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コンクリート系構造の耐火性に関する最近の研究動向（3015～3017） 

本セッションでは、コンクリート系構造の耐火研究 3 編の発表が行われた。3015［山下

ほか］では、火災時におけるコンクリートの全体ひずみに与える水分影響の発表があった。

調合、養生条件の異なるコンクリートに対して、各温度における圧縮強度やひずみ測定結

果の実験結果が報告された。3016［森田ほか］では、鉄筋コンクリート造部材の補修に用

いるポリマーセメントモルタルの耐火性に関して、特に、爆裂の簡易評価法および爆裂防

止用ポリプロピレン短繊維の最適混入量の発表があった。本発表では P/C と PP 繊維混入率

が PCM の爆裂性状に及ぼす傾向が報告された。3017［原田］では、鉄筋コンクリート柱・

壁の実用耐火設計計算図に関する発表があった。本発表では 4 面から火災を受ける正方形

柱と片面から火災を受ける耐力壁の載荷加熱試験結果を予測する簡易計算法が示された。

本セッションでは質疑も活発に行われ、非常に有意義であった。［尾崎文宣 記］ 

 

木質防耐火建築(1)（3063～3065）  

本セッションでは、木質防耐火建築を設計するうえで、3063［片倉ほか］、3064［鈴木

ほか］は、火熱を受けた集成材や木材等の材料が、見た目に燃え止まっていても、時間経

過に伴い強度低下（内部温度上昇や水分移動によるものと考察される）を起こす挙動につ

いて、小試験体（木片）に加えた温度ごとに、含水率 0%又は変化を与えた際の強度やヤン

グ係数などのデータを測定・算出し、得られたデータをに基づき、火熱を受けた材料全体

の時間的変化を求めることを試みていることが報告された。求められた式については、今

のところ実験に供した樹種のみの限定的な適用となるが、今後のデータの蓄積如何では、

任意の時間火熱を受けた際の燃えしろ設計や燃え止まり設計等が、より精度よく計算でき

るようになることが期待される。また、3065［高瀬ほか］は、燃えしろ層、燃え止まり層

で被覆されたスギ集成材を想定して、それぞれの総厚や燃え止まり層の薬剤処理量を変え

て加熱試験を実施した結果に基づき、必要とする耐火性能に対する最適設計の考え方につ

いて報告された。報告では、耐火 1 時間を目標としていたため、試験終了後 4 時間の時点

で火気が厚物の燃えしろ層に残存していたものがあった。このことから、仮に任意の時間

火熱を受けて、放冷中に燃えしろ層がすべて消失しても、燃え止まり層で確実に止まるこ

とが実証できれば、燃えしろ層の厚み（すなわち、消失時間と見なせる時間）に応じた燃
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え止まり設計が簡便にできる可能性があるため、さらなるデータの蓄積が必要であると感

じた。［髙田峰幸 記］ 

 

木質防耐火建築(2)（3066～3067） 

3066［田村ほか］では、木造密集市街地の老朽化した建物を耐震・防火同時補強する手

法を提示し、実施事例をもとに、目標とする耐震・防火性能別分析を行っている。当該地

域の防災まちづくりは重要な課題であり、本研究の今後の進展が期待されるものである。

3067［高橋ほか］では、歴史的市街地の防災に着目し、伝統木造構法である京都の深草土

と北関東の荒木田土壁の地震後の残存防耐火性能試験を実施している。伝統木造建築物の

防耐火性能は未だ明らかになっていない点も多く、新たな知見を与える興味深い研究であ

る。計 2 題の発表であったが地域防災に焦点を当てた研究発表で、非常に有意義なセッシ

ョンであった。［泉潤一 記］ 

 

火災安全工学と総合防災（3124～3129） 

 本セッションでは津波火災の予測モデル、津波避難ビル、自主防災活動及び震災時の医

療機能低下という多様な観点から 6 編の報告が行われた。3124［西野ほか］では、津波に

より流出する可燃物の時空間分布予測モデルの提案と、東日本大震災の被災地域の瓦礫の

堆積状況に関するシミュレーション結果が示された。3125［北後ほか］では、引き続いて

津波火災の発生件数予測モデルを提案と、流失車両数、LPG ボンベ流失世帯数、浸水工業

地域面積を説明変数とする予測モデルの検討と検証結果を報告し有効性が示された。3126

［鈴木ほか］では、津波避難ビルの指定状況に関する南海トラフ地震津波による被害が予

想される市町村に対するアンケート調査結果から津波避難ビル指定における津波火災の考

え方を示す必要性等が示された。3127［城ほか］では、引き続いて津波避難ビルの津波火

災に対する安全確保の考え方の提案とともに津波避難ビルの現地調査により津波火災に対

する安全計画上の課題が示された。3128［佐藤ほか］では、可搬式消防ポンプを用いた放

水実験から自主防災組織による可搬式消防ポンプの放水までの所要時間の概算式の提案と、

自主防災組織による可搬ポンプの活用のための対策に関する提案が行われた。3129［関野

ほか］では、震災時のインフラ停止と医療活動の機能低下の関係性を整理し、災害時の医

療機能を維持する上での課題、対策に関する提案が行われた。予測モデルの精度や課題、

津波避難ビルの火災安全確保の具体策等について活発な議論が行われた。［岩見達也 記］ 

 

層内分布や伝播速度を考慮した煙性状（3130～3132） 

3130［平山ほか］では、天井流の巻き込みを考慮した水平伝播の簡易予測式の構築を目

的として実大実験を行い、天井流量、水平伝播時間などの予測式を提案し、既往の実験と

の比較も行った結果が報告された。3131［片寄ほか］では、地下通路の空間形状が煙によ

る歩行速度低下に及ぼす影響を調べる為に、煙濃度、床面照度、方向速度などを予測し、
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これをマルチエージェント型歩行シミュレーションに導入している。煙による歩行速度の

低下が避難安全性に大きく影響することを示した。3132［奥ほか］では、歴史的建造物の

保存・活用に関する防災計画の研究として芦屋市民会館大ホールをとりあげ、その避難安

全性を調べたが安全性が不十分なことがわかった。そして、大規模な改修を行わずに避難

安全性を確保するための対策が提案された。いずれも内容の濃い研究発表で、活発な質疑

応答が行われた。［山田茂 記］ 

 

