
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１０年度大会（北陸） 

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 667 11 

構  造 2,245 122 

防  火 174 9 

環境工学 1,305 71 

海洋建築 48 ▲4 

情報システム技術 44 3 

教  育 29 1 

建築計画 782 ▲35 

農村計画 118 ▲6 

都市計画 526 ▲47 

建築社会システム 216 41 

建築歴史・意匠 462 48 

合  計 6,616 214 

 

  



１．材料施工部門（667 題） 
 材料施工部門は、各種建築材料・建築部位の性能、施工・生産技術、耐久計画やその設計手法、

改修や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 667 題で昨年より 11 題多くなっている。 
 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。 
 今年度目立ったのは、改修・維持保全の 49 題で、躯体や仕上げ材など様々な材料・工法を対象

として、劣化の実態調査、その方法、補修方法、アスベストの除去技術、維持・保全手法の開発、

二酸化炭素排出と多岐にわたる内容の講演が行われる。最近の建設需要の低迷に伴い、新築から

維持・保全へと研究課題がより顕著にシフトしてきた結果と考えられる。 
 材料の分野別にみると、コンクリート分野では、昨年度と同様に収縮・クリープが 49 題と最も

多く、次いで打込み・打継ぎ・締固め等の施工に関するもの 24 題、フライアッシュ・高炉スラグ

24 題、高強度コンクリート 22 題、再生骨材・再生コンクリート 21 題、水・骨材・砕石粉 19 題、

原子力発電所施設用のコンクリート 18 題、繊維補強コンクリート 17 題、プレキャストコンクリ

ート 12 題、強度・力学的性質 12 題などと続き、耐久性、暑中・寒中コンクリート、CFT などの

講演も行われる。2009 年 2 月の JASS5（鉄筋コンクリート工事）改定に伴い、計画供用期間の級

で長期・超長期に対する乾燥収縮率が規定されたことを念頭に、コンクリートの乾燥収縮に関す

る基礎的な研究、収縮低減剤によるひび割れ低減効果、骨材の岩種の影響などに関する講演が行

われる。溶融スラグ骨材や再生骨材については、不純物の検査方法が重要でそれに関する講演も

注目すべきものである。打込みについては、軽量コンクリートも対象としたポンプ圧送の閉塞に

関する研究が、昨年度からの連番で 9 題報告される。 
 無機系材料・工法分野においては、タイル関係が 18 題、左官が 12 題で、タイルについては、

接着性能、その試験方法、先付けによる剥落防止工法について報告される。左官の壁土について

は、昨年度から引き続いて土壁の力学特性に及ぼす諸要因に関する実験的な検討結果が、また、

ラスモルタル外壁については設計・施工状況の実態について報告される。 
 鉄骨・金属材料・工法分野では、昨年度から引き続き住宅用薄板鋼材溶接部の設計・施工・検

査に関する講演が 12 題連番であり、今後の鉄骨系住宅への活用が期待される。また、溶接施工技

術、溶接に伴う欠陥の実態調査、現場溶接接合の耐力・変形性能のほか、めっき、鋼材の品質、

鋳鉄の破壊靱性などの講演もある。 
 有機材料・工法分野の塗料では、昨年度に引き続き、屋根面の温度上昇を抑制するための太陽

熱高反射率塗料の性能評価に関わる講演が多い。また、塗装によるアスベスト飛散防止、光触媒

含有塗料によるアセトアルデヒドの分解、消臭塗料など、健康に配慮した塗料の活用方法が注目

される。 
 防水材料・工法分野では、今年も防水層の強風時の挙動について多くの報告があり、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、各

