
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１１年度大会（関東） 

学術講演発表 部門別概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社団法人 日本建築学会 



 

 

部  門 題  数 昨年度比 

材料施工 604 ▲63 

構  造 2,076 ▲169 

防  火 169 ▲5 

環境工学 1,253 ▲52 

海洋建築 27 ▲21 

情報システム技術 60 16 

教  育 27 ▲2 

建築計画 718 ▲64 

農村計画 111 ▲7 

都市計画 540 14 

建築社会システム 188 ▲28 

建築歴史・意匠 456 ▲6 

合  計 6,229 ▲387 

 

 
 



１．材料施工部門（604 題） 

材料施工部門は、コンクリート材料・施工、無機系材料、有機系材料、防水材料・工事、鉄骨

製作・工事、各種工事・品質管理、改修・維持保全、耐久計画・耐久設計、地球環境・資源など

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 604 題で昨年より 63 題少なくなっ

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 53 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、

団地再生への取組みなど多岐にわたる内容の報告が行われる。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。 

コンクリート分野では、大きく分類すると、環境配慮関連 40 題（再生骨材・再生コン、環境配

慮コン）、耐久性関連 38 題（中性化、腐食・防食、凍害、その他）、収縮・クリープ 36 題、高性

能コンクリート関連 35 題（高強度コン、高流動コン、CFT）、混和材関連 24 題（フライアッシュ、

その他）、打込み・打継ぎ 18 題、強度・力学的性質 15 題、フレッシュ性状 11 題などとなってい

る。一時期非常に多かった高性能コンクリートから、環境への配慮、高耐久化（高耐久性・ひび

割れ対策）などへトレンドが移っているのがわかる。 

無機系材料・工法分野においては、タイル関係が 16 題、左官関係が 13 題で、タイルについて

は、20 年経過時の性状などの耐久性、剥離現象の解析的研究など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

が報告される。 

有機材料・工法分野では、塗料関係が 20 題、シーリング材関係が 12 題で、塗料については、

高反射塗料、消臭塗料、粉体塗装、汚れ性状などについて報告される。シーリング材については、

耐疲労性、耐久性、汚染などの報告が主である。 

防水材料・工法分野では、塗膜防水のふくれ、メンブレン防水の耐久性、屋上緑化における防

水工法、シート防水の強風下の挙動などについて報告される。その中で、昨年に引き続き機械的

固定方法防水層の強風下の性状について一連の報告があり、耐風性評価・設計が定量的に実施で

きる水準に達してきたものと思われる。 

鉄骨・金属材料・工法分野では、溶接技術、溶接欠陥、ロボット溶接など溶接関連の報告が多

いが、鋼材の品質、検査、めっきなどの報告もある。その中で、鉄骨造建築物を対象とした新自

動溶接技術の開発に関する報告が 10 題連番であり、25 度狭開先ロボット溶接技術の一連の研究

が報告される。 

このほか、部位別材料として、屋根サイディング、床、内装に関する報告が多く、各部材の性

能評価などについて報告される。また、情報化施工分野では、次世代携帯端末を利用した施工管

理手法に関する報告が行われる。 

（材料施工委員会広報委員 桜本文敏） 
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２．構造部門（2,076 題） 
 構造部門の学術講演発表題数は 2076 題（前年比-169）である。直近の 10 年間でみると 2006 年

度（関東）を除き 2,000 題を超える発表数を維持しており、この部門の研究活動が活発であるこ

とが分かる。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（104

題）（-20）、応用力学・構造解析 70 題（-12）、基礎構造 134 題（-20）、シェル・空間構造 114 題（-3）、

振動 491 題（-53）、原子力プラント 24 題（-30）、木質構造 298 題（-12）、鉄骨構造 286 題（-8）、

鋼・コンクリート合成構造 84 題（-21）、鉄筋コンクリート構造 399 題（+14）、プレストレストコ

ンクリート構造 31 題（-7）、壁式構造・組積造 41 題（+3）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 71%（昨年度 68%）を占めている。多くの分野で発表題数が昨