火災安全性能の定量化と火災安全設計（3149～3152） 

本セッションは、火災安全設計に応用されることが期待される計算手法・評価手法を取

り扱い、先進的な発表内容に対して時間が不足するほどの、充実した議論が展開された。 

3149［新谷ら］の提案は、耐火設計における火災性状の予測手法に複数の区画間での相

互作用を考慮するものである。提案する予測手法で得られた結果を実験結果と対比し、そ

の妥当性を確認したうえでシンプルなプランに対するケーススタディを行った。この発表

に対して想定区画の規模などの効果や区画接続部の仕様の影響について質疑応答があった。 

3150［山口ら］は、廊下での避難者の滞留性状を考慮した避難時間計算手法を提案した。

避難対象者が存在する居室から廊下出口までの避難行動を 4 つのプロセスに分け、これら

を適切にモデル化することによって精度の高い避難時間計算が可能となることを示してい

る。今回の検証ではシンプルな室空間を対象としていることから、実設計への展開の方針・

可能性について議論があった。 

3151［峯岸］の発表は、建築物の避難安全性を、その建築物もしくは建築物の部分が有

する火災リスクの大きさで評価しようとするもので、その一例として、スプリンクラー設

備及び竪穴区画を形成する防火シャッターの奏功確率を取り上げたものである。スプリン

クラー設備と防火シャッターの奏功確率から避難行動が不要となる条件を定量化(避難不要

率］し、これをもって建物の安全性を評価できるとした。この評価手法の適用条件、許容

レベルの設定、仕様規定の性能水準の定量化への応用など、現実化した際の問題点が議論

された。 

3152［中濱ら］は、建築物と地下街などを接続する部分に設けられる緩衝帯の防火性能

を評価する項目のうち、煙に対する安全性評価についてシナリオツリー解析に基づく手法

を提案した。想定されるシナリオの生起確率を求め、そのなかで火災危険性があるシナリ

オ(残存確率)の合計を「超過確率」として、評価基準の指標とした。この手法によるケース

スタディを行い超過確率が基準値を超える場合の安全検証の手順について示しているが、

検証計算に用いた定数の妥当性について議論があった。［高橋済 記］ 
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環境工学 

 

室内音場の先進的な測定・解析・評価（40110～40112） 

室内音響学に関する新しい試みについての募集の結果３件の応募があり採択された。1 件

目は、公共空間を音楽演奏目的に使用する場合の音環境の評価方法であり、“響き”“明

瞭性”“暗騒音”について検討を行ったものである。2 件目は、柱列についてフラクタルに

着目して音波散乱性能について検討したものである。そして 3 件目は、減衰除去インパル

ス応答を応用した室内音場の解析手法についてであった。いずれについても近年の新しい

試みであり、また今後の研究の展開が期待できるものであり、興味深いオーガナイズドセ

ッションとなった。［佐藤史明 記］ 

 

外部振動源による地盤と建物応答(1)（40153～40157） 

多様な外部振動源に対する地盤を含む建物応答（挙動）の実測・応答予測，性能評価，

性能設計等をテーマとした 2 セッション 9 編からなる本 OS の最初のセッションにおいて 5

編の研究発表が行われた。40153［石田］は、外部振動源として道路交通振動を対象に、平

面道路と高架道路を比較しながら発生・伝播メカニズムの要因を、複数要因の錬成に着目

して整理を行い、考察を行っている。40154［佐野ら］は、高架道路から発生する振動を対

象とした予測式および対策方法の検討を目的に、橋脚基部から地盤への振動伝搬を実測値

をもとに地盤の基本固有周期 TG などを用いて検討を行っている。40155［高野ら］は、外

部振動源として建設工事現場で稼働する機械から発生する振動について、建設機械近傍の

観測波形から三次元薄層要素法を用いて逆推定的に加振力を求め、近隣建物地点の周波数

応答を求める予測手法を報告し、3 つの解析事例を紹介している。40156［石橋ら］は、重

機による地盤加振力を観測波形から薄層要素法を用いて求め、地盤－基礎－建物の３次元

有限要素法による一体解析により、地中壁による対策効果を予測、評価した結果を報告し

ている。40157［澤ら］は、地盤から戸建て住宅への振動伝搬について、起振器による鉛直

方向加振を住宅近傍において行い、各階各部屋をグリッドに区切り、各グリッドの振動加

速度レベルの大きさを考察し、各部屋において振動の大きさが大きめとなる代表点の位置

を提案している。［国松直 記］ 

 

外部振動源による地盤と建物応答(2)（40158～40161） 

同題(1)に続き、4 編の研究発表が行われた。40158［小谷ら］は、道路に隣接した木造 2

階建住宅および鉄道に隣接した木造 2 階建アパートにおける 3 成分振動測定を実施し、振

動の家屋内増幅特性や、タイヤやボールなどの点衝撃加振結果からの増幅量予測の可能性

などについて報告している。40159［国松ら］は、地盤振動に起因する戸建住宅の振動を対

象に、現状の振動規制法の問題点を指摘したうえで、120 棟の調査家屋から得た増幅特性の

統計処理結果に基づいて、振動数を考慮した 3 成分振動の予測手法を提案している。40160
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［松本ら］は、道路および鉄道に起因する振動の戸建住宅内での測定事例を住民反応の調

査結果とあわせて検討し、水平振動と鉛直振動の複合効果や、30Hz 以上の高振動数成分の

影響、振動と同時に発生する音の影響など、居住性能評価指針の改訂に向けて有用な知見

を提示している。40161［横島ら］は、道路、在来鉄道、新幹線鉄道による振動に対する長

期間にわたる住民反応について既往の社会調査の二次分析を行い、振動源の種別により対

応する振動量や反応生起率が異なることや、曝露されている騒音の影響などを明らかにし

ている。［横山裕 記］ 

 

LED・OLED 時代の視環境評価(1)（40198～40199）  

本セッションと次セッションは同じタイトルであるが、本セッションでは LED や OLED

の照明環境下での印象評価に関して 2 件の報告がなされた。40198［安益ほか］は、鉛直面

方向の照明の分布を評価する指標として「空間の明るさ感」を取り上げ、不均一な照明環

境で視線を自由に動かしながら観察する場合の明るさ感評価は、視野の平均輝度と指向拡

散度（輝度のむら）で説明できることを示した。40199［饗庭ほか］は、面全体が自発光す

る有機 EL 照明において、色の見えのモードと空間の印象評価および空間内平均輝度の関係

について示した。共に活発な質疑が展開された。［秋月有紀 記］ 

  

LED・OLED 時代の視環境評価(2)（40200～40202） 

 LED および OLED の普及には、グレアと演色性の評価指標を標準化することが課題であ

る。今回、40200［高橋ら］は、不均一な輝度分布を持つ LED 光源のグレア評価のために、

特定の粗さの輝度変化を計算する画像処理フィルタと光源の背景の平均輝度を計算するフ

ィルタを組み合わせた解析方法を提案した。40201［原］は、種々の大きさと配列の光源に

適用できる、不快グレア評価指標を開発することを目的として、視野の中心と周辺に提示

した光源の大きさと配列がグレアの閾値輝度におよぼす影響を調べた。40202［秋月］は、

災害救助の現場における傷病者の目視診断に適した光源開発を目的として、種々の分光特

性の LED 照明下で傷病者の肌色色票の見え方を評価した。これらの発表に対して、活発な

議論が行われた。［明石行生 記］ 

 

環境行動(1)（40429～40431）  

本オーガナイズドセッションでは、人間の環境行動の推定もしくは環境行動を促すシス

テムの構築に関して 3 題の報告があった。40429［菅原ほか］では、住宅やビルにおける在

室人数を、CO2濃度と湿度の変化から自動予測する装置を、Arduino と環境センサを用いて

試作・検証し、システムの正常動作を確認したと報告された。40430［中島］は、「室内外

環境の見える化」を導入した長屋型住宅の運用状況の報告と、より汎用性を高めた「見え

る化システム」の開発・検証によって、様々な意識向上と行動喚起の効果が見られたと報

告された。40431［牛房ほか］では、北九州スマートコミュニティ創造事業と、その事業の
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一部であるダイナミックプライシング社会実証の概要について報告された。3 題とも、環境