種防水材料の耐候性については、12 題連番の報告をはじめとする多くの報告があり、曝露試験を

中心に貴重な資料が提供され、耐久設計への反映が期待される。 
 このほか、情報化施工分野では、携帯電話や IC タグを利用した現場管理システムやトレーサビ

リティ確保に関する講演が行われる。また、環境負荷については、木質材料やコンクリートにつ

いての調査・分析に関する講演が行われる。 
（材料施工委員会広報委員 阿部道彦） 

1 
 



２．構造部門（2,245 題） 
 構造部門の 学術講演発表題数は 2,245 題（前年比+122）で、ここ数年来、約 2,000 題の発表数

を継続しており、この部門の活発な研究活動を示している。発表には 21 の発表会場が割り当てら

れており、分野別に見ると、荷重・信頼性（124 題）（-2）、応用力学・構造解析 82 題（+7）、基

礎構造 154 題（+14）、シェル・空間構造 117 題（+1）、振動 544 題（+47）、原子力プラント 54 題

（-11）、木質構造 310 題（+19）、鉄骨構造 294 題（+31）、鋼・コンクリート合成構造 105 題（+31）、

鉄筋コンクリート構造 385 題（+4）、プレストレストコンクリート構造 38 題（-8）、壁式構造・組

積造 38 題（-11）となっている（括弧内の数値は昨年度との増減題数）。分野別では、振動、鉄筋

コンクリート、木質構造、鉄骨構造の分野での講演題数が多く、これらで構造部門全体の 68%余

りを占めており、特に木質構造分野の発表題数がここ数年来、継続して増加傾向にある。また、

各構造分野から 8 件のパネルディスカッションが開催されるほか、構造部門に関連して、「これか

らの構造設計と建築学会への期待」を主題とする研究協議会が計画されている。振動、鉄筋コン

クリート、木質構造、鉄骨構造、その他の分野を含む構造部門全体の分野で横断的に発表が行わ

れているものとして、ここ数年来、耐震補強、ダンパーなどの耐震ディバイスの発表やそれらの

振動台実験に関する発表が多く行われている。 

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

被害などの従来からの研究に加え、各種耐震ダンパーの開発に関する研究が活発であるほか、地

震情報、強震動予測、設計用地震動など、地震そのものの性状把握とその設計への取り込み方に

関する研究やヘルスモニタリングなど、モニタリング・センシングに関する研究が増加している。 

 鉄筋コンクリート構造分野では、「RC 設計規準に関する研究」と題したオーガナイズドセッショ

ンが設けられ 13 題の研究発表が行われる。また、コンクリートの構成則、構造解析法、鉄筋の付

着・定着などの従来からの研究に加え、ブレース補強、外付けフレーム、繊維シート、免震・制

振改修、耐震壁・スラブ改修などの耐震補強法についての研究が活発であるのが最近の傾向であ

り、今年もその傾向を示している。 

 木質構造分野では、材料特性、部材性能、継手・仕口・接合具の性能、仕上げ材、土塗り壁・

板壁・面格子などの伝統的構工法の研究のほか、耐震設計法や住宅耐震診断法、制振・免震、大

規模木造構造の研究発表が行われる。鉄骨構造分野でも、構造設計法、接合部の設計に関する従

来からの研究発表のほか、座屈拘束ブレースや耐震要素・各種の耐震ダンパーに関する開発研究

の発表が行われ、併せて耐震補強法に関する研究発表も行われる。 

 基礎構造分野では、地盤の微動、液状化、改良法、山留め工法、根入れ工法などの研究のほか

に、杭に関する研究として、その抵抗機構の解明と上部構造との接合部の研究やパイルドラフト

工法に関する研究発表が行われる。荷重・信頼性分野では信頼性、安全性、地震荷重、基規準・設

計法、BCP、機能維持、地形と風、風圧・風力、風応答、雪荷重等に関する研究が行われる。シ

ェル・空間構造分野では、シェルに関する従来の研究のほか、最近の傾向として構造形態創生に関

する研究や体育館の耐震性能や天井吊り物の落下に関する研究の増加傾向が見られる。応用力学

部門では、各種構造物の構造解析法や数値解析法の研究のほか、特に最適設計に関する研究が増

加傾向にある。そのほか、鋼・コンクリート合成構造、原子力プラント、プレストレストコンクリート、壁式

構造・組積造分野などでも、それぞれに活発な研究発表が行われる予定である。 

（構造委員会広報委員 大森博司） 
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３．防火部門（174 題） 
 防火部門の学術講演発表題数は 174 題となり、3 年続けて前年比で約 10 題の増加がみられた。