年度に比べて減少しているが、鉄筋コンクリート構造と壁式構造・組積造は微増している。また、

各構造分野から 11 件のパネルディスカッション(PD)が開催される。特に、PD「ロバスト性・冗

長性を向上させた建物の構造デザイン」では、同題の 2011 年度技術部門設計競技の表彰、受賞者

による作品紹介、審査員による講評とあわせて、ロバスト性・冗長性を向上させた建物の構造デ

ザインに関する今後の展開などについて議論される。東日本大震災を鑑みると、設計で想定した

事象を超える事象に遭遇したときに建物がどのような状況を呈するのかを想定し、それに対処す

ることの重要性を改めて認識させられた。この PD ではこの点に焦点を当てた討議がなされる。

東日本大震災に関しては、7 つの発表セッションが設けられ、これらのセッションを含めた発表

題数は合計 66 題である。東北地方太平洋沖地震の地震動の分析、免震建物の応答特性、天井材崩

落、液状化などに関する内容である。 

分野別に見ると、振動分野では、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

する研究発表が行われる。鉄筋コンクリート構造分野では、「鉄筋コンクリート骨組・部材の実験」

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。木質構造分野では、

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、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 三浦賢治） 
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３．防火部門（169 題） 
 防火部門の学術講演発表題数は169題となり、前年比で5題減少したものの今年度も興味深い講

