件での実態の概略的な整理にとどまる部分もみられ、今後の震災への対応を

見据えた経験・知見のさらなる把握・分析が求められる。［ 米野史健 記］ 

 

マンションの被害実態（2）（8127～8129）  

 本セッションでは，東日本大震災によるマンション被害の実態と震災直後の管理組合や

居住者の対応について報告された。8127［藤本］では，仙台市と水戸市を中心とした被災

マンション調査から，被害の復旧状況を整理，管理組合が抱えている問題が説明された。

8128［森田ほか］では近年首都圏で増加し，建物の大規模化もすすんでいる首都圏の超高

層マンションを取り上げ，被害状況をみたうえで，どのような管理体制，防災対策がとら

れているかが報告された。8129［橋田ほか］では 8128 につづき，これら超高層マンション

がもつ集会室，ラウンジなどの共用施設に着目，震災直後，居住者などの待機・宿泊の場

として使われたことを指摘，公共が担う避難所機能を補う側面もあったことが報告された。

この後，マンション復興における支援課題，マンションのコミュニティ形成，マンション

が保有する共用施設の避難待機機能について討論がなされた。［乾 康代記］ 

 

住宅被害と復旧課題（8130～8132）  

 本セッション（1）では 3 編の発表が行われた。8130［斎藤広子ほか］、8131［中城康彦

ほか］は、千葉県浦安市の東日本大地震で被災した戸建て住宅を対象に、液状化の被害実

態と復旧状況を明らかにした。その 2 では、液状化が生活に与えた影響を複合的に明らか

にした。ライフラインの停止及び道路の被害が交通に影響を及ぼし、地域の取組みが復興
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の早さに関係していることがわかった。不動産売買時の災害情報を強化することを課題と

した。 

 8132［乾康代］は、茨城県で太平洋沿岸地区を中心に 6 地区を選定し、住宅被害の特徴

と、復旧課題を明らかにした。これらの地区はいずれも高齢者が多く、住宅復旧の 大の

課題は費用負担であり、従前居住地に戻るか否かの方針も立てられ人も少なからずあった。

次に質疑応答に入り、液状化被害の戸建て復旧のための専門家はという質問に対し、建設

会社であり、松（700 万円）、竹（500 万円）、梅（300 万円）のランクがあるとのことであ

った。その 2 では、不動産売買時の重要事項説明の中に液状化の件は、入っていないとい

う回答があった。［藤本佳子 記］  

 

 