発表題数の増加とともに、発表内容は地震動に対する防災設備の機能維持の確認や耐火被覆の追

従性、あるいは水害時の避難など、他工学分野との関連研究などがみられるようになり、防火研

究の新たな展開の可能性が示されている。研究分野別に内訳をみると、金属系構造 29 題、鉄筋コ

ンクリート系構造 20 題、木質系構造 9 題、材料の燃焼性 9 題、噴出火炎・延焼拡大 9 題、煙性状

11 題、避難 32 題、都市防災 12 題、設計法 14 題、防・耐火試験法 4 題、材料試験 5 題、防火・

防災設備 9 題、区画部材 6 題、総合防災 5 題となっている。なお、大枠でとらえれば、構造耐火

性および避難安全性に関する発表題数は、それぞれ全体の 1/3 程度を占めている。 

 主な講演発表内容は次の通りとなる。金属系構造では、水系耐火塗料の耐久性や高力ボルト摩

擦接合継手の耐火性、また火災加熱を受ける鋼構造骨組の変形に関する解析およびモデル化が発

表される。また、地震による水平変形を受けた鋼架構や耐火被覆鋼管柱の耐火性能に関する発表

も行われる。鉄筋コンクリート系構造では、高強度・超高強度コンクリートに関する発表題数が

多く、海外からの発表も 6 題あり、本学術講演会の国際的な研究交流の場として位置づけも定着

しつつある。木質系構造については、スギ間伐材などを対象とした耐火構造部材の開発や耐火集

成材および軸組木造土壁構法に関し系統的な研究成果が発表される。材料の燃焼性では、建築物

内に持ち込まれる可燃物の燃焼性状、土壁や外断熱工法外壁、発泡プラスチック断熱材の燃焼性

状に関する発表が予定されている。噴出火炎・延焼拡大では、ウレタンブロックを使用した可燃

物間の延焼拡大、開口部からの噴出火炎に着目した実大実験や模型実験、区画火災に関する基礎

的研究が報告される。煙性状では、CFD やゾーンモデルに関連した煙性状予測、法改正と関連し

た加圧煙制御に関し発表される。避難では、避難開始、避難シミュレーション、高層建築物の避

難、高齢者施設の避難、エレベータ・エスカレータ避難といった多岐にわたる研究成果の発表が

ある。都市防災では、延焼シミュレーションの構築と歴史的市街地の都市防災に関する研究発表

などが行われる。設計法では、現行の建築基準法告示検証法を補完する内容や次世代の検証法の

提案がみられる。防・耐火試験法では、耐火炉を使用した性能に関するラウンドロビン試験の報

告が中心となっている。材料試験では、コーンカロリーメータなどの材料燃焼特性を確認する装

置を使用した試験結果などが中心に発表される。防火・防災設備では、住宅用火災警報器の普及

に関する予測モデル、店舗スプリンクラー設備の振動実験に関する研究が中心となっている。ま

た、オーガナイズドセッションでは、「火害診断および補修・補強」、「新しい避難検証法」、「避難

シミュレーター」、「火災安全工学から総合防災へ」の 4 セッションが組まれている。 

 なお、防火部門では、研究協議会「建築防火設計は今何を目指しているか」、研究懇談会「現在

の耐火設計に関わる諸課題そして展望」も予定されており、今後の実務設計のあり方についての

議論の場が提供され、研究者のみならず実務者らも参加した活発な意見交換が期待される。 

（防火委員会広報委員 大宮喜文） 
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４．環境工学部門（1,305 題） 

 2010 年度の大会学術講演会（北陸）における環境工学部門の発表題数は 1,305 題で、昨年度の

大会（1,234 題）に比べると、6％（71 題）ほど増加しており、この 10 年では 2004 年度の北海道

大会の 1,346 題に次いで多い。 
 研究発表は、音（99 題）、環境振動（27 題）、電磁環境（15 題）、光（60 題）、水（48 題）、熱

（308 題）、空気（171 題）、建築設備（241 題）、都市環境・都市設備（160 題）、環境設計・地球

環境（103 題）、環境心理生理（73 題）の 11 の分野、12 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。各分野とも増減はあるが、建築設備がこの 3 年間、1 割程度ずつ増えている以外は、い

ず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、地球環境問題への関心の高まりから、望ましい環境のレ

ベルを確保しつつ、省エネルギー・省 CO2を実現する研究に関わるものが多い。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、床衝撃音・個体音、騒音、音場・音響の特性把握・評価・予測、遮音につい

ての発表が行われ、「音環境数値シミュレーションの新展開」の OS（オーガナイズドセッション）

が行われる。環境振動分野では、交通、建設作業などの振動源、建物・床の振動特性、振動感覚

評価、設計法とセッションが体系的に組まれている。電磁環境分野では、磁気･電磁環境、材料

施工、計測評価の発表が行われる。光環境分野では、色彩の印象、昼光・室内光などの光環境の

測定・解析・評価、視認性、光の生理影響、不快グレア、夜間景観、オフィス照明などの発表が

行われ、LED に関する発表が 8 題見られるのが新しい。「建築・インテリアの色彩と質感」の OS
が行われる。水環境分野では、給水・給湯、トイレ、排水、水環境、水と関連した廃棄物の発表

が行われる。熱環境分野は発表題数が最も多く、建築および床下・小屋裏、屋根、外皮、開口部

などの建物部位の熱物性、遮熱・断熱、熱負荷、室内温熱環境、湿気、結露、換気、蒸発冷却な

どの実測・解析・評価、建築の太陽エネルギー・地中熱・自然風の利用などのテーマに関して、

建物用途で住宅・オフィス・駅などを扱った多岐にわたる発表が行われる。空気環境分野は、換

気・通風・気流性状と室内空気質の 2 つに大別され、前者はおもに建物用途ごと、あるいは屋外、

後者は化学物質・微生物・臭気・粒子などに分けられる。「都市通風・換気」の OS が行われる。

建築設備分野では省エネルギー性、温熱環境快適性を備えた各種熱源・冷暖房空調システムの実

態把握・分析・シミュレーション・評価・マネジメントなどに関して、建物用途、気候特性とも

関係づけた幅広い発表が行われる。「環境建築のシミュレーション」の OS が行われる。都市環

境・都市設備分野では、熱環境と都市エネルギーに大別される。前者は都市の熱環境の計測・解

析・モデル化・評価、クールルーフや緑化などの対策、冬季の積雪予測、後者は省エネルギー・

省 CO2をめざして、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。熱環境とエネルギー消費、および水と熱環境のかかわりの研究が注目される。