演が多くみられる。今年度の防火部門の講演内容で特筆すべきは、木質系構造・材料の発表題数

が顕著に増加したことである。これは、近年、木質系構造・材料に関する発表題数は増える傾向

にあったが、2010年には、公共建築物木材利用促進法の制定、国土交通省による木造三階建て建

築物の基準検討の表明など、社会的な要請もあり、木造化・木質化された建築物の防火性能に関

する研究が多く実施された結果が反映されている。木質系構造・材料に関する講演内容を整理す

ると、大規模木造建築物の防火基準整備のための基礎的研究、木質系構造部位ごとの防耐火性能

に関する研究、住宅の防耐火性能の課題に関する実験などがあげられ、今後の木造化・木質化さ

れた建築物の振興の一助となる有益な成果が発表される。また、オーガナイズドセッション「木

質防火の新しい試み」では、大型寺社建築のための準耐火構造の柱・はりの開発やLVLの準耐火

構造外壁、スギ板材の難燃化などに関する研究成果が報告される。さらに、防火部門では、その

ような研究動向を踏まえ、今年度、「火事に強い木造建築―展望・可能性・課題―」と題した研究

協議会を開催し、木造建築物の防耐火の取り組みを踏まえた上で、今後の展望について意見交換

の場を提供する。 

今年度の発表題数を研究分野別の内訳でみると、上述した木質系構造・材料に関する講演が35

題、その他に、金属系構造・材料14題、鉄筋コンクリート系構造・材料17題、合成構造5題、壁・

材料燃焼17題、火災性状8題、煙性状10題、避難26題、都市防災10題、防火・防災設備8題、区画

部材4題、総合防災5題、火災統計5題、大規模ターミナル駅関係5題となっている。構造耐火関係

の講演発表内容を見ると、鉄筋コンクリート系構造・材料では、高強度コンクリートの爆裂や柱

梁接合部に関する研究、金属系構造・材料では、金属材料の高温特性やボルト接合部の耐火性能

などに関する研究、合成構造では、合成構造架構の耐火性能や高強度CFT柱の耐火性能に関する

研究、そして、区画を構成する間仕切り壁の耐火性能などに関する研究発表が行われる。燃焼性

状関係では、外断熱工法外壁の燃え拡がりや外壁ファサード試験装置を使用したスパンドレルに

関する研究、火災室内温度に関する研究、防火材料等の試験法や高分子発泡プラスチック断熱材

の燃焼性状に関する研究などの報告がある。煙・避難性状関係では、加圧煙制御手法に関する研

究、避難シミュレーション、エレベータ・エスカレータ避難、高層建築物および高齢者施設に関

する研究発表が行われる。その他、住宅用火災警報器の設置に関する研究、火の粉による飛び火

を反映した延焼シミュレーション、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。 

なお、防火部門では、研究懇談会「新宿歌舞伎町ビル火災から 10 年―維持管理から建築防災の

在り方を再考する―」も予定されており、研究者のみならず防災に関わる関係者らの活発な意見

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（1,253 題） 

本年度の建築学会大会の環境工学部門では、環境工学 I で 580 題、環境工学 II で 673 題、計 1253

題の発表が行われる。その中でも、最大のトピックスはエネルギーであろう。もちろん、これま

で多くの省エネルギーに関する発表は行われて来た。それは、日本のエネルギー消費に占める、

建築と住宅の割合が 3 割を超えるようになっていることにもよる。住宅・建築の省エネといえば、

高断熱高気密性などの外皮性能がこれまで議論されてきた。しかし、近年は外皮性能のみではな

く住宅や建築物において実際にエネルギーを消費する設備機器を含む研究が盛んになってきてい

る。究極的には、ゼロ・エネルギー建築（ZEB）を目指す研究も見られるようになった。もちろ

ん、省エネを行うだけであれば、我慢が最も効果がある。しかし、3.11 以降の節電対策の一部に

見られるような我慢だけの対策は長続きしないし、人間の健康性、快適性、知的生産性にも悪影

響がある。これらのキーワードを持った発表が今回の大会では数多く行われる予定だ。注目のセ

ッションを紹介しよう。投稿の締切が 4 月 3 日であったために、残念ながら電力需給逼迫に関す

る発表は数件しかない。今年度の節電対策に関する検証は来年度の発表となるであろう。 

１．省エネルギー、エネルギー調査：あまりにも多くの発表が行われるので、体系的に整理する

のが難しいかも知れないが、手法としては建物外皮性能、暖房、冷房、給湯、換気、照明、家

電・OA 機器、その他に分類される。住宅部門では給湯に関する省エネ 40269-40282 が今後の

エネルギー源を考える上でも重要。照明分野ではタスク・アンビエント照明、LED 照明

40231-40244 の発表が行われる。住宅、建築物、都市のレベルにおいて、エネルギー消費量実

態調査の結果が数多く発表される。省エネ対策としては住宅、オフィスビルに加えて病院の発

表が増加している。 

２．ZEB：ゼロ・エネルギービル：41530-41540 でゼロ・エネルギー建築の発表が行われる。究極

の省エネと再生可能エネルギーを活用している建物である。用途によってはオンサイトでのゼ

ロ化は難しいが、どのようにアプローチしているかに注目する必要がある。ZEB のセッション

には入っていないが、従来の 50%のエネルギー消費量で運用されている研究所オフィスの実践

例 41467-41481 は、ZEB 化が夢物語ではないことを示している。 

３．知的活動と環境、知的生産性：オーガナイズドセッションにおいて 40047-40053、一般セッ

ションにおいて 40054-40063、41552-41558 で発表が行われる。特に単なる作業効率向上ではな

く、創造的な仕事のパフォーマンス向上に建築がどのように貢献できるかの議論に注目が集ま

る。 

４．新しい空調システム：放射空調 41627-41651 が注目されている。潜顕熱分離空調の一種であ

る。自然エネルギーが利用しやすいこと、デシカント空調 41652-41656 などの除湿空調と組み

合わせることによってより省エネ効果を得ることができる。また、居住者の個人的な満足度を

向上できるタスク・アンビエント空調、個別空調 41604-41622 もトレンドである。 

５．建築的な工夫：ヒートアイランド対策や都市環境改善のためのクールルーフ・ペイブメント

の発表 40305-40327 が面白い。壁面緑化などの発表も別セッションで行われる予定だ。また、

自然換気に関しては発表が散逸しているが、住宅の自然換気に関しては 41356-41378 が注目さ

れる。冷暖房に頼る期間を短くすることができる。 

（環境工学委員会広報委員 田辺新一） 
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５．海洋建築部門（27 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。

