
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００９年度大会（東北） 

学術講演発表 部門別概要 
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部  門 題  数 昨年度比 

材料施工 656 39 

構  造 2,123 ▲ 66 

防  火 165 8 

環境工学 1,234 ▲ 60 

海洋建築 52 10 

情報システム技術 41 ▲ 10 

教  育 28 5 

建築計画 817 68 

農村計画 124 11 

都市計画 573 42 

建築社会システム 175 ▲ 27 

建築歴史・意匠 414 6 

合  計 6,402 26 

 

  



１．材料施工部門（656 題） 

材料施工部門は、各種建築材料・建築部位の多様な性能、もの作りに係わる様々な生産技術、

長期に及ぶ耐久計画やその設計技法、使用段階の維持保全および環境・資源・健康など幅広い分

野の研究・開発を対象にしており、今年度の発表数は 656 題で例年よりやや多くなっている。 

全体的な傾向としては、今年も品質・性能関連、地球環境問題への配慮および建築物の長寿命

化への取り組みなどが多く、そのための高性能化、性能評価、性能設計、非破壊検査技術、リサ

イクルなどの発表が目立っている。以下に、分野別の講演の特徴・傾向について報告する。 

まず、当部門で最も講演数が多いコンクリート分野では、収縮・クリープが 48 題と最も多く、

次いで高強度コンクリート 36 題、強度・力学的性質 30 題、再生骨材・再生コンクリート 26 題、

混和材料 24 題、寒中・暑中コンクリート 16 題、フレッシュ性状 12 題、ポンプ工法 12 題などと

続き、アルカリ骨材反応、中性化、軽量コンクリート・PC・ポーラスコンクリートなどの講演も

行われる。この分野では、2009 年 2 月に JASS5 の大改定が行われ、計画供用期間の級が長期以上

の建物では、乾燥収縮率を 8×10－4以下と規定した。この乾燥収縮率の規定に備えるために、コ

ンクリートの収縮に係わる研究が盛んに行われた結果、この領域の学術講演が多くなったものと

考える。例えば、乾燥収縮に及ぼす相対湿度の影響、乾燥収縮率の早期推定、混和材料の収縮低

減効果、収縮ひび割れ発生、低収縮コンクリートなどの講演が行われる。 

無機系材料・工法分野においては、タイル工事に注目すると、断熱材下地へのタイル直張り工

法に係わる 5 件連続の講演があり、これらの研究によれば十分な性能を有していると結論してい

る。今後増加すると思われる外断熱工法のタイル仕上げの技術検討例として注目される。また、

今年もゴム状弾性を示す有機系接着剤によるタイル張りの耐久性、ひずみ追従性のほか、施工管

理・品質検査などが報告され、ここ数年の数多くの研究と併せて考えると、このタイル張り工法

は、剥離・剥落のリスクを殆どなくした高性能タイル張りとして位置付けされたように思われる。 

鉄骨・金属材料・工法分野では、18 件連続の住宅用薄板鋼材溶接部の設計・施工・検査に関す

る講演があり、今後の鉄骨系住宅に活用されることが期待される。また、高力ボルト摩擦接合や

現場溶接接合の耐力・信頼性評価のほか、腐食、曝露、ボルトのゆるみ止めなどの講演もある。 

有機材料・工法分野の塗料では、クールルーフを実現するための太陽熱高反射率塗料の性能評

価に係わる講演が多い。この種の塗装を施せば、屋根面の温度上昇を抑制できることが報告され

ている。しかし、汚れの影響や耐久性が課題として指摘されており、今後とも研究が必要である。 

防水材料・工法分野では、今年も露出防水層の強風時の挙動について、室内実験、風洞実験お

よび実構造物実験などの各フェーズで盛んに研究されており、ここ数年の研究により、耐風性評

価・設計が定量的に実施できる水準に達したものと思われる。また、密着防水工法の膨れ、ひび

割れ追従性、経年防水層の劣化診断のほか、難しい地下防水の性能試験にも挑戦している。シー

リング関係では、高性能化を目指したシーリング材の開発、ガラススクリーン構法の構造接着、

さらにガスケットの寿命予測など高信頼化・長寿命化を目指す取り組みの講演が行われる。 

機械化・情報化施工分野では、本設の柱をタワークレーンのマストとして活用する工法、線路

上空に大屋根を施工する工法、IC タグと携帯情報端末を利用した検査支援やトレーサビリティシ

ステム、アスベストの無人化除去･回収システムなどの実施例の講演が行われる。 

 （材料施工委員会広報委員 小野 正） 
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２．構造部門（2,123 題） 
構造部門の学術講演発表題数は 2,123（前年比-66）で、ここ数年来、約 2,000 の発表数を継続