環境設計・地球環境分野では、住宅・非住宅のエネルギー消費の把握と低炭素化政策、CASBEE
等の建築・都市の環境性能評価・予測、住民参加による住環境改善、産業連関等による LCA、デ

ザインプロセス、海外の環境設計事情などの発表が行われる。健康維持増進に関する 22 題の一連

の発表が注目される。環境心理生理分野は、音、色彩、景観、温熱、空間という環境要素ごとの

心理生理、および不安感、リフレッシュなどの心理生理と環境要素の関係、評価構造などの発表

が行われる。省エネルギーとの関係、知的生産性に関する発表が注目される。「環境心理研究の実

践」の OS が行われる。 
（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（48 題） 
 海洋建築部門では、構造系、計画系および環境系に関する幅広い範囲の研究発表が行われる。

2010 年度大会（北陸）学術講演における海洋建築部門の発表題数は 48 題である。発表題数は昨

年度と比べ 4 題ほど減少したが、ここ数年数題の幅で増減しており例年通りの題数である。 

 海洋建築部門の発表は 9 つのセッションで行われる。系列ごとに分類すると構造系は 5 セッシ

ョン（24 題）、計画系は 3 セッション（18 題）、および環境系は１セッション（6 題）である。構

造系のセッションは「浮体の流力弾性」、「浮体の動揺解析と実験」、「流体解析・津波」、「構造設

計・解析」、および「性能評価・エネルギー利用」に分類されている。計画系では「計画・デザイ

ン」、「ウォーターフロント利用」、および「海中展望塔・保存船舶」に分類されている。環境系で

は「環境調査」に関する発表が行われる。 

 本年度の発表における傾向は、構造系では浮遊式海洋建築物を対象とした挙動の実験と解析に

関する発表が例年通り多い。タンク浮屋根の挙動および津波作用時の浮体の挙動に関する発表も

ここ数年行われている研究である。計画系では、ウォーターフロントの利用および緑地整備計画

に関する発表が例年通り多い。環境系では、屋上緑化に関する発表、東京湾の熱環境に関するほ

か、大会開催地の富山湾の海洋環境調査に関する発表が行われる。各セッションの概要は以下の

とおりである。 

 構造系の「浮体の流力弾性」では、タンク浮屋根の地震時におけるスロッシング実験、大型浮

体の検討に用いる波圧を評価した実験に関する発表がある。「浮体の動揺解析と実験」では、連結

浮体の動揺シミュレーションおよび実験、既存浮体構造物の動揺実験に関する発表がある。「流体

解析・津波」では、流れの中における構造物の挙動、流れ解析、および津波作用時の浮体の挙動

に関する発表がある。「構造設計・解析」では、海底建築物の構造に適した材料調査、海上レスト

ランおよび海中展望塔の構造設計手法および解析法に関する発表がある。「性能評価・エネルギー

利用」では、既設の浮体式構造物を対象とした構造特性調査、潮流発電に用いる水車の性能に関

する発表がある。 

 計画系の「計画・デザイン」では、震災を想定した防災船着場の計画、港湾緑地整備の新たな

あり方、海の利用履歴を活用した臨海部のまちづくりに関する発表がある。「ウォーターフロント

利用」では、震災時における橋詰広場の利用可能性、海岸保全区域の新たなあり方、および都市

型漁港の社会的利便性の価値に関する発表がある。「海中展望塔・保存船舶」では、既設の海中展

望塔および保存船舶の維持管理に関する発表がある。 

 環境系では「環境調査」の 1 セッションが開催される。東京湾を対象としたアサリネットワー

クにおける生息場間の相互影響、東京湾の都市排熱による水温・水量に関する研究、富山湾の海

洋環境調査、および定点観測写真による海浜状況変化に関する発表がある。 

（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（44 題） 
 情報システム技術部門は、当初の設立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 グループに分けら

れているが、セッション間での関連性も高く、聴講者の興味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。 
 セッション別にみると、AR・感性工学のセッションでは視覚的 AR（拡張現実感）技術を応用

した建築空間の表現と認識に関する検討、介護支援に向けた住宅改修への応用の 5 題と脳磁図を

用いた被験者の意図の把握手法に関する 1 題が報告されている。ロボット・センサーエージェン

トのセッションでは、センサー技術のロボットへの応用、超高層建物の振動モニタリング、建築

とロボティクスの融合、建築空間の生命化に対応するセンサーエージェントの開発、に関する 6
題であり、ロボティクスと融合したセンシング技術の展開が検討されている。行動モニタリング