に配慮した今後の日本の住宅・都市を実現するための重要な要素として、人の環境行動を

促すシステムの構築を挙げており、いずれも先駆的で有意義な取組みであり、同分野に関

する研究のさらなる発展に繋がることが期待されるものである。［樋口佳樹 記］ 

 

環境行動(2)（40432～40435）  

本セッションでは、前セッションの最後の発表であった北九州市スマートコミュ二ティ

創造事業の概要を受けて、具体的な実験結果についての報告であった。この事業ではダイ

ナミックプライシングを行ったグループ A,B と行わなかったグループ C で比較実験を行っ

ており、40432［蒋ら］は、見える化とリコメンドを行った A グループ、40433［阮ら］は、

見える化のみ行った B グループの報告である。40434［鄭ら］は、比較対象の C グループの

特徴を報告し、40435 は、A、B、C の 3 グループを比較している。A、B グループどちらも

夏季は電気料金が上がる 13 時ではなく、午前中から電力の使用が控えられており、事前に

外出するなどの行動が見られた点が興味深い。また、逆に料金が上がらない時間帯での電

力消費は、ダイナミックプライシングを行った日の方が行わなかった日より高くなってい

る。冬季は、ダイナミックプライシングの傾向がやや曖昧で、料金が上がる 8 時からやや

過ぎてから昼間にかけて、電気使用量が下がっている。夏季は 50 円、75 円、100 円、150

円の 4 つの料金設定がされているが、50 円でも削減効果が大きい、冬季は 50 円、100 円の

二つの料金設定がなされているが、50 円より 100 円の方が効果が大きい、など具体的な知

見が得れている。2013 年の 7、8 月は、ダイナミックプライシングを行った B グループの方

が、行わなかった C グループよりも電気使用量が高くなっており、より詳細に理由を解析

する必要がある。なお、本セッションの発表は、すべて英語で行われたが、質疑応答は日

本語で行われた。［福田展淳 記］ 

 

環境バリアフリー(1)（40530～40533）  

40530［土田］は、会話の SN 比を指標とした実験解析を行い、室内音響設計に適した平

均吸音率を導きだせることを示した。今後の音環境からの環境デザインに向けた提案とし

て期待できる。40531［神谷ほか］は、40533［古川ほか］までの障がい者の避難能力を考

慮した避難計画に関する研究の連報としての発表であった。火災時を想定して、肢体不自

由、視覚障がい、聴覚障がいの身体障がい者、計 13 名に対するアンケート調査及びヒアリ

ング調査から避難能力の実態を把握しようとするもので、調査の結果としては情報の受信

や発信、経路の把握、垂直移動、群衆移動など、避難行動における諸事項について検討し

ている。続く 40532［土屋ほか］では、計 4 名の軽度知的障がい者を対象に同様に調査を行

った。調査結果として、調査対象者の日常生活の状況、避難能力などが、報告され、自立

避難能力を向上するための考察が加えられている。これらを受けて、40533［古川ほか］は、

障がい者を考慮した建築防災計画の検討を行っており、近年、多発する災害時における障

6 
 



がい者の避難計画に寄与する基礎的な知見を提供しており、今後の展開も期待される。計 4

題の発表であったが、情報伝達における環境バリアフリーとしての研究領域の発展にもつ

ながる可能性の大きい研究発表で、活発な議論が展開された。［田中直人 記］ 

 

環境バリアフリー(2)（40534～40537）  

 本セッションでは、環境工学の視点からみたバリアフリーの考え方について、4 題の研究

が発表された。40534［柴田ほか］では、住宅の環境バリアフリーの評価項目に関する実態

調査の結果を前期高齢者、後期高齢者に分けて整理し、主に感覚機能や介護面の視点から、

超高齢化社会の到来を鑑みた新たな評価項目付加および再構築の必要性を指摘した。40535

［安部ほか］では、寒冷地における高齢者施設の屋内環境に関する実態調査結果から、特

に寒冷地の夏季の暑さ対策への重要性が確認された。40536［三上ほか］では、頸椎損傷者

（以下、頸損者）の体温調節反応の特性把握のための人工気候室実験の結果から、頸損者

の中間期の至適温度、および至適温度の範囲外における全身状態への影響が報告された。

40537［土川］は、頸損者の深部温モニタリング実験の結果から、耳内温、舌下温、断熱皮

膚温の全てにおいて、頸損者はその変動が健常者に比べ顕著であることが説明され、温熱

環境リカバリー空間の必要性が示された。いずれの研究においても環境工学面におけるバ

リアフリー化のあり方について活発な議論が展開され、その重要性が再認識される結果と

なった。［古川容子 記］ 

 

開口部の熱性能と周囲温熱環境（41001～41005）  

 41001［宇田川］は、月平均日積算全天日射量と位置情報のみを用いて月平均日積算日射

熱取得量を簡易に精度良く求める方法に関する提案である。日積算日射熱取得量が日積算

全天日射量の二次式で近似できることと、日積算日射熱取得量の統計的性質をうまく利用

したもので実用性に優れている。41002［武田］は、ベネシャンブラインド制御に関して種々

のパターンを想定し負荷計算プログラムに組み込んで試算した結果を示している。ブライ

ンドの自動制御はすでに以前から実用化されているが、制御パターンの最適化に関する知

見は少なく、今後更なる研究の発展が望まれる。41003～5 は、カーテンウォール（以下 CW）

の熱貫流率に関する連報である。41003［磯本ら］は、日本の標準的な CW のディテールを

調査し ISO 12631 に基づき熱貫流率を算出した結果を示している。41004［折原ら］は、ス

パンドレル部の計算法について詳細な検討をし、ISO 12631 の附属書 B の方法は日本の標準

的納まりに適用できないことを確認している。41005［萩原ら］は、CW の断熱試験を実施

し、測定結果と計算結果の差異が±10%以内であるとの結果を示している。住宅に関しては、

近年、フレームの影響も考慮して窓の熱性能評価を行うようになってきており JIS 化もされ

ているが、非住宅での扱いは曖昧なままであった。これらの研究は日本でのディテールを

考慮した CW の熱貫流率計算方法について体系的に検討したもので極めて有用である。 

［永田明寛 記］ 
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Adaptive Model and Occupant Behavior（41229～41232） 