しており、この部門での活発な研究活動を表している。発表には 14 の講演室が割り当てられてお

り、分野別にみると、荷重・信頼性 126 題（-16）、応用力学・構造解析 75 題（-5）、基礎構造 140

題（-10）、シェル・空間構造 116 題（-22）、振動 497 題（-1）、原子力プラント 65 題（+27）、木

質構造 291 題（+25）、鉄骨構造 263 題（-26）、鋼・コンクリート合成構造 74 題（-12）、鉄筋コン

クリート構造 381 題（-29）、プレストレストコンクリート構造 46 題（0）、壁式構造・組積造 49

題（+3）となっている（括弧内の数字は、昨年度との増減）。分野別では、振動、鉄筋コンクリ

ート構造、木質構造、鉄骨構造といった分野での講演題数が多く、特に木質構造分野の発表題数

がここ数年増加傾向にある。また、例年と同じく各構造分野から 11 のパネルディスカッションが

開催されるほか、構造部門の研究協議会として「高機能社会に求められる建築構造と構造委員会

が果たすべき役割」も企画されている。 

振動、鉄筋コンクリート構造、木質構造、鉄骨構造、鋼・コンクリート合成構造などで分野横

断的に発表されているものとしては、ここ数年の傾向と同様に免震構造、制振（震）構造、耐震

補強工法および振動台実験に関する研究が挙げられる。 

分野別に見ると、振動分野では、地震動、地盤震動、動的相互作用、建物の応答特性を扱った

従来からの研究に加え、ここ数年増加傾向にある免震・制振（震）関係の研究や地震情報・防災

システム、構造ヘルスモニタリング、損傷検出・損傷評価に関する研究、長周期地震動、地震災

害・震害評価といった比較的新しい研究など、多岐にわたる発表が予定されている。 

鉄筋コンクリート構造分野では、平成 20 年度国土交通省建築基準整備促進補助事業に関連した

研究を対象とした「RC 構造設計技術基準の整備に関する研究」と題したオーガナイズドセッシ

ョンが設けられ、11 題の研究発表が予定されている。また、柱、梁、柱梁接合部、耐震壁などの

従来からの研究に加え、耐震診断・耐震補強に関する研究発表が 18 のセッションと年を重ねるご

とに増加してきていることは注目に値する。 

壁式構造・組積造分野においても「海外の組積造等構造物の地震被害とその対策」というテー

マでオーガナイズドセッションが企画され、10 題の発表が予定されている。 

鉄骨構造分野では、従来からの研究の中でも、柱梁接合部、骨組および制震構造に関する研究

発表が活発であり、また、E-ディフェンス鋼構造建物実験研究をはじめとして振動台実験に関す

る研究も数多く発表される予定である。 

木質構造分野ではここ数年と同様に、木質部材・架構の構造設計法に関する研究に加え、耐震

補強に関する研究、伝統建築に関する研究、および戸建て住宅等の実大振動実験に関する研究な

どが多数発表を予定している。 

基礎構造分野では、杭の鉛直支持性能に関する研究や地盤改良に関する研究などを中心に一般

講演として48題が、また他に92題がポスターセッション形式でそれぞれ発表される予定である。 

（構造委員会広報委員 倉本 洋） 
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３．防火部門（165 題） 
 防火部門は建築火災安全に関する研究全般を対象としている。基本的な研究分野である火災性

状の予測・材料の防火性・構造の耐火性・煙の流動制御・避難安全・都市防災などを核に、各セ

ッションは社会状況と時代背景を反映してより細分化したテーマへと移行する傾向を示している。 

今年度の研究発表梗概題数は165題であり、昨年度(157題)より若干増加している。1996年～2002

年にかけて103題～130題であったものが、2003年145題・2004年173題・2005年175題と急速に増加

した。その後2006年159題・2007年147題と減少傾向が続いたが、2008年157題・本年165題と再び

増加し始めた。これは、研究内容が防火部門以外の工学分野と関連するものが多くなっているこ

と、また、東アジアの国々からの発表が増加したこと、そして、現状の防火設備等の防火性能の

再確認に関する実験的研究が増えたことによると考えられる。 

他の工学分野との関連では、地震を受けた建物の建築部材・設備の火災時挙動が目立つ。本年

の防火分野の研究協議会でも地震後の火災が取り上げられているが、学術講演の中でも「地震を

受けて損傷した架構が火災加熱を受けた場合の架構の挙動」・「損傷を被った間仕切り壁の耐火性

能」などが発表されている。また、本年は、地震後の火災に対する研究として「高層建物スプリ

ンクラー設備の中地震振動実験」についての一連の報告がある。建築防火設備の地震後の性能に

ついては、設備機器に関する基準の中である程度の耐震基準はあるものの、実験をベースとした

報告はない。今回の報告は中地震に対する報告であるが、引き続き、十分な消防活動が望めない

兵庫県南部地震等のごくまれな地震に対しての研究が望まれる。また、近年では消防法の性能規

定化もあり、火災という同じ災害を軸とした建築防火と消防活動との融合的な研究がなされてき

ており、本年は特に、消防活動をタイトルとした分類が登場し「防耐火ガラスを用いた消防活動

拠点」に関する4題の発表が行われる。 

韓国・中国・台湾などの東アジア諸国からの発表題数は、2005年～2007年の3年間で8題であっ

たものが、2008年には11題、本年は12題と一挙に増加している。これは、東アジアの国々が日本

の法の性能規定化を参考に自国で同様な動きをはじめたこと、これに東京理科大学の東アジアを

視野に入れた火災に関するグローバルCOE活動や火災学会の国際化の動きも重なったためである

と考えられる。 

また、昨年からは2000年の建築基準法改正後の基規準が見直しの時期にさしかかり、簡易間仕

切り壁の耐火性に関する実験的検討など2002年に施行された耐火性能や避難安全の検証法の拡

張・整備に関する国の建築基準整備事業に関わる研究が実施され、今後の防火法規改正の動向を

うかがわせる研究発表が多くなされている。 

（防火委員会広報委員 池田憲一） 
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４．環境工学部門（1,234 題） 