2011 年度大会（関東）学術講演における海洋建築部門の発表題数は 27 題である。発表題数は昨

年度と比べ 21 題減少した。3 月 11 日に発生した東日本大震災による影響が大きいものと考えら

れる。 

海洋建築部門の発表は 6 つのセッションで行われる。構造系では 2 セッション（10 題）、計画

系では 2 セッション（7 題）、および環境系では 2 セッション（10 題）である。セッションは、構

造系では「構造設計と動特性」および「流力弾性と動的応答」、計画系では「景観計画と評価」お

よび「ウォーターフロント計画」、環境系では「海洋環境と海洋エネルギー利用」および「津波シ

ミュレーション港湾施設」である。 

海洋建築分野の本年度の発表テーマは昨年度とほぼ同様である。 

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、およびタンク浮屋根の地震時の

スロッシング挙動に関する発表が例年通り多い。このほかにも、海洋建築物の構造設計や構造物

に作用する流体力評価に関する研究が発表される。 

計画系では、ウォーターフロントの利用に関する発表が例年通り多い。 

環境系では、昨年に続き自然エネルギー利用としての波力発電および水力発電に関する研究が

発表される。津波に関しては昨年までは浮体を対象とした研究であったが、今年度は沿岸域の建

築物に関する津波被害の予測に関する発表が行われる。 

各セッションの主な発表は以下の通り。 

 構造系の「構造設計と動特性」では、海洋建築物の構造設計に関する発表として、海中の海洋

建築物の構造設計手法、衝撃砕波圧の計算法に関する発表などがある。「流力弾性と動的応答」で

は、大規模な浮遊式建築物の地震あるいは波の作用による応答挙動に関する発表がある。タンク

浮屋根の地震時におけるスロッシング解析手法、多数の浮体で構成される大規模浮体の実験と動

揺シミュレーションに関する発表などがある。 

計画系の「景観計画と評価」では、主なものとしてGPSを利用した景観調査手法に関する発表

がある。「ウォーターフロント計画」では、水辺空間利用および維持管理に関する発表がある。ま

た、高齢者に配慮した親水テラスの整備、都市漁村交流が行われている漁村集落における集落づ

くり、および東京都臨海部の海上公園の維持管理に関する発表などがある。 

環境系の「海洋環境と海洋エネルギー利用」では、主に海洋エネルギー利用として浮体を利用

した波力発電や水力発電のための水車性能に関する発表がある。「津波シミュレーションと港湾

施設」では、沿岸域における建築物を対象とした津波被害の予測に関する発表として、建築物に

作用する津波力の推定方法、堤防背後への越波とその荷重特性、および建築物に作用する津波漂

流物による衝突力の推定方法に関する発表などがある。 

（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（60 題） 

 情報システム技術部門は、そ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、

対象範囲と内容は広いものである。発表は以下に記す10セッションに分けられているが、セッショ

ン間での関連性が高いものもある。 

 データベースのセッションでは概念や画像情報に基づいた検索手法、クラウドシステムを用い

た木材流通マネジメント、の4題が報告されている。数値解析・数理統計では、資源循環社会の変

動周期解析、屋上庭園のマスダンパーとしての制震解析、ブラインドとガラスの組み合わせによ

る熱負荷シミュレーション、全庁統合型時空間地理情報システムの利用状況、協同設計における

問題点と改善、の6題である。アルゴリズミックデザインのセッションは、海洋波や砂丘の風紋の

構造解析に基づく形態生成に関する検討5題、水戸と宇都宮駅西側を対象とした商店街の空き店舗

形成メカニズム、複雑系アルゴリズムを用いた机レイアウトの改善、アルゴリズミックデザイン

におけるアルゴリズムの設計に関する検討、の8題である。設計システムでは、拡張現実感

（AR/MR）と模型を用いた建築設計用ツールの開発2題、傾斜した屋根の透視図における消失点

の位置特定、アクティブタグを用いたME機器の所在管理手法、サステナブル住生活のための提供

情報のヒエラルキー、の5題が報告されている。スマートワークプレイスのセッションは、仕事場

における省エネと個人の快適性を両立させるスマートワークプレイスという概念、それに基づく

環境制御システム、 実際のオフィスでの効果検証の5題である。教育システムでは、デザインや

ものづくりテクノロジーを用いたプロセス・パフォーマンスベースの建築設計教育2題、建築設計

教育でVirtual Design Studioを用いた遠隔教育の今後の方向性、モバイル端末を対象とした構造力

学の教育用コンテンツの評価、の4題である。人間行動・感性工学のセッションでは、スマートフ

ォンを利用した物理空間とサイバー空間の融合と空間デザイン、AR技術と行動履歴による実空間

と仮想空間のリンクした情報提示システム、SNSの情報を用いた都市の人間行動観測手法の提案、

歩行シミュレーション精度向上のための解決手法の提案2題、歩行時の心理状態と身体加速度分析

による心理状態推定手法、歩行に伴う街路景観へのゆらぎ理論適用可能性2題、の8題である。

BIM・情報処理では、ステレオ写真によるCADモデルの生成、写真の撮影情報をBIMデータと連

携して管理する手法2題、BIMの純日本建築への適用、BIM実現のためのIFDとJCCSの比較分析、

の6題である。センシング・モニタリングは、センシング範囲の限界に対するメッシュ型のマルチ

ホップネットワーク適用、無線給電ロボットによるマイコンセンサー端末モニタリングシステム、

天井部材損傷検知とワイヤレスカメラ搭載ロボットによる目視検査、3次元距離センサを用いた室内行動

推定技術、都市部児童の親水行動と事故事例のアンケート調査、建築物に内蔵したRFIDタグによ

る位置認識システム、ペット型ロボットが取得できる靴を脱ぐ動作の画像情報による個人識別、

の7題である。最後のロボット・環境制御のセッションでは、2脚ロボットの歩行パラメータの最

適化、日常動線把握・二次元環境地図作成・人物追従と感情同定・軌跡把握のためのロボット4

題、生物の生理的適応機能に基づいた空間制御とデータモデル2題、の7題である。 

 この部門のトピックスとしては、全体を通してみられるようにデータベース、センサ技術、ロボ

ット等を融合した技術的展開が挙げられる。また、BIMを導入した様々な応用が報告されている。 

（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（27 題） 
 教育に関する研究は、各分野の性格に応じて、個別的な問題と教育手法がある。教育の現場で