のセッションは二部に分かれており、（1）ではアクティブタグを用いた医療機器の貸し出しやロ

ケーション管理システム、簡易な都市環境モニタリングシステムの構築、ワークプレイスにおけ

る人の位置情報モニタリングシステムの開発、窓開閉行動のセンサリングによる室内温熱環境と

の関連分析、赤外線センサーを用いた住宅居住者の行動モニタリングの性能検討、に関する 6 題

であり、（2）は人間行動のシミュレーションのための行動調査と回避行動シミュレーションに関

する検討、住宅内の人の位置や行動のモニタリングと定常性の判別技術、に関する 5 題である。

人間行動のほか様々なモニタリング手法の可能性が検討されている。シミュレーション・数理計

画のセッションでは、ファジイモデルを用いた循環型社会実現に向けての検討、ベネチアの街路

パターンの生成シミュレーション、建築平面の間取り作成支援のアルゴリズム、橋梁劣化診断に

周辺環境条件データベースを導入した推論システム、既存建物へ屋上緑化装置を設置した場合の

地震力低減効果、の 5 題が報告されている。アルゴリズミックデザインのセッションでは、海洋

のうねりを数理的に扱う方法の提案とその形態生成システムを用いた空間構造形態、台地の侵食

アルゴリズムを用いた不定形空間構造の平面パターンと変形および応力、風荷重に対して合理的

な形状を生成するプログラム、AMD 方式アクティブ制御システムによる制震システムの特性値

最適化、都市生成ソフトウェアにおける区割・地割および建物配置のアルゴリズム、の 6 題がそ

のアルゴリズムとの関連で報告されている。データベース・画像処理・災害情報のセッションで

は、避難情報の内容や表現が要援護者と支援者の避難に関する意識に与える影響についての実験、

自治体業務における平常時と災害時の連続性を向上させるための共通のレイアウトによる情報カ

ード、商店街の空き店舗形成メカニズム、施工管理のための連続的パノラマ映像作成システムの

開発、顔認識システムにおける照度および角度、距離の影響、景観画像における色彩の変化と分

布の把握、に関する検討の 6 題が報告されている。最後の、BIM・CAD のセッションでは、BIM
普及のための設計競技会作品における BIM の実現度調査、建築生産教育における BIM 利用の有

効性、建築基準法の条文を適合判定プログラムに自動変換するシステム、IFC に対応した空衛設

備分野におけるデータ交換標準、の BIM への対応と普及を踏まえた 4 編である。 
 本部門のトピックスとしては、セッションを通してみられるようにセンサー技術と ICT、ロボ

ティクス等の複数領域の融合による技術的展開を試みていることが挙げられる。また、BIM への

対応を考慮した様々な検討がなされている。 
（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（29 題） 

 建築教育に関する研究は、構造、都市計画、施工、設計、環境、防災、情報……といったそれ

ぞれの分野でも多くの発表がなされるように、分野個別の問題もあるのだが、実は分野にかかわ

らず共通した課題や、根を同じくする問題も多い。 

 大学改革、建築士法改正、建築家認定の国際基準、建築業態の構造的な変化にあった専門的・

かつ実践的教育の必要性、継続教育の必要性、など建築教育をとりまく外部環境が大きく変化す

る中で、ますます教育への関心は高まっている。また専門家教育のみならず、日本においては子

どもや市民を対象とした建築環境教育の必要性など、教育は今後、研究とならび学会全体として

取り組むべき根幹的なテーマであろう。 

 教育部門では、教育現場での様々な試みの報告を共有し、成果が蓄積されてきている。分野横

断的な問題、共通する課題を、継続的に議論する場として活用され、異なる分野にまたがって成

果を共有するのが重要である。大会における教育部門の梗概発表は年々増加傾向にあり、本年度

は、29 題の発表が行われる。 

 このような背景から寄せられたテーマは多岐にわたるが、教育の対象者でみると、一般市民を

対象にするものと、建築を専門とする学生や専門家を対象とするものの 2 つに大別できる。 

 1）一般市民や子どもを対象とした、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への教育・専門家教育（構造教育、設計教育、施工教育） 

 1）については、子どものためのまちづくり教育、環境教育の試みが発表される（梗概発表「子

ども教育」、「国際教育・市民教育・防災教育」）。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。企業による市民への取り組みも発表される。また、日本の建築環

境教育として特徴的ともいえる防災教育と関連させた題目もある。 

 2）については、建築教育の技術的側面に関しては、例えば構造力学を机上の論理としてでなく、

様々な教育材料を用い、体感しながら、教育の動機付けをし、わかりやすく教える試みなどがあ

る（梗概発表「構造・材料・e ラーニング教育ツール」）。工学教育の共通する問題点ともいえる、

学力低下に加え、実学との乖離による体験不足とそれによるモチベーション低下に対する取り組

みの報告である。また、技能者への教育も重要なテーマであり、専門の職能とキャリア、建築技

術者倫理、地域でもとめられる人材の育成などの発表がなされる予定である。建築業界の構造的

な変化の中で、技術者教育を行う場と、技術教育の役割やキャリアに応じた教育目標自体を問い

なおし、新しい方法が模索されている（梗概発表「技能教育・マネジメント」）。さらに、設計・

デザイン教育に関しては、昨年に引き続き、実際におこなわれた設計教育の報告にとどまらず、

そこから一歩すすめて、設計思考の分析や、教育効果をどうみるかという議論がなされる（梗概

発表「設計教育手法」）。建築教育の効果というのは、客観的で量的なデータ分析が難しい部分も

あるが、設計教育にフィードバックするためにも、科学的分析が必須となろう。 

 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るだろう。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 長澤夏子） 
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８．建築計画部門（782 題） 