 2009 年度大会（東北）学術講演会における環境工学部門の発表題数は 1,234 題で、昨年度の大

会（1,294 題）に比べると、5％（60 題）ほど減少しているが、ここ数年、数十題の幅で増減して

おり、全体としては安定している傾向にある。 
 研究発表は、音（90 題）、環境振動（28 題）、電磁環境（27 題）、光（68 題）、水（41 題）、熱

（283 題）、空気（143 題）、建築設備（225 題）、都市環境・都市設備（153 題）、環境設計・地球

環境（114 題）、環境心理生理（62 題）の 11 の分野、8 の会場で行われる。音から空気までの 7
分野は環境要素ごとの分野で、建築設備から環境心理生理までの 4 分野は応用的・横断的な分野

である。今年度は、電磁環境、光、水、建築設備、環境設計・地球環境の分野の発表が昨年度よ

りも増えており、音、環境振動、熱、空気、都市環境・都市設備、環境心理生理が昨年度より減

っているが、これも例年の変動幅の範囲と考えられる。全体のテーマを概観すると、環境要素ご

との理論、解析、評価に関する研究の深化とともに、都市環境・都市設備、環境設計・地球環境

の分野を中心に、地球環境問題への関心の高まりから、省エネルギー・省 CO2、ヒートアイラン

ド軽減に関わる研究が多い。以下に、分野別に本年度の傾向を紹介する。 
音環境分野では、音響、騒音の評価・予測、遮音についての発表が行われ、床衝撃音の評価方

法についてのオーガナイズドセッション（OS）が行われる。環境振動分野では、振動源・振動予

測、伝搬、振動感覚・性能評価、設計法とセッションが体系的に組まれて発表が行われる。電磁

環境分野では、基礎理論、磁気･電磁環境、計測・評価法の発表が行われる。光環境分野では、

夜間照明・防犯、夜間景観、昼光・採光、色彩・視認性、空間評価、生活行為と照明の省エネル

ギーなどの発表が行われ、総合的な問題としてオフィス執務空間、住宅における視環境の評価と

設計というテーマで OS が 3 つ行われる。水環境分野では、給水・給湯、トイレ、排水、水環境、

バイオマス・水質浄化の発表が行われる。高効率な給湯システムに関する発表がまとまった数み

られる。熱環境分野は発表題数が最も多く、遮熱・断熱、熱負荷、室内温熱環境、熱負荷計算、

湿気、太陽エネルギー利用、通風・換気、蒸発冷却、駅やオフィス・住宅などの各施設の温熱環

境など多岐にわたる発表と建築物の熱・環境性能評価についての OS が行われる。空気環境分野

は、換気・通風・気流性状と室内空気質の二つに大別され、前者はおもに建物用途ごと、後者は

化学物質・微生物・粒子などについての内容に分けられる。業務厨房内の温熱・空気環境と換気

システムについての OS が 2 つ行われる。建築設備分野では省エネルギーに向けたシミュレーシ

ョンツール・コージェネレーション・未利用エネルギー・自然エネルギーや各種空調方式、設備

の発表が行われる。特にシミュレーションツール BEST についての発表がシリーズで組まれてい

る。また、昨年同様、知的生産性の研究の発表も多い。高効率空調機器の新しいアプリケーショ

ン手法についての OS が 2 つ行われる。都市環境・都市設備分野では、都市熱環境・ヒートアイ

ランドと都市エネルギーに大別される。前者は熱環境の計測と解析、クールルーフや緑化などの

対策、後者は省エネルギー・省 CO2をめざして、中国を含めたエネルギー消費実態、エネルギー

システム、低炭素地域・都市づくりなどの発表が行われる。環境設計・地球環境分野では、以前

から継続の CASBEE、および今回発表の CASBEE－都市、環境関連データベース構築プロジェク

トの成果発表が注目される。地球環境建築デザインというテーマで OS が行われる。環境心理生

理分野は、感覚・知覚・認知・行動から、音・温熱・美観・色彩・室内空間、環境配慮行動など

の発表が行われる。また，環境心理研究の実践というテーマで OS が 2 つ行われる。 
（環境工学委員会広報委員 佐土原聡） 
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５．海洋建築部門（52 題） 
 2009年度大会（東北）学術講演会における海洋建築部門の講演は、3号館32G室において、8月