 本セッションでは、室内熱的快適性を評価する適応モデルに関する 4 題の発表が行われ

た。本セッションは、英語セッションとして実施された。41229［Shukuya］の研究は、人

間の感覚から行動への循環プロセスにおける身体と脳・建築環境の相互作用を考察するこ

とによって、人間の適応行動を分析するものであった。後に、実際の建築設計にどのよう

に活かすのかといった質疑がなされたが、適応モデルの概念を整理するものであり、同テ

ーマを論じるセッションの冒頭にふさわしい発表であった。続く 41230［Saito & Tsujihara］

では、札幌と熊本の小学生を対象に実施した調査結果に基づき児童の熱的適応についての

考察を行った。児童が申告する想像温度と実際の室温を比較することによって、夏季の熱

的適応について考察し、それを札幌と熊本で比較するという興味深い内容であった。41231 

［Uno, et al.］は、省エネ改修を施した戸建て住宅を対象に、その改修前後で居住者の行動、

室内熱環境やエネルギー消費量がどのように変化したかを調査したものであった。続く

41232［Rijal, et al.］は、関東地方に立地する 120 世帯の住宅を対象とした調査結果に基づき

高温多湿な夏季の住宅における適応モデルを考察するものであった。13,516 という膨大な

申告数に及ぶデータ解析に基づき、自然換気条件下の夏季の居住者の快適温度は、皮膚表

面の湿度感（Skin moisture sensation）に関係することなどを明らかにした。質疑の時間も十

分に取れ、各発表に対して議論を深めることができた。会場もほぼ満室で、盛会となった。

［久保田徹 記］ 

 

境界層流のモデル化（41348～41351）  

41348［菊本ほか］では、大規模な実測調査に基づき都市境界層内の風速プロファイルの

モデル化における風速と大気安定度の影響について検討した結果が報告された。41349［吉

田ほか］では、PIV を使用した風洞実験によって、境界層流における乱流統計量と空間相関

の測定を行った結果が報告された。41350［吉田ほか］では、格子ボルツマン法に基づく LES

において人工的に生成された流入変動風を用いた平板境界層流の解析結果が報告された。

41351［大風ほか］では、スカラー輸送を伴う LES 解析における流入変動風生成時の乱れの

時間スケールや長さスケールの変化が再現される流れ場に及ぼす影響について検討した結

果が報告された。実測から風洞実験、流体数値解析まで、多様な手法を用いた研究成果が

報告され、活発な議論が行われた。今後のこの問題の研究の進展に繋がる事が大いに期待

される。［富永禎秀 記］  

 

建物周辺・都市キャニオン流れの CFD 解析（41352～41354） 

41352［富永ら］では、RANS モデルにおける各種計算条件が濃度分布の予測精度に及ぼ

す影響についての検討結果が報告された。著者らの目的でもあるが、このような検討は CFD

適用ガイドラインの作成・拡充に大変有益な情報となる。比較した計算条件の中では乱流

シュミット数の変更が最も影響が大きいとのことであったが、乱流シュミット数を変更す
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ることの物理的意味についての議論も行われた。41353［Takano ら］では、建物の屋根勾配

の変化がストリートキャニオンの渦構造に及ぼす影響についての検討結果が報告された。

著者らは既に RANS モデルを用いて同様の検討を行っているが、本研究では LES と POD 解

析を駆使した、より精緻な検討となっている。屋根勾配が 20°付近になるとキャニオン内の

渦が 1 つから 2 つに変化することなどが示された。41354［中島ら］では、都市キャニオン

内外流れを対象として、LES データベースを用いたレイノルズ応力の勾配拡散近似の是非

に関する検討結果が報告された。都市キャニオン内において、拡散項がレイノルズ応力の

収支構造に大きな寄与を持つことが示され、拡散項の効果を無視する勾配拡散近似の問題

点が指摘された。今後、その効果を組み込んだ乱流モデルの開発提案が期待される。 

［飯塚悟 記］ 

 

実市街地の気流・拡散の予測（41355～41357）  

 本セッションでは、実市街地内の気流分布、ガス拡散の実測、風洞実験、数値解析の結

果が報告された。41355［片岡・田村］は、実市街地の高層建物周辺の気流分布を対象に、

LDV を用いた風洞実験と LES による数値解析を比較したもので、合成渦法により風洞実験

とよく一致した流入変動風を生成したうえで、市街地内部の風速分布を詳細に風洞実験と

比較し、対象建物の周辺の建物群の形状の再現性が結果に及ぼす影響を検討している。 

 41356［立花ほか］と 41357［宮下ほか］は、東京工芸大学キャンパス内で行った屋外ガ

ス拡散に関する実測、風洞実験、数値解析を比較している。41356［立花ほか］は、野外実

測と風洞実験の比較から、ガスの排出速度比の一致の程度が実験の再現精度に及ぼす影響

を検討している。41357［宮下ほか］では、この風洞実験と LES による数値解析の詳細な比

較結果が紹介された。 

実は、建物周辺のガス拡散に関する風洞実験の相似則と CFD 解析技術の開発は評者の一

人（持田）の大学院時代の研究テーマであり、人一倍思い入れの深いテーマである。評者

も 30 余年前に東京工芸大学のグランドで、大場正昭先生のご指導の下、建物模型周辺のガ

ス拡散の実験を行い、これを対象とした LES 解析を行った経験がある。30 年が経過し、計

算機の能力は飛躍的に向上したが、実務への応用ということを考えると、未だ尚、数値解

析結果には検討すべき点、改善すべき点が残されているのは残念である。地表付近の歩行

者環境の評価ということを考えると、地表のラフネスや周辺の建物群の細かい形状の再現、

樹木他の気流障害物の影響の再現等の取り扱い等が影響するように思われる。この辺は、

なかなか大学では詰めにくい点があり、豊富な計算機パワーを持つ企業の研究に期待した

い。［持田灯・大風翼 記］ 

 

新世代環境建築のシステム技術(1)（41476～41478） 

 本セッションは気象データに関する研究が 3 編報告された。41476［細淵］は、気象観測

所の移転や震災を境に土地状態の変化が考えられる地点の外気温観測データを土地改変前
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後で比較し、気象観測データの継続性について検討を行ったものである。41477［福留］は、

都内多地点に設置した簡易気象観測システムから取得したデータに基づき、空調システム

の容量算定結果から地点別の外気利用を積極的に実施できる条件を抽出している。41478

［窪田ほか］は、標高を考慮した住宅の省エネルギー基準の地域区分に関する考察につい

て、暖房・冷房度日による地域区分の提案と検証を報告した。 

 議論としては、住宅のために地域区分されたものが業務用建築に適用されるとどういう

問題が生じるか、学校屋上に設置した気象観測システムとアメダス気象観測システムでは

数値的にどういう差異があるか、東京都心の気象庁気象観測ポイントに移動があり外気温

などに明瞭な差異が生じているが建築環境部門としてはどう対応すべきか、など興味ある

意見交換があった。［石野久彌 記］ 

 

新世代環境建築のシステム技術(2)（41479～41481） 

 本セッションでは、特定の複合用途建物の計画および検証に関する 3 題の連報について

発表がなされた。 

 第 1 報（41479、水出ほか）では当該建物の概要と運用初期段階における性能検証、第 2

報（41480、中山ほか）では入居前に実施された自然換気時の換気量測定、第 3 報（41481、

杉原ほか）では同じく自然換気時の室内温熱環境および暖房立ち上がり試験の結果につい

て報告があった。 

 当該建物は、多くの省エネルギー手法を導入しているだけではなく、将来的な ZEB 実現

を目指したロードマップが計画されている点で興味深く、報告では特に自然換気に関する

詳細な検証結果が示された。会場では、建物全体の CO2削減効果に関する内容や、換気量

測定法に関する質疑応答があり、実務設計者から環境工学の研究者に至るまで興味を惹く

内容であった［長井達夫 記］ 

 