 建築計画分野においては 782 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「インクルーシブデザイン」、都市居住のあり方に関わるテーマとして「居住地再生をめぐる社

会的課題と創造性」、木造構法の地域性に関するテーマとして「地域文化をささえる伝統構法」に

注目し、オーガナイズドセッションが開かれる。 

 「インクルーシブデザインをいかに考えるか」オーガナイズドセッション（9 月 11 日土曜日午

前）においては、多様な人を取り込むためのデザインの事例・手法を取り上げ、高齢者や障害を

持つ人の地域居住を支える仕組み、教育施設の複合化による多世代交流などを問う 4 題の研究発

表がなされる。世界的に進行している少子高齢化や社会格差の広がりにより、不利益を被る階層

が定着しつつある。そうした人々を再び我々の社会に取り込むためのデザインプロセスがインク

ルーシブデザインである。多様な人々を取り込むデザインのあり方として、商業施設の授乳室の

使われ方や住宅困窮者の民間賃貸住宅への住まい方の実態、さらに地域社会コミュニティの役割

を有する学校の活動実態からの研究報告がなされ、今後のインクルーシブデザインに必要な考え

方などについて議論がなされる。 

 「居住地再生をめぐる社会的課題と創造性」オーガナイズドセッション（9 月 10 日金曜日午前）

においては、大規模団地の再生や郊外戸建て住宅地の再生に見られる各種方法論に着目した 7 題、

歴史的地域や特色ある地方都市の居住環境の持続的な再生状況を扱った 7 題の研究発表がなされ

る。いずれのセッションも「再生」されることの本質とその価値、さらには「居住」の意味につ

いて焦点を当て探求している。特に、郊外型大規模団地の円滑な再生に向けた総合的課題の抽出、

およびフランスの地区全体の再生事例からは、棟としてではなく一つの団地として生き延びる策

について、現状では見失いがちな課題を提示している。また、コミュニティの再生、地域の魅力・

活力の再生について、居住地そのものが持つ特徴を利用した研究報告、さらに持続的な住宅地管

理によってコミュニティ再生を実現した研究報告などから、居住地再生にまつわる社会的課題に

ついて議論がなされる。 

 「地域文化をささえる伝統構法」オーガナイズドセッション（9 月 11 日土曜日午後）において

は、地域性を扱った民家構法、変遷の仕方に着目した伝統構法の 5 題が研究発表される。伝統的

な構法とは、その技術も含め地域文化の象徴ともいえるものである。さらに、その地域文化の持

続性を考慮した建築の造り方、その建設生産組織のあり方などが注目されている。この状況を踏

まえ、（1）現存する寺院本堂の構法の変遷や維持管理などに関する計画の実態、（2）諏訪地方に

おいてみられた近代の木造倉庫の再利用の実態、（3）重要文化財農家の架構部材呼称の差異から

見た地域的な分布傾向などについて、掘り下げた議論がなされる。 

 一般発表では、施設計画関連でのユニバーサルデザイン関連の研究（21 題）が例年になく発表

題数も多く注目される。また設計手法を教育的観点から扱った研究（5 題）も興味深い。 

（建築計画委員会広報委員 角田 誠） 
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９．農村計画部門（118 題） 