27日（木）13:30～17:23、8月28日（金）9:00～12:21の2日間で行われます。海洋建築部門の講演

数は52題であり、構造系28題、計画・環境系24題となっています。 

 今年度の傾向は、浮体型市場の設計、大規模浮体の波に対する構造物の安全性を検討する解析

法、ウォーターフロント空間における緑地化などの「海洋空間利用」に関する多くの講演が行わ

れることにあります。このほかにも、海洋建築物やウォーターフロントを対象とする研究だけで

はなく、津波を対象とした研究に関する講演が行われます。 

今年度の大会における発表内容を分類すると、構造系では、「粘性流体」、「浮体動揺・波荷重」、

「浮体の流力弾性」、および「構造計画・調査」の4つのセッションがあります。計画・環境系で

は、「景観・デザイン」、「沿岸防災・管理」、「保全・利用」、および「水辺文化・整備」の4つのセ

ッションがあります。 

 構造系および計画系・環境系における主な講演内容は以下の通りです。 

構造系に関しては、「粘性流体」のセッションでは、流体中に置かれた構造物まわりの流れに関

する研究の講演が行われます。「浮体動揺・波荷重」のセッションでは、浮遊式海洋建築物の動揺

解析、津波に強い住宅の開発に関する研究、海域津波ハザードマップの開発に関する研究などの

講演が行われます。「浮体の流力弾性」のセッションでは、大規模浮体の波に対する応答解析手法

および実験に関する講演、浮屋根式タンクの地震時スロッシング応答に関する研究などの講演が

行われます。「構造計画・調査」のセッションでは、既存の海中展望塔の調査に関する研究、海底

建築物の構造設計、および浮遊式海上レストランの構造設計に関する講演が行われます。 

計画・環境系に関しては、「景観・デザイン」のセッションでは、築地市場の移転計画をふまえ

た浮体型市場の設計、海洋空間における景観・環境デザイン制度の調査に関する研究などの講演

が行われます。「沿岸防災・管理」のセッションでは、自治体・NPO・民間企業の活動範囲を対象

とした沿岸域総合管理の対象範囲に関する研究、災害対策設備を活用した地域コミュニティ形成

に関する研究などの講演が行われます。「保全・利用」では、臨海公園におけるレクリエーション

空間の適正配置、ウォーターフロントにおける港湾緑地に関する研究、ウォーターフロントの環

境特性に適合した屋上緑地に関する研究などの講演が行われます。「水辺文化・整備」のセッショ

ンでは、東北地方の沿岸域に立地する風土的建築物に関する研究、港を活かした水辺空間の形成

に関する研究などの講演が行われます。 

 海洋建築部門は、構造系、計画系、環境系の研究者や実務者が海洋をテーマとして取り上げた

研究に関する成果を発表する場となっています。 

（海洋建築委員会広報委員 藤田謙一） 
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６．情報システム技術部門（41 題） 
 情報システム技術部門では41題の報告がある。この部門は、設立当初の意図にもあるように専

門分野を横断した報告が行われるため、その報告の対象範囲と内容は広いものである。 

 発表セッションは以下に記す7セッションに分けられているが、セッション間での関連性も高い

ものがあり、興味の内容によっては複数のセッションに関連する報告がなされている。セッショ

ン別に見ると、知的システムのセッションではセンサの活用や学習アルゴリズムの応用が試みら

れており、建築空間や施工現場の環境認識や把握、それに基づく空間やエネルギー制御のための

システムに関するもの6題が報告されている。ソフトコンピューティング・複雑系のセッションで

は、遺伝的アルゴリズムやニューラルネットワークを用いた最適化や劣化診断システム、商店街

の空き店舗形成シミュレーション、河川の河床形状生成に関するもの6題であり、複雑系として捉

えられる対象範囲の広がりが感じられる。VR・感性工学のセッションでは、VRやセンサを用い

た経路選択や着座姿勢、AR画像の提示方法、防災教育に関するもの5題であり、空間体験のシミ

ュレータを拡張あるいは避難行動などに応用しようとする試みは、これからの展開を期待させる。

アルゴリズミック･デザインのセッションでは、形態生成や架構部材生成への応用に関するもの6

題と設計支援ツールとしての現状分析1題であり、デザインへの応用方法開発に関する報告と同時

に、この手法の形状決定への応用経緯についても報告がなされている。シミュレーションのセッ

ションでは、設計支援や最適化、グリッドコンピューティング、粒子モデル、社会数理モデル、

CO2排出管理に関するもの6題であり、対象やテーマ、方法など多岐にわたる報告がなされている。

GIS・データベースのセッションでは、広域避難シミュレーションや時空間情報の更新体制、プ

ローブによるタクシー需要の時空間分析、方向データを利用した写真管理、BIMと技術文書処理

に関するもの5題であり、GISの空間データの活用方法や取得方法、データベースと文書検索シス

テムの融合など、実用的な応用への試みが報告されている。最後の、ユビキタスのセッションで

は、ロボットを活用したスマートショールームや建物構造、人の行動、施工現場の状況のモニタ

リング、建築空間の遠隔制御に関するもの6題であり、ユビキタスセンサ技術の向上に伴う適用範

囲の拡大を受けて、積極的にその応用を図っていこうとする姿勢が感じられる。 

 この部門のトピックスとしては、セッションを通して見られるようにセンサ技術の向上とその

応用があげられる。また、VR・GISを応用した避難行動や教育への応用についてもこれからの発

展が期待される。 

（情報システム技術委員会広報委員 位寄和久） 
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７．教育部門（28 題） 