新世代環境建築のシステム技術(3)（41482～41485） 

 本セッションは、4 編で構成されている。41482［糸井川ほか］は、近年病院への導入が

進みつつある天井放射冷房について、対流式冷房との比較実験を行い、仰臥姿勢人体への

影響の違いを明らかにしようとした研究で、SET*の高い環境では、両方式の差が生理反応

に現れ、天井放射冷房がやや有利との結果を得た。41483［住吉ほか］は、熱源システムの

劣化や異常、センサーの誤差を、シミュレーションを利用して検知するツールを開発する

ことを目的とする研究で、予測値と実測値との比較法の検討結果が報告された。適切な閾

値とタイマーの設定により誤検知を減らせることが判明し、実用性の高いツールとなる可

能性が示された。41484［小林ほか］は、環境配慮技術の実験と環境教育実践の場となる大

学の計画を提案したものであり、産学連携の新技術開発の体制や具体的な施設・設備、学

生と共同して進める効果検証の方策例が示された。41485［掛川ほか］は、省エネルギー改

修を行った建物に実施した 2 年間のチューニング実績を報告したものであり、チューニン
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グ項目別の効果が示されるとともに、回収による最終的な省エネルギー効果が極めて高い

ことが確認された。チューニングの期間と方法について議論された。［郡公子 記］ 

 

 

建築計画 

 

地域の空間マネジメントと居住の安定（5656～5658） 

本セッションでは、地域の空間マネジメントと居住の安定との関係に係わる課題に関す

る研究報告が行われた。5656［森重ほか］は、京都市都心部に多く残る幅員 4ｍ未満の細街

路をとりあげ、必ずしも拡幅整備を前提としない新しい細街路施策に着目し、使用者や所

有者の意識との相違を明らかとしたものであった。質疑では、細街路の魅力認識や建替・

改修上の課題認識等について意見交換が行われた。5657［山崎ほか］は、地区計画策定が

住民による地域運営の再編に果たす役割について、策定後のまちづくり活動の系譜を整理

しながら分析・考察したものであった。質疑では、まちづくり活動の蓄積が、地区計画策

定後の地域運営を実質化しているとの分析結果について意見交換が行われた。5658［櫻井］

は、新潟大学ダブルホーム活動を通じた学生の地域活動が地域コミュニティに及ぼす影響

について実践報告したものであった。質疑では、継続的な活動が地域住民にとっては新た

な役割の創出として認識されたり、地域の結びつき強化に貢献しているとの報告について

意見交換が行われた。一連の報告・討議を通じて、地域における居住の安定のあり方につ

いて改めて議論を深める機会となった。［藤岡泰寛 記］ 

 

人口の長期動態と居住の安定（5659～5660）  

本セッションの 2 編はいずれも開発から一定年数が経過した郊外の住宅地に関するもの

であった。5659［安武］は、長崎市とその近郊において開発から 25 年以上が経過した 13

の住宅地の居住実態について、外出行動、入居理由、現在の不満と将来の不安、住宅・住

宅地の評価、住み続けの意向と不満や近居との関係等から多面的に検討している。高齢者

の外出行動や住宅地の評価と交通手段の関係、近居の実態と経緯等について質疑があった。

5660［朴］は、北海道、福岡県、長崎県の炭鉱住宅地の移転、衰退、維持、集約、復興と

いった変化パターンを抽出し、それらと地理的特性、人口密度、交通利便性等の関係につ

いて分析を行っている。炭鉱に代る産業の有無と住宅地の関係、住宅地の衰退や消滅の経

緯、住宅の所有形態の変化等について質疑があった。 

 研究対象とする住宅地が居住機能と産業、いずれを起点として成立しているか、という

点において 2 編の発表は対照的であった。今回はいずれの発表も実態の把握が主たる目的

であったが、今後のさらなる研究の展開を通じて、持続可能な住宅地像の解明が期待され

た。［前田昌弘 記］ 
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災害からの生活再建と居住の安定（5661～5663）  

ここでは、昨今頻発する災害の生活再建における計画行為について議論し知見を得た。

5661［久保ほか］は、長期化する原発被災地を対象に、遠隔地で被災者が将来像を描くこ

とが難しい状況、とくに将来帰還する「長期待避」のプロセスが公共・個人ともに保留さ

れている状況を明らかにし、公共が想定すべきシナリオの多様性、段階に合わせたニーズ

の把握と支援体制の必要性等を指摘した。5662［三矢ほか］は、東日本大震災後の応急仮

設住宅地を、同一地域から移転してきた地区と様々な地域から移転してきた地区の差に着

目し、自治会の設立やコミュニティの生成過程を報告した。型ごとの処方が必要なこと、

混在型では、一定世帯がまとまるグループ入居の有効性等、齟齬を想定した専門家等の必

要性や重要性を指摘している。5663［木下ほか］は、クライストチャーチの復興プロセス

を例に、復興段階ごとに存在する屋外（空き）空間の暫定活用の成立要因や効果を報告し

た。事例ではアート要素で人々を惹きつけ、人の滞留等を生み、情報共有が進んでさらに

はアイデンティティの再確認等の効果が生まれる状況、また運営側もソーシャルビジネス

に育っている状況など日本との文化の差に言及しながら示唆に富む報告がされた。［安武

敦子 記］ 

 

日常生活圏域の構築と居住の安定（5664～5666）  

本セッションでは、日常生活圏の構築という視点から居住の安定について 3 題の研究報

告が行われた。5664［金ほか］は、要介護高齢者の訪問・通所介護の日常生活圏域に関す

る報告であった。介護事業所と利用者の位置関係とサービスの利用実態を基に多階層で分

析を行い、利用時の移動時間に地域差が見られる実態とその要因が提示された。 

5665［西田ほか］は、子育て世代における地域資源の利用実態と居住地選択に関する報

告であった。4 ヶ月児および 3 歳児の親子を対象に外出状況を調査した結果、子どもの年齢

により外出先の選択基準に細かな差が見られる状況が提示された。 

5666［小林ほか］は、子育て支援の購買行動に基づく地域資源のあり方に関する報告で

あった。乳幼児を抱える親子は、コンパクトな圏域で地域資源を活用し、個人商店が購買

圏の収縮化と地域資源の指摘箇所数の増大に資する貴重な存在であることが提示された。 

本セッションを通じ、日常生活圏と地域資源の関係における地域差の実態とその背景が

客観的に示された。質疑では、地域での居住継続に向けて空間的、物的配慮に加えソフト

面や人的資源のあり方を含めた今後の施策などについて活発に議論がなされた。［山田義

文 記］ 

 

高齢期の住生活支援と居住の安定（5667～5669） 

 本セッションでは、高齢期の住まい、空き家活用、地域社会のあり方に関する 3 編の発

表があった。 
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 5667［藤岡ほか］は、アンケートおよびインタビュー調査で、子育て世帯と高齢世帯の