 ユネスコにより新たな文化遺産の枠組みとして文化的景観が示されたことや、生物多様性条約

第 10 回締約国会議（COP10）の開催などと相まって、“自然と人の暮らしが一体となった地域づ

くり”が社会的に注目されている。このような社会的動向のなか、農村計画部門では、農山漁村

地域における自然環境と生活・生産環境とが調和した地域の姿を見据えた研究、技術開発が進め

られ、今年度は昨年度と比較すると発表題数の若干の減少はあるものの“地域資源の活用”、“地

域コミュニティの継承・都市との交流”、“安全の確保”に関する研究が充実しているのが特徴で

ある。 

 “地域資源の活用”については、まず、景観や文化などの地域資源の把握について報告がある。

具体的には集落空間構成についての研究蓄積を基礎として、景観を対象とした「景観エレメント」

6 題、「住居空間からみた景観」6 題、「集落空間構成と景観」7 題、固有の文化に関係する空間に

着目した「伝統行事と住宅」6 題、「地域環境と民家」5 題、「祭り・祭祀空間」6 題がこれに相当

する。次に、地域資源を計画づくりへの反映する取り組みのプロセス、課題の整理について「景

観計画・景観づくり」（オーガナイズドセッション）3 題、「水環境と地域づくり」6 題により報告

されている。さらに、グリーンツーリズムや環境教育などを対象として地域づくりのなかで固有

の地域資源の活用方策や実施のノウハウのための知見の蓄積が図れている（「市町村合併・環境教

育」7 題、「地域資源」7 題）。総じて、景観、水環境、文化といった地域特性として捉えられる資

源の裾野の広がりとともに、資源価値の共有、その活用方策の蓄積を今後の取り組みの充実に役

立てていくことが期待される分野である。 

 “地域コミュニティの継承・都市との交流”については、超高齢社会を迎え地域内の担い手不

足などの問題に直面した地域における資源管理や集落運営のあり方について、重要な課題を有し

た研究が行われている。「地域コミュニティ・高齢者福祉」6 題では、地域のコミュニティの継承

や福祉の面からの実態が取り上げられている。「コミュニティ再生と NPO」7 題、「地域づくり組

織と経済」6 題、「地域社会の構造と定住」6 題では、里山などの資源管理、集落運営、定住・就

業など様々な場面における地域内外の人材、企業、NPO などの組織の意識・状況調査、活用・連

携方策についての提言がある。さらに、施設・住宅などを対象として道の駅や図書館などの公的

施設の利用実態について「施設・空間の利用実態」5 題、I ターン者や都市との交流、地域福祉の

拠点づくりを図る「空家活用」6 題の報告があり、地域のソフト活動と連動した施設利用の様子

がうかがえる。 

 “安全の確保”については、「災害復興」7 題にて、福岡沖玄界地震、新潟県中越地震、防府市

の豪雨被害などの近年の自然災害を受け、住宅整備や復興イベント等の復興事業や災害時の情報

伝達などについて課題の提言がなされ、自然災害に備える知見や技術の蓄積が図られている。 

 最後に、海外を事例とした研究では、地域福祉、低炭素社会の構築といった我が国に共通した

テーマについて欧州を対象とした先進事例の報告とともに、我が国における取り組み課題が提示

されている（「海外事例研究：欧州・東南アジア」7 題）。また、中国を中心に東南アジアを対象

とした研究は年々増加し、伝統的な集落構造の解明、経済的発展の過程における近代化・都市化

による住環境や生活様式の変容に伴う課題が明らかにされている（「海外事例研究：中国」9 題）。 

（農村計画委員会広報委員 北澤大佑） 
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１０．都市計画部門（526 題） 
１．本年度の学術講演の概要 
 都市計画部門における本年度の学術講演総数は 526 題（昨年度より 47 題減）となっており、5
つの講演室が割り当てられている。発表題数は近年 540 題前後を推移している。本年度のオーガ

ナイズドセッション（OS）の発表は 4 テーマ 24 題となっている（昨年度は 7 テーマ 35 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（526 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」129 題、「市街地変容と都市・地域の再生」78 題、「都市環境と災害」64 題、

「地区とコミュニティ」55 題、「参加と組織」54 題、「調査・評価と計画支援」52 題、「都市像と

計画」43 題、「都市論と都市形成史」28 題、「制度と行政」17 題、「その他」6 題である。なお、

本年度は「教育と資格」には応募がなかった。 
 「景観と都市設計」は例年通り、都市計画部門の全体の約 4 分の 1 を占める多くの関心を寄せ

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」は中心市街地、商店街、住宅地等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、防災拠点、防災活動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、Web 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、景観、地域、市民、協働、マネジメント、防災、子ども・高齢者など昨年同

様のキーワードが多く見られるが、持続可能、低炭素等の今日的なキーワードが含まれた研究が

見られることも特徴となっている。 
 
３．オーガナイズドセッション（24 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 4 つのテーマを設けて研究討論が行われる。 
テーマ 1：住環境マネジメントの担い手とそれを支える社会的仕組み 4 題 
テーマ 2：「住」の視点から見た都市構造の再編 5 題 
テーマ 3：地方都市における今後の都市形成ビジョン 11 題 
テーマ 4：地域環境の持続的再生のための地域と大学の連携戦略 4 題 
「住環境マネジメントの担い手とそれを支える社会的仕組み」では、住宅地や住環境の維持管

理に不可欠な「担い手」について議論される。「『住』の視点から見た都市構造の再編」では、「ア

ーバンフリンジの土地利用・居住地マネジメント」をセッションのテーマとし、人口減少社会で

の都市縁辺部、主に市街化調整区域のあり方について議論される。「地方都市における今後の都市

形成ビジョン」では、「マスタープラン・広域連携都市マネジメントのビジョン」「地方都市郊外

部・農村部の将来ビジョン形成に向けた課題」、「地方都市の中心市街地活性化に向けたビジョン」

の 3 つをセッションのテーマとし、地方都市における人口減少や都市の衰退、中心市街地と郊外

部での土地利用について議論される。「地域環境の持続的再生のための地域と大学の連携戦略」で

は、大学敷地のあり方や海外（韓国、米国）での大学と周辺地域の再生について議論される。 
（都市計画委員会広報委員 倉知 徹） 
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１１．建築社会システム部門（216 題） 
 「建築社会システム」部門は、一昨年度までの「建築経済・住宅問題」部門から名称を変更し、