は、各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。ただその成

果の多くは、構造や計画といった部門で発表されている。教育の問題は、個別の部門にとどめる

ことなく、すべての分野で共有していくことが重要と思われる。建築教育に関わる横断的な問題、

共通する課題を継続的に議論する場として、教育部門の学術講演会は意義深い。 

 本年度の学会大会における教育部門の梗概発表は、昨年度より 2 題減少の 27 題である。建築教

育の問題は、全ての部門にわたっているため、教育部門での発表においても、構造、材料、構法、

設計、環境といった各分の教育の試みが寄せられた。さらに教育の対象者も広範囲におよび大学

での専門教育のみならず、市民、子ども教育、高校での住教育に関する発表も行われる。 

 「構造・材料教育」では、頭でのみ理解するのが難しい力学を、実験や実習を通じて分かりや

すく教育する様々な手法が発表される。「構法教育」では、建設することを総合的に捉える領域横

断型の教育が試みられている。「設計教育」では、これまでの一般的な設計教育ではない設計教育

の可能性が探られている。さらに「教育手法」では、ゲームや会議システムを取り入れた体験型

学習方法が試みられる。大学教育において、多様な学習ニーズへ対応した個性豊かな教育が求め

られていくなかで、これらの個々の提案の積み重ねが、有効な示唆を与えてくれる。「市民・子ど

も教育」、ならびに「住教育」では、専門教育ではない、一般向けの教育の試みが発表されている。

建築教育が扱っている教育の対象者は、子どもや一般市民まで広がっており、こうした建築教育

の範囲を拡大していくことは、重要である。 

 JABEE や建築士資格などを契機として、近年建築教育は多く議論がなされてきたが、教育の理

念や教育の制度についての研究は、それほど多くない。今後は、国際的な単位互換などが問題と

なる。「教育の国際化」はますます大きなキーワードとなってゆくだろう。本年度、教育に国際的

な試みを組み入れたものの発表も、いくつかなされている。国際的な視点からの建築教育の取り

組みには、ぜひ注目したい。建築教育についての課題は、建築学全体の問題として、今後もさら

に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（718 題） 

 建築計画分野においては 718 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「場所の居心地を捉える」、また、設計計画に関するテーマとして「公共施設再編のための建築

計画手法」、に注目し、オーガナイズドセッションが開かれる。 

 「場所の居心地を捉える」オーガナイズドセッション（8 月 23 日（火）午前）においては、場

所を読み解く上での居心地の扱い方や建築空間・都市空間をデザインする手がかりについて改め

て問い直す 8 題の研究発表がなされる。人の見方や見え方、感じ方などの知覚、居方、使い方・

住まい方などの行動・活動の仕方、また住みこなし、慣れ、馴染みなどの時間的変化や場所の 主 E

あるじ

Aや他者などの人的・社会的側面など、居心地を捉える方法論やそれを用いた研究成果について議

論がなされる。特に、高齢者居住施設の入居者による居場所の形成の仕方や、様々な障碍のある

こどもたちが活動する場のあり方などの社会的弱者を対象とした研究、インターネットカフェの

ブース内に形成されている私的領域の使われ方や留学生の生活全般を支える大学キャンパス内外

の「生活の場」の実態など新たな生活空間を対象とした研究などが注目される。 

 「公共施設再編のための建築計画手法」オーガナイズドセッション（8 月 23 日（火）午後）に

おいては、公共建築をめぐる課題と再編方法を扱った 5 題、公共性の再考と施設利用方法を扱っ

た 4 題の研究発表がなされる。従来の公共施設は効率性を重視した統廃合が行われてきたが、施

設そのものが有する地域生活活動の支援等の役割を再評価した上で、用途転用や施設再編等によ

る少子高齢社会に対応した公共ストックの有効活用、施設運用コストの削減、提供される公共サ

ービスの内容・水準・担い手の見直し、公共施設の地域間格差の是正、施設評価、計画プロセス

への住民参加について、幅広い議論がなされる。特に、公共施設の再編計画策定のための柔軟な

用途変更手法、公共建築ストックの民間利用の有効性と課題についての研究や、公共施設の利用

方法としての特徴を学校、駅舎、地域医療施設に着目し分析した研究などが興味深いものである。 

 一般発表では、構法計画関連での維持・保全計画、建物寿命と利用形態、リノベーションに注

目した既存建築に関連する研究（21 題）が例年になく発表題数も多く注目される。また計画基礎

関連でのユニバーサルデザイン関連研究も 24 題と多く、空間としての環境づくりに着目している

点も、時代を反映しており大変興味深い。 

（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（111 題） 
 東日本大震災は、東北、関東地方の太平洋沿岸に甚大な被害をもたらし、原子力発電所事故に