近居の実態を明らかにすることで、ケアの社会化に向けた地域のサポートの仕組みづくり

に向けた考察を行っている。 5668［田中ほか］は、アンケート調査に基づき、地域資産

としての空き家を福祉転用する際の住民の意向や意識を明らかにするとともに、地域資源

である住宅を施設として用途転用することの必要性を指摘している。5669［山田］は、豪

雪山間地にある生活支援ハウスの役割について、入居者へのインタビュー調査を行った結

果、在宅生活を支援するための事業の縮退の実態から、生活支援ハウスの有用性を明らか

にすると共に、要介護になった時の住まいに関する課題を指摘している。 

 いずれの発表に対しても、積極的な質疑が行われ、高齢期の住まいの多様性とストック

としての可能性、さらに地域サポートの重要性が改めて認識される有意義なセッションで

あった。 ［西野亜希子 記］ 
 

 

農村計画 

 

空き家と地域（6057～6061）  

未提出 

 

 

都市計画 

 

新しい住環境価値の創造（7001～7004）  

本セッションでは、7002［児玉ほか］が欠席のため、3 編の発表が行われた。 

7001［服部ほか］は、出張商店街実施の取り組みとその要因が報告され、高齢者を支え

る異分野の連携形成が成果であることが明らかにされた。7003［大平ほか］は、東京郊外

団地の住まい方・暮らし方において、安価、良好な自然環境がシェア、オリジナルの利活

用につながり、従来課題とされてきたことがポテンシャルとなることが明らかにされた。

7004［熊倉ほか］は、一件審査型建築誘導手法の政令市、中核市、県庁所在市に対する調

査の結果、導入の必要性が高まっていること、裁量性と審査プロセスが課題であることが

明らかにされた。全体質疑を通じて、新しい住環境を創造する価値のあり方の一端を確認

できた。［佐久間康富 記］ 

 

歴史文化と観光まちづくり（7222～7224）  

本セッションでは、歴史文化の保全／活用という視点を備えた観光まちづくりの事例に

ついて、3 編の発表が行われた。7222［川原ほか］では、歴史的に貴重な花街を下支えする

花柳界の再興要因について、綿密な質的調査に基づく考察が示された。東京オリンピック
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やインバウンド振興との関連について、質疑があった。7223［前田ほか］では、五箇山地

域を対象とした過去 40 年余りにわたる観光関連計画の内容分析に関する報告がなされ、地

域が直面する高齢化や人口流出といった課題への対応について活発な質疑があった。7224

［大堂ほか］では、全国の重要文化的景観保護対象地区における行政と地域団体との連携

に関して網羅的な実態把握についての報告がなされた。全国で観光まちづくり活動が展開

される中で、このような実証的な研究がさらに蓄積されていくことが望まれる。［佐野浩

祥 記］ 

 

観光マネジメント組織（7225～7227）  

本セッションでは、観光推進組織・マネジメント組織に関する 3 編の発表があった。 

7225［泉山］では、我が国における先進的な観光マネジメント組織（DMO）について、

財源や関連主体との関係性等を視覚化し比較分析を試みる意欲的な研究であった。フロア

からは、関連主体として、一次産業も含めて考えることで的確に地域の観光構造を表現で

きるのではないかという助言があった。続く 7226［永野ら］では、オーストラリアを対象

として、国、州、都市、地域レベルの観光組織の構造を明らかにした。 フロアからは、マ

ーケティングとマネジメントのどちらの側面が重視されているのか注視することが重要で

あるとのコメントがあった。7227［石川］では、山陰海岸ジオパークの推進における各主

体の動きのなかでの大学の役割が論じられた。フロアからは、複数自治体にまたがる広域

エリアを対象とするジオパークだからこそ大学の役割が重要になってくるとの意見が出さ

れた。［岡村祐 記］ 

 

被災地と空地（7241～7243）  

 地方都市再生手法小委員会と土地利用問題小委員会が共同で実施した OS であり、本セッ

ションは、「被災地と空地」がテーマである。3 題の発表が行われ、その後発表内容につい

て協議した。 

まず、7241［一戸］では、都市近郊における空き家解体後の空き地の共同管理の可能性

について、全国の事例調査ならびに、秋田県横手市での状況が報告された。実際には空き

地は自治体が所有するものの、その管理は自治会に委ねられる場合が多く、その管理に対

する支援は無い場合が多いという。横手市では、自治会に管理が委ねられているが、その

利用は付近の住民に利活用を促す程度であり、利活用が進まない場合は適正管理されない

という課題があると指摘した。会場からは、自治体支援の実態、共同管理の可能性につい

て質疑が行われた。続く 7242［荒木］では、千葉県旭市飯岡地区を事例とした津波被災後

の住宅復興状況が報告された。当地区の建築物は、被災前に比べて 6 割の残存率にとどま

り、人口減少以上に大幅に減少していること、住民アンケートの結果から被害は大きくて

も土地に愛着を持ち住み続けたいという住民が多いことが報告された。会場からは都市計

画外の地域であるが、基盤整備がないまま住宅再建することの問題点等が指摘された。7243

14 
 



［中島］では、日本で初めてのみなし仮設住宅の借り上げ復興公営住宅化について、宮城

県石巻市を対象とした最新の状況と、その効果が報告された。住み慣れた場所に住み続け

られること、郊外開発を抑制できること、まちなか居住を促進できること、復興公営住宅

の建設費が抑制されること等の効果が示された。質疑では、新市街地に住みたいという住

民への対応等について議論された。［樋口秀 記］ 

  

線引き制度（7244～7247）  

 本セッションでは、7244 から 7247 の 4 編の発表が行われた。7244［井料］は、県庁所在

地である島根県松江市を対象に、市街化調整区域の開発実態を踏まえ開発ポテンシャルの

高い地域を数量化Ⅰ類による算出、特定を行い、開発・農地転用に影響を与えている要因

を示した。7245［坪井］は、線引き制度廃止都市の将来推計人口は線引き廃止前のほうが

高密度になること、エキスパートシステム理論に基づき集約型都市構造を構築した結果、

高密度な都市構造になることを提示した。7246［鵤］は、県庁所在都市の線引き制度廃止

による土地利用変動予測に関して、松江市の現状と線引きを廃止した高松モデルを適用し

た場合の、農地転用と開発ポテンシャルの関係性を示した。7267［松島］は、線引き都市

である松江市と非線引き都市である出雲市を対象に農地転用の動向の分析とこれに基づく

予測を行い、線引き制度は農地転用要因には影響を与えないが、農地転用数を抑える効果

があることを示した。［秋田典子 記］ 

 

市街地の集約（7248～7250） 

 「市街地の集約」においては、人口減少に伴う集約型都市形成に関する論文 3 編が講演発

表された。7248［北原ほか］では、夕張市を事例として市街地集約化について住民から肯

定的な評価を受けていることが報告されるとともに、市街地集約化の方法論が示された。

7249［尾門ほか］では、同じ事例から集約化は住民の生活環境の向上に加えて維持管理費

の削減の観点からも効果があることが報告された。7250［小林ほか］では、公共施設の集

積実態の類型化とその施設整備に伴う変化に関する特徴が報告された。我が国においては、

今後さらに住宅地及び各種施設の集約化が必要になると考えられ、このような研究が積極

的に行われることが望まれる。［姥浦道生 記］ 

 