教育に関する研究は、各部門別に個別的な課題がある。教育現場では、それぞれの部門で様々

な努力が試みられ、実績も成果もそれなりに蓄積されてきている。その成果を、学会の各部門で

の発表にとどめることなく、すべての部門で、共有していくことが重要である。教育は学会全体

でとりくむ重要な問題であるゆえ、建築教育に関わる横断的な問題、共通する検討課題を、継続

的に議論する場として、教育部門の講演会は意義深い。 

大学改革や建築士法改正、建築家認定の国際基準といった、建築教育にかかわる外部環境が大

きく変わっていく中で、ますます教育に対する関心は高くなっている。さらに、子供や市民を対

象とした環境教育についても、考えるべきことは多い。こうした教育に対する問題意識の高まり

を反映し、学会大会における教育部門の梗概発表は年々増加している。本年度は、28題（オーガ

ナイズドセッション5題を含む）の発表が行われる。 

教育部門での発表は多部門にわたり、構造、都市計画、施工、設計、環境、防災、情報といっ

た各分野の教育研究が寄せられた。これらの研究が扱う教育の対象者は、一般市民を対象にする

ものと、建築を専門とする学生を対象とするものの2つに分けられる。 

1)一般市民や子供を対象とした、啓蒙教育、住教育、環境教育に関する研究 

2)建築を専門とする学生を対象とした教育の試み（構造教育、設計教育、施工教育） 

1)については、地域と連携したまちづくり教育や景観教育、環境教育の試みが発表される（梗

概発表「市民教育・住教育」、「ものづくり教育、体験学習」）。例年に続き、興味深いワークショ

ッププログラムの成果や実績が発表される。 

2)については、CADなどの情報技術を利用した教育手法や、構造力学を動機付けながらわかり

やすく教える試みが注目に値する（梗概発表「構造教育、CAD教育、e-ラーニング」）。ものづく

りや施工に関しては、実際の空間や建設の体験を通して教育を行う試みがある（梗概発表「もの

づくり教育、体験学習」）。 

本年度は特に、設計・デザイン教育に関して多くの研究が発表される。梗概発表で5題、オーガ

ナイズドセッションで5題が集まった（梗概発表「デザイン教育、国際教育」、オーガナイズドセ

ッション）。ここでは、国際化に対応した教育手法、他国での教育事例なども発表される。これま

で設計教育に関する研究は、実際におこなわれた設計課題の試みについての報告が主であった。

今後は、教育の試みの報告から一歩すすめ、設計思考を分析したり、教育効果を測定したりする

研究が求められるだろう。学生の能力や熱意の個人差も大きく、客観的で量的なデータ分析は難

しい分野であるが、設計教育にフィードバックしていくためにも、科学的分析が必須となる。こ

の点からも、オーガナイズドセッションでの阿部氏の問題解決プロセスの研究や、横山氏、富岡

氏の設計プロセスの思考に関する研究の発表が注目される。 

昨年度よりも、広い分野の教育研究が集まった。大学教育においては、これまで以上に多様な

学習ニーズへ対応した個性豊かな教育が求められている。手取り足取り教えていく方法から、厳

しい専門教育まで、試みられる教育の手法は様々であるが、今後はこれらの提案の積み重ねを分

析し、評価していくことが重要になっていくだろう。建築教育についての課題は、建築学全体の

問題として、分野をこえた議論の盛り上がりが期待される。 

（建築教育委員会広報委員 元岡展久） 
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８．建築計画部門（817 題） 