よる影響は未だ収束せず被害が全国に拡大している。さらに、7 月の新潟、福島の記録的豪雨に

より信濃川、阿賀野川とその支流が氾濫し、周辺の市街地、農村部の集落居住区、農地が浸水被

害を受けるなど災害対応への社会的関心が高まっている。今年度の農村計画部門における学術講

演では、新潟県中越地震、能登半島地震、福岡県西方沖地震などにおける住宅・生活再建、基幹

産業の再生、祭祀などの生活文化の復興といった多肢にわたる災害対応の研究が進められるとと

もに、集落構造、集落居住、地域づくり、資源利活用といった分野での研究蓄積が図られ、農山

漁村における自然環境と生活環境との調和に資する調査研究が充実している傾向がある。 

災害対応については、農山漁村地域における被災状況ならびに災害対応の成果や課題について

3 セクション（「震災からの集落再生」「震災復興・生活再建」「災害復旧・復興における人・ネッ

トワーク」）を設け、災害復興のあり方について報告、討議を行う。さらに、研究懇談会では“漁

村集落再生のシナリオ－東日本大震災からの復興－”と題し、主に漁村集落の復旧、復興、再生

のあり方についての議論の場を設ける。「震災からの集落再生」7 題では、沿岸漁村、福島県飯館

村における災害初期段階の状況報告、ならびに新潟県中越地震、能登半島地震など過去の災害に

おける農村地域の復興プロセスについて報告される。「震災復興・生活再建」6 題では、新潟県中

越地震、福岡県西方沖地震などの復興計画のあり方、住宅再建のプロセスなどについて報告があ

る。「災害復旧・復興における人・ネットワーク」6 題では、地震、豪雨災害後の地域の伝統行事

の継承、コミュニティの復興など被災地域における生活文化の視点からのみた復興のあり方につ

いての報告が行われる。 

さらに、本震災を受けた農山漁村地域における土地利用の再編が予想されるなか、農山漁村集

落の空間構造、空間利用についての研究報告が注目される（「空間特性と空間利用」6 題、「漁村

の空間」5 題、「農村の空間構成」5 題）。建築物を対象とした空間スケールで生活空間や集落居住

を捉える研究としては、「古民家・農村居住」7 題、「生活空間」6 題、「定住環境」6 題、「地域の

建築活用」7 題の報告がある。地域づくり、ツーリズムなどのソフト活動・施策を対象として「食

文化・ツーリズム」6 題、「むらづくり・地域再生」7 題、「NPO・地域主体によるむらづくり」7

題、「高齢者・生活支援」6 題が報告される。 

 また、これまで農村計画分野において経年的に研究に取り組まれてきた“農山漁村の資源利活

用”をテーマとして「農山漁村地域の資源管理の主体：その形成・再生」5 題（オーガナイズド

セッション）と「環境管理」7 題、「水と空間」6 題の報告、農山漁村地域における文化的景観の

継承、景観の視点からみた空間利用を対象とした「文化的景観」6 題の報告がある。 

（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（540 題） 
東日本大震災からの復興が各地で議論され、都市計画に対する期待や社会的認知が高まってき

ている本年も、都市計画部門では 500 編以上の研究発表が予定されている。 

 

■災害復興と防災 

梗概の提出締め切りが震災後間もない時期であったこともあり、東日本大震災を直接扱った研

究はそう多くない。唯一、セッション「東日本大震災」（7403-7406）で、首都圏の帰宅困難者へ

のアンケート調査、被災地の被害状況に関する初動調査の成果についての発表が予定されている。

しかし、直接、東日本大震災を対象としていなくても、その前後に予定されているセッション「災

害復興」、「密集市街地と火災」、「避難行動」、「企業と地域の防災」、「地域防災力」、「防災教育と

救急医療」、「気象災害と要援護者対策」、「防災と土地利用・環境」といった防災関連分野の発表

はいずれも、例年以上の注目を集め、充実した議論が展開されるであろう。  

 