まちなか活用（7251～7253）  

 本セッションでは「まちなか活用」を主題として、中心市街地の再生に資する事業手法

の報告とその効果について発表・協議した。まず、7251［樋口ほか］では、新潟県長岡市

の中心市街地に整備された再開発ビル内の「まちなかキャンパス長岡」を例にして、その

利用実態が報告され、再開発ビルにおける公的介入がまちなか活性化に与える影響と課題

が示された。7252［山崎ほか］では、北海道富良野市、名寄市、伊達市における低層低容

積型の市街地再開発事業について空間、主体、仕組みの観点から特徴が整理され、その方
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法論について、事業、空間、機能、施設の 4 点から分析された。7253［坂本ほか］では、

7252 と同様に、北海道北見市における低層低容積型再開発事業の事例をもとに、中心市街

地の将来像を実現するための小規模再開発事業の効果を、空間、事業両面から評価し、実

現に至った要因などについて議論された。［小林剛士 記］ 

 

環境と土地利用（7254～7256）  

 都市再生手法小委員会と土地利用問題小委員会の共催による本 OS では、全 6 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 3 題の論文発表が行われ、うち 2 題は両小

委員会委員からの論文発表であった。 

 7254［松浦］の発表では、城下町都市における堀の再生手法について報告され、各都市

での堀の修繕の取り組み状況（修繕事業は短期的な事業か？ 長期的に行われる事業か？）

などについての活発な質疑がされた。また、7255［阿部］では、ドルトムントにおける B

プラン策定による内部開発の進展について、各プランの仔細な分析に基づく研究発表がな

され、市民参加の状況やドルトムントの事例研究を踏まえて日本の制度に示唆となる知見

などについて質疑がされた。本 OS の最後の発表であった 7256［浅野］では、田原市を事

例とした地上設置型太陽光パネルの設置状況と市民意識に関する研究発表がなされ、パネ

ルが設置された土地利用規制区分や従前地の現況、自治体としての問題意識などについて

質疑がされるなど、3 題とも本セッションにて有益な質疑を頂戴した。［松川寿也 記］ 

 

郊外の変容と基盤整備（7257～7259）  

未提出 

 

｢環境」から都市計画を見つめ直す(1)（7329～7331） 

 環境都市計画ワーキンググループが企画運営した OS「“環境”から都市計画を見つめ直

す」では、全 2 セッション計 5 編の論文発表が行われた。本セッションでは 3 報の論文が

発表され、下記の研究報告と質疑がされた。7329［渡邊ほか］では、北海道椎内市・下川

町における新エネルギーの活用による地域内産業波及効果とそれらを生み出す地域像が提

案され、廃材を利用した場合のエネルギー生産性や事業性などについて質疑された。7330

［小幡］では、千葉市の自転車まちづくり政策の中、ブルーレーンの効果結果について報

告され、ブルーレーンの設置分布状況や設置条件などについて質疑された。7331［齋藤ほ

か］では、環境負荷の低減と地域資源の活用の観点から千葉県山武市成東周辺地域におけ

る名所旧跡の知名度や利用状況の分析結果が報告され、調査のためのルート設定や目的、

成果の展開方法に関する質疑がされた。［郭東潤 記］ 

 

｢環境」から都市計画を見つめ直す(2)（7332～7333） 

本セッションでは 2 編の発表が行われた。7332［川﨑］は、福島県北塩原村の住民を対
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象にエコツーリズムに関するアンケート調査を実施し分析した。その結果、北塩原村の住

民はエコツーリズムに対する認知度が高く、環境保全・観光振興・地域活性化に一定の効

果があり、その継続的な推進に期待が寄せられていることを明らかにした。7333［鏑木］

は、2014 年の広島での土砂災害、2013 の米国ボルダー市での洪水被害を事例に挙げ、双方

の地理的背景や被災要因を分析した。その結果、知識や経験的な蓄積があるにもかかわら

ず、両市における危険領域での開発が被害を拡大した。現在は、コミュニティの関与や自

然災害に関連した啓発キャンペーンを行っていることを明らかにした。［齋藤伊久太郎 記］ 

 

空間資源マネジメントによる大学キャンパスと地域の創造的再生： 

地域コミュニティとキャンパス(1)（7334～7336）  

大学・地域デザイン小委員会が企画・運営した本 OS 4 セッション 12 編は、前半が「地

域コミュニティとキャンパス」(1)(2)の 6 編、後半は「キャンパスの評価・デザインと地

域」(1)(2)の 6 編で構成された。本セッションの 3 編の発表では、全体として遠隔広域な

連携から隣接密着的な連携まで幅広いスケール感が示され、その重要性が共有される有意

義な議論となった。7334［太田ら］は、全国 1,285 自治体に対するアンケートから、自治体

が遠隔地にある大学と行っている連携の実態と、今後の期待や課題を明らかにした。7335

［原・薬袋］は、米カリフォルニア州に所在しキャンパスマスタープラン等が公開されて

いる 88 大学のうち中小規模の 3 大学に着目して、マスタープランにみられる大学と地域コ

ミュニティとの関係やプランの策定プロセスのあり方についての論考を示した。7336［鈴

木ら］では、全国的に小中学校の廃校が進む中、大学 COC 事業の展開として廃校をサテラ

イトキャンパスとして運用する先進的取り組みが、つぶさに紹介された。［吉岡聡司 記］ 

 

空間資源マネジメントによる大学キャンパスと地域の創造的再生： 

地域コミュニティとキャンパス(2)（7337～7339）  

本セッションでは、交通、歴史的空間、学生の居住という、キャンパスの幅広い側面で

の地域との取り組みやつながり、及び論考が示された。7337［永野・坂井］は、タイで普

及している小型三輪車トゥクトゥクを活用した、糸島市での学生らによる観光開発の実証

実験の取り組みを示し、観光客の評価と知名度向上への貢献や、考え得る事業スキームご

との長短を明らかにした。7338［安森ら］では、キャンパス内の歴史あるフランス式庭園

と、隣接する地域連携施設として使われている歴史的建築物の、改修と活用の事例が報告

された。7339［洪ら］は、ソウル市における単身者向け集合住宅の分布と大学の立地との

関係、密度や距離の関係を示した。これらを通して、大学と地域の幅広い取り組みに対し

て今後のさらなる期待が議論された。［吉岡聡司 記］ 

 

空間資源マネジメントによる大学キャンパスと地域の創造的再生： 

キャンパスの評価・デザインと地域(1)（7340～7342） 
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本セッションでは、大学キャンパスのサステイナビリティ評価システム（2 報）と大学の

運動施設に関する報告がなされた。7340［小篠・池上］は、海外事例の相互比較により大

学キャンパスのサステイナビリティ評価システムが具備すべき枠組みと評価指標を提示し

た。続く 7341［池上・小篠］では、前報を含む知見をもとに構築したサステイナブルキャ

ンパス評価システム（プロトタイプ）の国内大学による試験的評価をもとに各大学の特性

や評価システムの効果、課題を示した。7342［森・坂井］は、国内外における大学の運動

施設の配置構成分析により類型化と考察を加えている。本 3 報の報告と意見交換により高

いサステイナビリティと効果的な機能配置を備えるキャンパスの計画に関する知見の共有

がなされた。［鶴崎直樹 記］ 

 