建築計画分野においては 817 題の研究発表がなされる。これらの研究発表は、建築計画の基礎

理論および設計方法論に関する研究、住宅建築や住生活の実情やあり方に関する研究、非住宅施

設（地域施設や商業施設）の実情やあり方に関する研究、構法計画に関する研究、横断的かつ実

践的な設計計画に関する研究などに分類される。特に、建築計画の基礎理論に関するテーマとし

て「行動特性の実測と避難行動シミュレーション」、住宅や地域施設の実情やあり方に関するテー

マとして「子どもの環境」に注目し、オーガナイズドセッションが開かれる。 

「子どもの環境」オーガナイズドセッション（8 月 26 日水曜日午後）において、子どもにとっ

ての環境（以下、子ども環境）をつくるという観点から地域、住宅地、保育施設、子育てひろば、

火災安全のあり方などを問う 10 題の研究発表がなされる。都市居住の状況や家族関係のありよう

の変化に伴い、子どもを取り巻く環境は大きく変化し続けている。少子化、核家族化、女性の社

会進出や共働き世帯の増加などによって、かつては家庭がもっていた育児機能を家庭の外に求め

る傾向が強まっている。対応する施設として、乳児保育、延長保育、学童保育を含む保育施設や

放課後や週末の学童の居場所となる児童館などの地域施設が継続的に整備されている。また、地

域コミュニティの希薄化、子育てに対する社会的無関心、過度の「安心安全」要求などは、子育

ての孤立や閉塞化や子どもの生活環境の貧困化を引き起こしており、これに対して、地域による

子育て支援や子ども環境の継続的な形成を担う主体や施設が求められている。これらの状況を踏

まえ、(1)外出距離と交通手段や外出先の関係に焦点をあてた地域における子育て中の親子の外出

行動、(2)高度成長期に計画された幼稚園を事例とする子ども環境の成熟過程、(3)東京都都心部の

マンションに複合された保育所・学童クラブを例にした子育て関連施設の整備と計画、(4)幼稚

園・保育所・認定こども園の全国アンケート調査に基づく各種就学前保育施設の概況とその差異、

(5)学童保育における児童の行動と空間からみた子どもの居場所、(6)保育所におけるものの占有状

況と子どもの単位空間、(7)全国の子育てひろばを対象とした地域子育て支援拠点事業「ひろば型」

の運営体制と課題、(8)つどいの広場事業（地域子育て支援拠点事業ひろば型）における子育て支

援の場の実態、(9)指示代名詞による領域分節に焦点をあてた幼児の心理的自我領域に関する研究、

(10)住宅火災による子供の死者に関する統計と事例についての研究報告がなされ、子ども環境の

実態や質向上のための方法、手本となる事例から学ぶべき子ども環境形成過程などについて深堀

した議論がなされる。 

「行動特性の実測と避難行動シミュレーション」オーガナイズドセッション（8 月 27 日木曜日

午前）においては、避難行動シミュレーションの精緻化や妥当性検証を行動特性の実測に基づい

て行う研究として、(1)群集行動実験によるデータ収集と避難行動シミュレーション妥当性検討の

問題点、(2)鉄道の駅段における 1 方向流動の特性の実測および実験の 2 題が発表される。 

また、設計という創造的行為を対象とする基礎研究（12 題）も興味深い。 

（建築計画委員会広報委員 藤井晴行） 
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９．農村計画部門（124 題） 
農村計画部門の今年度の傾向を述べる。田舎ぐらし、団塊世代の新規就農、ギャルの田植え、

フリーター・非正規労働者の農村受け入れなどの社会現象が注目されてきており、都市住民にと

っての「農村」の価値転換が進行しているなかで、都市住民を農村が受け入れる基盤、条件整備

という視点で、定住支援、空き家活用といった研究が増加、充実していることが本年度の特徴で

ある。具体的には、農村出身者のＵターンまで視野に入れた「定住・移住」5題、「空き家活用」6

題、「定住支援」（オーガナイズドセッション）4題がこれに相当する。これまでは、空き家を活用

した事例報告や来住者の実態や意識を考察したものが中心であったが、本年度では、自治体の定

住支援事業を報告、評価したものが目立ち、地域でのこうした取り組みが深度化していることが

うかがえた。 

同時に、農村や里山を舞台とした住民による保全活動、環境教育活動などに関わる事例を報告

した研究が増加してきている。これまでの都市農村交流、地域づくり活動に関する研究は依然と

して継続しているが、これに伍して増えてきた分野である。農村地域でありながら、都市住民、

新住民が中心となって行う活動、環境をキーワードとする活動が近年増加してきており、こうし

た動きを捉えたものであると言える（「保全活動」4題、「環境創造・教育・活動」6題、「地域活性

化」4題、「農村都市共生・まちづくり」5題）。 

さらに、福岡県西方沖地震、新潟県中越沖地震などを契機として、島嶼部や農村部における災

害復興も大きな研究課題となってきており、近年ますます充実してきている（「自然災害復興事業

の効果」4題、「自然災害復興支援・ネットワーク」5題、「自然災害に対する防災・減災意識」5

題）。 

以上のことが比較的、近年起きてきた、あるいは非日常の農村における新しい社会現象を扱っ

た研究であるとするならば、一方で、農村において継続してきた歴史的文化的営みやその結果と

しての、景観や集落空間構成に関わる研究も依然として大きな割合を占める（「集落・地域景観」

6題、「景観・環境資源」6題、「文化的空間・水辺空間」6題、「景観形成」4題、「集落景観」5題、

「集落空間のなりたち」12題）。特筆すべきことは、文化庁の文化的景観、農林水産省の農地・水・

環境向上対策事業など、行政の新しい枠組みとの関連で論を進める研究が見られ、こうした研究

分野でも、新しい社会的ニーズに応える研究が今後増加してくると思われる。同様に、平成の大

合併が一段落したなかで、市町村合併の弊害を克服しようとする地域自治組織の誕生に着目した

研究も見られた（「市町村合併・地域自治組織」5題）。さらに、海外の先進事例、制度や海外にお

ける集落空間の構成原理に関する報告も見られた。また、タンザニアやベトナムの事例研究では、

こうした伝統的空間の今日的意味（場合によっては日本的意味）についても考えさせられる点が

特筆される（「海外事例」4題、「海外集落・住生活」6題）。最後に、「高齢者居住環境」6題や「地

域施設」6題、「地域空間と生活環境」5題、「漁村集落」5題など、高齢化、人口減少時代を迎え、

ますます重要となってきている研究も多い。 

（農村計画委員会広報委員 齋藤雪彦） 
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１０．都市計画部門（573 題） 
１．本年度の学術講演の概要 