■人口減少時代における地方都市の今後 

震災復興関係以外では、オーガナイズドセッション「地方都市における都市形成への課題」

（7001-7009）が質量ともに充実している。その再生が最も強く望まれている地方都市をテーマに、

(1)：環境負荷低減と自然共生、(2)：都市再編と行政コスト、(3)：制度と土地利用計画、(4)：コ

ンパクトシティの設計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とい

う 5 つのセッションに分かれての、包括的な議論が展開される予定である。地方都市の再生につ

いての実践的な方法論の確立を目指す、人口減少、都市縮退を正面から扱った注目すべき研究報

告が多数、含まれている。これらと同様の文脈にあるセッションとしては、「コンパクトシティと

鉄道駅」（7320-7325）、「人口減少時代の都市計画事業」（7514-7519）や「空き家の再生と高齢者

居住」（7496-7501）が挙げられる。 

 

■大学や住環境に着目した都市・地域のマネジメント 

オーガナイズドセッション「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」（7338-7344）では、過去、現在の我が国における大学進出と地域形成とともに、米国の大

学資源マネジメントについても 3 編の報告が予定されている。オーガナイズドセッション「住環

境の評価と誘導」（7342-7345）、「住環境の管理と保全」（7346-7349）では、住環境という最も身

近で馴染み深い対象に対して、マネジメントを強く意識した新たな視点から切り込んでいく。 

 

その他、日本建築学会が継続して重点を置いている都市デザインや景観、中心市街地の再生、

住民参加や組織などに関する様々なセッションが予定されている。いずれも東日本大震災以降の

我が国の都市や地域のありかたを考える上で欠かすことのできない、重要な視点を包含している。 

（都市計画委員会広報委員 中島直人） 
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１１．建築社会システム部門（188 題） 
 
「建築社会システム」部門は、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、今年度は188題（8001-8188）である。大きくは、建築生産系とハウジン

グ系にわかれる。 
 

●建築生産系 
・「環境・排出物削減（8001-8006）」および「環境マネジメント（8007-8012）」は、環境問題を国

内外にわたり、多面的に取り扱うセッションである。建築構造物の解体の影響（8002、8003）
や、住生活に関わるサスティナビリティの進展具合を示す指標群の構築を試みたもの（8010）、
環境不動産の国内外の動向の示す調査の結果（8011）等がある。 

・「不動産価値（8013-8018）」は新しい分野である。建築物が土地と一体になってはじめて成立す

ること、その上での不動産価値を、不動産鑑定理論を用いて評価しようとする試みがある。「建

築」から「不動産」への視野を持った研究である。 
・「FM・施設管理（8019-8024）」および「伝統技能（8025-8030）」「技術者・技能者（8031-8036）」

「木造1（8037-8040）」「木造2（8041-8044）」では、伝統技能者の労働環境（8029）、職人のまち

づくりへのかかわり（8036）など、新たな視点からの報告がある。 
・「長寿命化・耐用年数（8045-8050）」「LCC（8051-8055）」「プログラミング・維持管理（8056- 

8060）」「ストック・市場（8061-8064）」では、マンションの維持管理に関する地方自治体の施

策の調査結果（8063）、マンションの価格変動要因分析（8064）等の報告がある。 
・「工業化・鉄骨（8065-8069）」「内装工法（8070-8075）」「情報ツール（8076-8081）」「ICタグ利用・

安全管理（8082-8087）」「発注・入札・契約（8088-8093）」「コスト・プライス・積算（8094-80
98）」「品質確保・建築家業務・海外の建築プロジェクト（8099-8105）」である。 

 
●ハウジング系 
・「住宅政策・子育て（8106-8110）」「まちづくり・住教育（8111-8116）」「住まい・まちづくり学

習（8117-8121）」「住宅供給（8122-8127）」「集合住宅居住・管理（8128-8133）」「住宅性能（81
34-8138）」「住宅情報（8139-8144）」では、公共賃貸住宅の民間譲渡の不動産法制度上の課題（8
128）、住宅取引の円滑化にむけての研究（8139-8144）等、適正な市場形成のための研究がある。 

・「居住支援（8145-8149）」「協同居住（8150-8155）」「公営住宅の支援と交流（8156-8160）」「高齢

者などの住宅と支援（8161-8166）」では、超高齢社会での居住のあり方を主に政策や市場整備

のあり方、あるいは民間ビジネス、地域での共助の可能性などを取り扱ったものがある。 
・「住環境（8157-8176）」「住宅診断・評価（8177-8182）」「リフォーム（8183-8188）」では新たな

住宅性能の提示の可能性や、リフォームの評価のあり方などを取り扱ったものがある。 

（建築社会システム委員会広報委員 齊藤広子） 
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１２．建築歴史・意匠部門（456 題） 
2011 年度大会（関東）、建築歴史・意匠部門の学術講演には、456 題の投稿があった。過去最高