空間資源マネジメントによる大学キャンパスと地域の創造的再生： 

キャンパスの評価・デザインと地域(2)（7343～7345） 

本セッションでは、キャンパスが持ちうる多様な空間的機能の事例が、日本、中国、米

国の大学への調査分析を通して報告された。7343［上間・鶴崎］は、国立大学法人等 72 大

学 92 キャンパスを対象に、キャンパス空間の接続構造と、門、並木道、広場といった空間

資源の立地特性の関係を分析した。7344［杉浦・斎尾］は、中国における複数大学キャン

パスを集積配置させた＜大学城＞の開発実態を調査し、複数大学共用区域での集積のメリ

ット等を明らかにした。7345［上野・倉田］では、ポートランド市の都市再開発手法を分

析し、歩行者ネットワークを形成しやすい街区グリッドの実現、ミクストユースによる交

流促進など、ポートランド州立大学でも類似した空間計画が実施され、有効にはたらいて

いることを示した。［池上真紀 記］ 

 

建築社会システム 

 

集合住宅管理・再生(1)（8135～8139）  

 本セッションでは、区分所有マンションの管理と再生について、5 編の発表が行われた。

最初の 4 編は同一の研究グループによる発表である。経年マンションのグレードアップ工

事やリフォームの実態、隘路、課題について検討している。8135［関ほか］は、資産価値

を高めるためのグレードアップ工事が期待される反面、長期修繕計画に織り込みにくいこ

ともあり、今後の調査では大規模修繕工事との関係や資金調達方法について広く把握する

必要性を示した。8136［宇治ほか］は、共用部分の改修工事と一体的に専有部分の改修工

事を行うことの合理性と、それを推進するための方策について検討している。8137［秋山

ほか］は、管理規約やリフォーム細則などのルールがマンションの専有部分リフォームを

抑制するケースと推進するケースの両面があることを示した。8138［藤木ほか］は、共用

部分の更新工事に伴って専有部分の工事が必要となる場合の問題点と課題について、住戸

内排水管改修工事を事例として整理している。これら 4 編は、改修工事を実現させる上で
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欠かせない、合意形成や規約のあり方、さらにはそれらへの区分所有者の理解と協力とい

った「ソフト面」のあり方を検討する極めて重要な研究である。そこのことを裏付けるか

のように、活発な質疑が行われた。今後の発展が大きく期待される。 

 8139［森田ほか］は、茨城県の区分所有マンションの居住と管理の現状を報告した。人

口減少、都心回帰の流れの中で、茨城県のマンションが全国の中でどのような位置づけに

あるのか、都市部のとの大きな違いは何か、そしていわゆる地方都市のマンションは今後

どうあるべきかなど、興味深いテーマであったが、その問いへの示唆はまだ得られていな

いようであった。今後の継続的な研究に期待したい。［小杉学 記］ 

 

集合住宅管理・再生(2)（8140～8143）  

本セッションでは前セッションが個別のプロジェクトとしての分譲マンションの改修工

事を対象とした調査研究であったのに対し、同じ集合住宅の再生ではあるが、団地や都市

計画との関連の中での管理・再生問題に焦点をあてているのが特徴である。8140［小杉］

は、長年にわたって団地再生アドバイザーとして関わってきた千葉市内の団地再生の合意

形成の紆余曲折を丁寧にトレースし、「団地経営」視点に基づいた集会所建替え等の取組

の合意形成がかなり高いハードルになることを実証的に検証している。また、持続的取り

組みの重要性を指摘した。8141［藤井］は、1968～1986 年に実現をみた坂出市の人工土地

プロジェクトの現状の空間利用状況を分析することによって、人工土地上部の公営住宅部

分と下部の商店街部分に階層差が生じていること、人工土地上部の空間利用活性化という

視点からの居住者外利用促進と居住者を中心とした住宅部分の機能向上要求が必ずしも一

致しない現状を指摘した。8142［藤井］は、カナダ・トロント市のタワー・リニューアル

制度に着目して、空住戸や遊休化した郊外の集合住宅改修プログラムが一定の再生促進効

果を示していることを紹介した。必ずしも行政独自の施策としてではなく、NPO 等の活動

がこの取り組みの持続性を担保しているとの説明があった。8143［村上ほか］は、米国・

ランドバンクシステムに関して実施した現地調査結果の考察である。人口減少を経験して

いる米国・中規模都市の利活用されていない土地や建物を行政の資金を投じて整備する制

度の可能性を論じている。今回紹介された 2 事例は成功事例であるが、この制度がどのよ

うな条件で効果的に適用可能かどうかを確認する必要がある。日本の空き家対策にどう活

用できるか、フォロー調査分析を期待したい。［秋山哲一 記］ 

 

 

情報システム技術 

 

建築モニタリングと人間計測・センシング技術（11041～11043） 

本セッションでは、2 編の発表が行われた。11041［梁ほか］は、オープンソースハード

ウェアと加速度センサにより構造モニタリングシステムを構築し、模型供試体を用いた振
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動台実験を行い、得られた加速度データから変位応答を算定し、算定精度を検証した。11042

［中川ほか］は、arduiino，bluetooth モジュール、各種センサ、スマートフォンを組み合わ

せて動的な環境を計測できるセンサシステムを構築し、環境情報と心理量を、行動履歴を

含めて可視化した。いずれの発表も建築・人間のセンシングに取り組んだ研究であり、通

信・計測方法に関する活発な議論が行われ、有意義なセッションであった。［山邊友一郎、

林田和人 記］ 

 

建築のデザイン科学(1)（11044～11047）  

本セッションでは、設計思考や空間認知に関する 4 編の論文のうち、3 件について研究発

表が行われた。11044［関］は、ある住宅の設計プロセスをオリジナルのプロット図を用い

て詳細に分析することで、建築家が頭の中にあるイメージの記号操作を通じて設計意図が

いかに創発したり継続するかを解明しようとする、興味深い試みの研究発表であった。

11045［松本ら］は、人間が空間の奥行を感じる実体験についての写真と文章を用いた詳細

な記述から運動感覚的イメージ・スキーマを用いて図式化するとともに、建築家の言説に

当てはめることで、実際の建築空間で奥行感が感じることができるか確認するという、先

進的な取り組みの報告であった。11056［福田ら］は、心地よいシークエンスとして回遊式

日本庭園の空間体験を主観的文章として記述するとともに、シークエンスを場面に分割す

る規則を作成し、先の研究と同様の運動感覚的メージ・スキーマを用いた図式と比較考察

することで、体験のパターンを明らかにしようとした内容であった。いずれも、一人称的

経験を研究対象とする認知科学の新しい流れを汲んだ研究であり、活発な質疑が行われた。

［渡辺 俊 記］ 

 

建築のデザイン科学(2)（11048～11051）  

未提出 
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