573 題（うち OS 35 題） 
都市計画部門における本年度の学術講演総数は 573 題（昨年度より 42 題増）となっている。こ

のうち、オーガナイズドセッション（OS）の発表は 7 テーマ 35 題となっている（昨年度は 5 テ

ーマ 30 題）。本年度はポスターセッションによる発表はない。 
 
２． 学術講演梗概（538 題）のトピックス 
 学術講演においては、都市計画部門では便宜上、テーマを 10 分類しているが、本年の発表件数

の多い順にあげると次のようになる。 
「景観と都市設計」142 題、「市街地変容と都市・地域の再生」100 題、「都市環境と災害」58

題、「都市像と計画」54 題、「調査・評価と計画支援」53 題、「地区とコミュニティ」46 題、「参

加と組織」43 題、「制度と行政」23 題、「都市論と都市形成史」18 題、「教育と資格」1 題である。 
「景観と都市設計」は例年通り、都市計画部門の全体の 4 分の 1 を超えて多くの関心を寄せた

テーマである。景観の評価、コントロール手法、歴史的景観・まちなみ保全など、国内の景観の

みならず、アジア、ヨーロッパなどの海外事例の研究発表も行われている。また、「市街地変容と

都市・地域の再生」は昨年より 20 題増加している。密集市街地、中心市街地、商店街の変化をテ

ーマにしたものが多い。「都市環境と災害」の中では、災害後の都市の復旧・復興、被災者支援、

防災活動、木造密集市街地などがテーマに取り上げられている。「調査・評価と計画支援」では、

IT や GIS を用いた研究が見られる。「地区とコミュニティ」と「参加と組織」は比較的近い関係

であるが、まちづくり活動における住民参加が取り上げられている。 
全体傾向として、昨年同様であるが、景観、地域、市民、協働、マネジメント、防災、子ども・

高齢者など今日的なキーワードが含まれた分析的な研究が多く見られる。 
 
３．オーガナイズドセッション（35 題）のトピックス 
本年度のオーガナイズドセッションでは、以下の 7 つのテーマを設けて研究討論が行われる。 
テーマ１：戦略的地域・大学の連携による地域再生の方向性(1)(2) (3)  8 題 
テーマ２：地方都市中心市街地のまちづくりビジョン 4 題 
テーマ３：郊外部および農村部のまちづくりビジョン 4 題 
テーマ４：マスタープランおよび広域圏のビジョン 5 題 
テーマ５：都心および歴史地区のまちづくり 4 題 
テーマ６：居住環境問題と都市デザイン 4 題 
テーマ７：地域の生活環境保全・改善・創造のための計画システム、支援方法(1)(2) 6 題 
着目点は異なるものの、総じてマネジメントやビジョンに関しての研究梗概が募集された。「戦

略的地域・大学の連携による地域再生の方向性(1)(2) (3)」では、地域と大学の連携が議論される。

「地方都市中心市街地のまちづくりビジョン」、「郊外部および農村部のまちづくりビジョン」、「マ

スタープランおよび広域圏のビジョン」では、狭義の都市計画にとどまらず、地域を再生する地

域まちづくりのビジョンを、「都心および歴史地区のまちづくり」は、歴史を活かしたまちづくり、

「居住環境問題と都市デザイン」は、居住環境と都市デザインをテーマに議論される。「地域の生

活環境保全・改善・創造のための計画システム、支援方法(1)(2)」は、地域の身近な生活環境資源

を保全・改善する活動実態、支援、計画システムなどが議論される。 
（都市計画委員会広報委員 宮脇 勝） 
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１１．建築社会システム部門（175 題） 
「建築社会システム」部門は、昨年度までの「建築経済・住宅問題」部門から名称を変更し、

建築の社会･経済的システムの領域に関する研究活動を対象に、学際性・業際性と新しい課題への

チャレンジ精神を大切にした展開を重視した内容となっている。 
本部門では、本年度の大会では175題（8001-8175）が報告される。以下、大会の日程に沿いな

がら、主な内容を紹介する。 
一日目（26日）の午前中は4つのセッションが予定されている。住宅政策・公的セクターのセッ

ション（8001-8005）では、現代の建築に関する重要な課題への提言が、様々な視点からなされて

いる。高齢者の住まいと地域生活のセッション（8006-8010）では、具体的な対象を取り上げた80
09-8010などの、社会の現状を明確に捉えようとした内容が報告される。困窮者・障がい者への住

宅支援のセッション（8011-8017）では、障害者が直面している実態と、そこにある課題を、複数

の視点から報告されるものである。ライフスタイルと住要求のセッション（8018-8023）では、現

代社会で多様化しているライフスタイルに対し、住環境に対する要求内容を把握し、必要な方向

性を示唆した内容が発表される。 
一日目の午後は、9つのセッションでの発表がある。集合住宅の建替え・維持管理のセッション

（8024-8029）では、集合住宅に関する極めて多角的な発表が含まれることになっており、対象に

関する現代の課題を立体的に浮き彫りにしていく内容となる。住宅管理・経営と住宅流通のセッ

ション（8030-8041）では、国内外を広く対象とした住宅に関する現代の社会システムからの視点

を中心とした発表がなされる。特に、海外の現状を基に住宅履歴の必要性を浮き彫りとした8037-
8038などの報告が注目される。住環境のセッション（8042-8048）では、現代の住環境に関する多