の論文応募数となった昨年 2010 年度（北陸）の 462 題とほぼ同数である。投稿数は、1998 年度

大会（九州）に 300 題を超えたのち、2004 年度大会（北海道）以降は毎年 400 題以上に上ってい

る。10 年前の同じ関東での 2001 年度大会における 328 題と比べても、本部門における投稿数の

増加傾向が見て取れる。また、他部門との比較を行うと、構造（I・II・III＝計 2076 題)、環境工

学（I・II＝計 1253 題）、建築計画（I・II＝計 718 題）、材料施工（604 題）、都市計画（540 題）に

次ぐ投稿数である。これらのことは、建築学会において、建築歴史・意匠分野が主要な位置付け

にあることを示している。 
建築歴史・意匠部門内に目を向けると、昨年度と同様に、日本近代（計 85 題）、意匠論（計 83

題）、日本（社寺・住宅・生産・民家＝計 73 題）の三分野が過半を占める。以降、保存（37 題）、

作家論（35 題）、建築論（31 題）、東洋（31 題）、都市史（29 題）、ならびにヨーロッパ建築史関

係諸分野が拮抗している。意匠論と日本（建築史）研究の充実、特に近代への傾倒が近年顕著で

ある。また、10 年前に比して特筆すべきは、都市史や保存に関する論文数の増加である。他方、

西洋関連研究は、2001 年の西洋（古代～20 世紀中期）計 57 題から今年度の西洋（古代～20 世紀

初頭）計 28 題へとほぼ半減している。また、堅調な伸びを見せる都市関連研究の中でも東洋に関

連する投稿数の横ばい傾向も見られ、洋の東西を問わず、海外を対象とする研究が減少傾向にあ

ることは否めない。 
2011 年度大会は、東日本大震災後初開催という特別な意味を持つ。地震発生（3 月 11 日）の数

日後が大会原稿最終締切（4 月 3 日）であったため、建築歴史・意匠部門ではまだ今回の震災に

関連する投稿は見られない。構造部門や農村計画部門などでは早くも関連する発表が散見される

が、各分門の本格的な論考は次年度以降に期待される。建築歴史・意匠委員会では、震災後すぐ

に「災害特別調査研究ＷＧ」を中心とする調査体制が構築された。歴史的建造物や街並みなどの

被災状況を調査し、今後の保存修復方針の立案につなげるための基礎資料の作成が日々実施され

ている。次年度の大会では、こうした調査に基づく投稿が予見される。 
建築歴史・意匠分野の研究が現代的な課題にどのように役立つのか、震災からの復旧・復興を

通じて一層問われることとなろう。阪神淡路大震災時の調査や研究の蓄積、近年盛んな保存分野

の個別研究 ― 今年度も、東京丸の内や東京中央郵便局の再開発問題、保存（記録）分野でのデ

ータのアーカイブ化など充実した発表が続く ― は、具体的に参照すべき点が多い。 
都市形成の面では、固有の自然、文化、歴史などが育む都市組織を継続的な現地調査により分

析する法政大学陣内秀信グループの発表には貴重な示唆が多い。他方、東京工業大学塚本由晴グ

ループによる「ゼロベース型都市」研究は、いわゆる歴史性やコンテクスチュアリズムとは異な

る、現代のグローバリズムを背景とした新しい次元の都市を扱っている。双方のアプローチの違

い、コントラストは注目に値する。 
先に指摘した西洋や東洋の海外調査関連投稿の減少の一方で、新しい調査フィールドとして東

欧や南米、アフリカなどに関する研究が見られるようになってきた。2011 年度は、特に、三宅理

一氏を中心とする一連のエチオピア研究が象徴的である。 
また、建築史や建築論といった研究分野そのものの再考が近年試みられている。今年度も稲垣

栄三建築史学の再考や、日本における建築論の開祖、森田慶一や増田友也らに関する研究発表が

行われる。こうした潮流は、近代という時代がとみに対象化されたり、研究対象が西洋や東洋の

対比を超えて広範な広がりを見せているのと軌を一にすると考えられる。そのことは、資料面で

の量的優位性やアクセスのしやすさ、未開拓領野の対象化といった現実的な問題だけではなく、

近代という時代やグローバル化、稲垣史学、森田・増田建築論が極めて本質的な問いを現代のわ

れわれに投げかけていることの証左であろう。 
（建築歴史・意匠委員会広報委員 松本裕） 
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