建築および建築をとりまく社会・経済・法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展開してきている。 
 本部門では、昨年度の大会では 175 題が報告され、今年度は 216 題（8001-8216）と増加してい

る。建築がまさにストック時代に入り、維持管理・メンテナンス・修繕・管理等をとりあつかっ

たものが多いこと、さらに、建築の経済性を、建築のコストだけでなく、プライスからアプロー

チしようとする傾向が強まっている。いわゆる、建築の市場価値へのアプローチである。 
 
・木造・住宅の生産・技能等（8001-8017）では、「住宅の物流・供給」「木造住宅の生産」「木造

建築の技術」がある。研究の視点が、「つくる」から「維持管理」が重視される中で、つくり手の

維持管理への関わり、定期的な点検・修繕工事・維持管理計画の作成、履歴情報等への取り組み

実態が示され、つくり手のサポート体制のあり方等の検討がある。 
・維持管理等に関して（8018-8077）は、「住宅のインフィル・リフォーム」「証券化・プロパティ

マネジメント」「評価・マネジメント・PFI」「生産情報・生産管理」「生産情報・評価」「LCC」「ス

トック・再利用」「マネジメント」「維持管理等」がある。維持管理の経験から建物の作り方への

フィードバックの視点、あるいは建築の価値を継続的に維持向上させる、プロパティマネジメン

トの視点からの研究は、近年増加している。 
・建築生産などに関して（8078-8111）は、「建築コスト・積算・建設市場」「発注・入札・契約・

労働」「品質確保・鉄骨生産」「住宅の生産管理・構法」「BIM」「企画・事業・評価」がある。建

築に関する様々な「情報」の取り扱い、また建築にかかわる「主体」のあり方等、新たな視点か

らの研究が生まれている。 
・環境・防犯・防災に配慮した建築の計画・管理に関して（8112-8126）は、「環境・資源管理・

エネルギー」「防犯」「防災」がある。 
・住宅の修繕・長命化に関して（8127-8148）は、「集合住宅の修繕と再生」「住宅改造」「長寿命

化」がある。住宅の改造を担う新たな担い手と新たな連携の可能性、住宅の長寿命化を前提とし

た敷地条件のあり方の研究等、新たな視点の研究がある。 
・住宅の流通に関して（8149-8160）は、「住宅の流通・管理」「住替え」がある。住宅履歴システ

ム制度、諸外国の中古住宅取引制度等、まさに住宅ストックの有効活用のための研究が目立つ。 
・住教育に関して（8161-8168）は、小学校、中学校、高等学校、市民向けの教育についての研究

がある。 
・高齢者・住宅困窮者・外国人居住の問題および住宅政策の福祉政策のあり方に関して（8169-8179、
8195-8216）は、「グループホーム」「住宅困窮者」「高齢者の地域居住」「外国人居住」「住宅と福

祉の連携」「公的住宅のマネジメント」がある。ホームレス、DV 被害者、高齢者、外国人の居住

の問題を取り上げている。 
・住宅需給に関して（8180-8194）は、「住宅像と居住者」「住宅需給」「生活環境と住宅需給」が

ある。住宅需給の変化、それが及ぼす空間への影響等の研究がある。 
 建築社会システムという視点からみると、法的なアプローチ、特に今までの公法だけでなく、

私法を踏まえた研究が増えてきていることが特徴としてあげられる。 
（建築社会システム委員会広報委員 齊藤広子） 

11 
 



１２．建築歴史・意匠部門（462 題） 

 2010 年度大会（北陸）の学術講演では、建築歴史・意匠部門において、これまで過去最高とな

る論文数の応募があった。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、2010 年度大会（北陸）においても

合計 462 題を数え、会場では活発な討論の展開が予想される。ほかの部門が若干の増減を繰り返

すなか、建築歴史・意匠部門は堅調に増加の傾向を示している。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、建築学会にあって、建築歴史・意匠が明確

な地位を獲得していることを物語る。同時に、今年度は計画分野で応募数が減少しているなか、

構造、環境、歴史は増加しており、学術や社会における当該三分野の重要度が増していることを

示しているといえよう。さらに、歴史・意匠部門では、昨年まで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より強く

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。 

 2010 年度大会における建築歴史・意匠部門の発表論文を分野別に見ると、意匠論の 98 題を筆

頭に、日本近代建築史、日本建築史、保存、西洋建築史、作家論、東洋建築史、都市史、建築論

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、2010

年度も続いている。また、今年度は保存の論文数が飛躍的に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いなめない。今後は、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、海外を対象とした建築史研究の促進が望まれる。 

 さて、日本ではここ数年の経済不況にあっても、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が増えている。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る。 

 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中央郵便局や東京丸ノ内駅舎に関する一連の発表は注目すべき内容を多

く含む。そして、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・近代

建築史・都市史の学術横断的な思考が必要となるであろう。いま、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

していくことが求められる。 

（建築歴史・意匠委員会広報委員 高村雅彦） 
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