角的な示唆が報告される。特に、8042-8045の都市、町並みレベルの問題を包括的に示唆する内容

が、現状の重要な課題を示している。 
二日目（27日）は、午前中に発注方式（8099-8104）、プロジェクト・マネジメント（8105-8112）、

維持管理（8113-8122）の3つのセッションがある。各テーマ共に昨年より充実し、掘り込んだ内

容が目立つが、特に、8104のPFI組織に関する研究、8105-8107のプロパティマネジメントに関す

る研究、8111-8112の建設共通パスに関する研究の発表が注目される。 
三日目（28日）午前は、8つのセッションが予定されている。住意識（8049-8055）、住宅リフォ

ーム（8056-8061）、防犯性能・防犯システム（8062-8068）、住宅被害・復興住宅（8069-8073）に

関しては、各テーマ共に極めて広い視点からの研究報告がなされる。建築利用実態（8123-8128）、
リスクマネジメント（8129-8135）、新構造システム・社会資産（8136-8141）、ものつくり・技術調

査（8142-8146）のセッションでも現代社会のメカニズムを背景にした多岐にわたった報告がなさ

れるが、特にリスクマネジメントのセッションで重要な示唆がなされている。特に、8129や8131
などの地震被害に対するリスクに対して、深い示唆に富んだ研究発表が目立つ。 
三日目午後は、木造（8147-8156）、工業化住宅（8157-8161）、生産性（8162-8167）、資源管理（8

168-8175）の各セッションの発表がある。各テーマ共に、生産面、物流面などの社会的なメカニ

ズムをテーマにした研究発表が目立つ。特に、8157-8161の工業化住宅のセッションの発表は、い

ずれも内容を深く掘り下げた重厚な研究内容となっている。また、8169、8173などの内容を中心

に、分野を超えた社会メカニズムに関する問題に挑んだ研究が含まれ、既存の学問領域を意識し

ない包括的な研究が増えていることを表している。 

（建築社会システム委員会広報委員 吉田 敏） 
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１２．建築歴史･意匠部門（414 題） 

2009年度大会（東北）の学術講演では、建築歴史・意匠部門において、これまでとほぼ同数の

多くの論文応募があった。本部門では1998年度大会（九州）に300題、2004年度大会（北海道）に

400題の大台を超えたのち、毎年400題以上の応募があり、2009年度大会（東北）においても合計

414題を数え、会場では活発な討論の展開が予想される。また、構造、環境工学、建築計画、材料

施工、都市計画に続いて応募論文数が多く、建築学術分野にあって建築歴史・意匠が重要な位置

を占めることを物語る。さらに、昨年までは、一部の大学からの論文投稿が目立っていたが、今

年度はさまざまな大学や研究機関から多くの論文が提出される傾向が強くなり、広範で多様な研

究成果の促進によって、これまで以上に今後の「歴史学の社会化」が期待される。しかも、30代

の若手研究者からの応募が多くなっていることは、最も重要かつ喜ばしい傾向として強く指摘し

たい。 

2009年度大会における建築歴史・意匠部門の研究内容を分野別に見ると、意匠論の71題を筆頭

に、日本建築史、作家・作品論、保存、東洋建築史、西洋建築史、都市史の順に多い。意匠論と

日本建築史、とりわけ近代を対象とした論文数が多い近年の傾向は、2009年度も続いている。ま

た、今年度は西洋建築史の論文数が3倍近く伸びていることも特筆すべきであろう。それでも、1960

年代から80年代の一時期に比べて、西欧や東洋を問わず、海外を対象とした研究が減少している

印象は否めない。これからは、より広域的な視点で日本建築史を再構築する必要があり、今後の

海外研究の促進が望まれる。 

また、日本ではここ数年の経済回復に端を発した都市開発により、バブル期と同様、歴史的な

街並みや建築がいとも簡単に破壊されなくなりつつある。近代建築や戦後直後の貴重な建物を失

う現状にあっては、意匠論や建築論の展開とともに、保存やその方法論に関する研究をより活発

化させる必要があり、実際にこの分野の論文数も増えている。それと並行して、国宝や重要文化

財ではないにしても、「歴史の社会化」を目指して、街や建築に対していかに歴史や文化を生かし

ながら再生していくのか、さらに場合によってはどのように復元するのかといったことも解決し

なければならない重要な問題である。純粋な学術研究のさらなる進展を目標としながら、社会に

対してより多く発言していく姿勢が本部門に求められているはずであり、この点についても今後

の課題としなければならない。 

そうした視点から見ると、刺激的で精度の高い論文が多いなかで、とくに保存や復元のための

基礎なる研究である東京丸ノ内駅舎と旧横浜生糸検査所附属倉庫に関する一連の研究は注目すべ

き内容を多く含む。同時に、それらをいかに現代都市の中で展開させていくかという点では、意

匠論・都市の各論文も示唆に富んでいる。それ以外にも、21世紀の都市と建築のビジョンを創造

するための基盤となる研究論文が建築歴史・意匠部門に集まっている。学術や業界における建築

歴史・意匠部門の果たす役割がより重要さを増しているのであり、今後もより多くの研究を蓄積

し継続していくことが本部門に関わる会員に求められている。 

（建築歴史・意匠委員会広報委員 高村雅彦） 
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