
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０１３年度大会（北海道） 

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 730 66 

構  造 2,539 142 

防  火 212 40 

環境工学 1,329 46 

海洋建築 33 ▲ 2 

情報システム技術 62 11 

教  育 22 ▲ 8 

建築計画 729 24 

農村計画 112 22 

都市計画 571 18 

建築社会システム 207 12 

建築歴史・意匠 493 14 

合  計 7,039 385 

 

 
 



1．材料施工部門（730 題） 
 材料施工部門は、コンクリート、無機系、有機系、防水などの各種建築材料の物性やその利用

技術、鉄骨工事に関連する材料・施工技術、ならびに施工における品質管理、改修・維持保全、

地球環境・資源など、幅広い分野の研究・開発を対象にしている。今年度の発表数は昨年より 66

件増え、730 題であった。 

 発表部門別の内訳に大きな変化はないが、最近の傾向としては、地球環境を考慮した研究が多

くなっており、混和材を多用したコンクリートや、建物の維持・保全に関連する研究が増えてい

る。以下は、分野別の状況である。 

 コンクリート分野には、全体の半数に近い 349 題の発表があった。各種コンクリート（特殊仕

様のコンクリート）の発表題数は 97 題で昨年の 91 題と大きくは変わらない。このうち、環境対

応型コンクリートのセッションで 37 題の発表があった。内訳をみてみると、高炉スラグ等の混和

材を多量に使用したコンクリートの研究が 12 題、再生骨材コンクリートが 8 題、ポーラスコンク

リートが 6 題などとなっている。再生骨材コンクリートの研究は 5 年前には 40 題ほどであったこ

とからみると、環境対応型コンクリートの内容は、再生骨材から混和材を多量に使用するコンク

リートに移ってきているようである。このほかコンクリート材料の分野にも混和材料に関する研

究が 38 題あり、そこではフライアッシュの利用に関する研究が多く発表されている。さらに地球

環境・資源分野にも 34 題の発表があり、環境がますます重要なキーワードとなってきていること

がわかる。 

 各種コンクリートで環境対応型が増えている反面、高強度コンクリートは 12 題と 2007 年の 48

題からはだいぶ減少してきた。高強度を実現するための技術がほぼ完成し、管理方法など周辺を

補強する技術の研究に変わってきたものと思われる。 

 コンクリートの物性に関する研究（134 題）のうち、収縮・クリープに関するものが 42 題あっ

た。2006 年に 15 題であった収縮の研究は 2008 年に 36 題に増え、引き続き研究が盛んに行われ

ている。このほか耐久性に関する研究も活発である。 

 仕上げ材料についてみると、タイルが昨年 23 題から今年は 24 題、左官が 16 題から 17 題、塗

料が 23 題から 16 題と大きくは変わっていない。 

 防水材料は昨年 38 題から 73 題と大幅に増えている。特にウレタン塗膜防水のセッションで 17

題の発表があったのが目立っている。 

 屋根や外壁などの部位別の材料については昨年の 78 題から 68 題と若干減少しているが、昨年

に引き続き窯業系サイディングの研究や、内装の耐震に関する研究が行われている。 

 維持・保全分野は 71 題と昨年の 64 題から少し増えており、昨年同様高層ビルの解体工法の報

告も行われている。 

 鉄骨・金属系材料分野には 35 題の発表があり、溶接に関する研究が多くなっていた。 

（材料施工委員会広報委員 早川光敬） 

 

1 
 



2．構造部門（2,539 題） 
 構造部門の学術講演発表題数は 2,539 題（前年比＋142）であり、部門別では最も多く、か

つ、全体の発表題数（建築デザイン発表会を含む）の発表題数 7,197 題の 35%強を占める。 

 ここ 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コンスタントに

維持しいており、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、23 の会場が割り当てられており、分野別に見ると、荷重・信頼性：133 題（+32）、

応用力学・構造解析 88題（+14）、基礎構造 195題（+46）、シェル・空間構造 156 題（+19）、

振動 620 題（-4）、原子力・プラント 54 題（+15）、木質構造 327 題（-20）、鉄骨構造 362

題（+61）、鋼・コンクリート合成構造 121 題（+24）、鉄筋コンクリート構造 407 題（-26）、

プレストレストコンクリート構造 39 題（+9）、壁式構造・組積造 37 題（-18）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、鉄骨構造、木質構造の分野がこの順で講演題数が

多く、これらで構造部門全体の 68%（昨年度より 3%減）を占めている。昨年は、一昨年比

で大幅に増加した振動、鉄筋コンクリート、木質構造は、今年は発表題数を若干減らしてい

る。これは、東日本大震災の構造被害の直接の調査報告が減ったものである。その他の分野

では、基礎構造、荷重・信頼性、シェル空間構造、鋼・コンクリート合成構造の分野の順で

発表題数が多く発表数も増加している。 

 前述のように、今年は、特に鉄骨構造分野、基礎構造分野、荷重・信頼性の分野の順で、

発表題数の増加が大きい。鉄骨構造分野の中でも増加が著しかった分野は 1）ブレース（筋

違）、2）柱梁接合部、3）梁材である。ブレース端部接合部と、梁の横座屈補剛に対する床

スラブの補剛効果に関する報告がとりわけ増加している。基礎構造分野は、1）杭鉛直支持力、

2）液状化、3）杭の水平抵抗で題数が増加し、いずれも前年に比べてほぼ倍増している。地

震時の杭頭被害軽減のための研究や東北地方太平洋沖地震の液状化被害や対策に関連する報

告が増加しているものである。荷重・信頼性分野で増加が著しいのは、1）竜巻、ダウンバー

スト、2）津波荷重の報告で、最近の竜巻による風被害対策に関する報告や、東北地方太平洋

沖地震の後の津波対策に関する報告が増加している。 

 上述の構造の 12 の分野について以下に若干詳細に見てみる。鉄筋コンクリート構造分野で

は、 従来のセッションの他「RC 超高層建物の耐震性能に関する研究」と題したオーガナイ

ズドセッションが設けられた他、非構造壁や基礎の杭頭接合部に関する発表も行われる。振

動分野では、強震動・地盤特性・振動問題・免震・制振の他、地震・津波被害、巨大地震の

強震動予測や長周期地震動に関する研究の発表が行われる。木質構造分野では、伝統的構工

法の他、制振、耐震診断、耐震補強、大規模木造など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の研究発表の他、ブレース端部接合部や、梁

の横座屈補剛に対する床スラブの補剛効果などに関する発表が行われる。基礎構造分野では、

杭の鉛直支持力・水平抵抗、液状化と対策、地盤改良・地盤補強、地盤調査などに関する発

表が行われる。荷重・信頼性分野では、各種荷重や限界状態に関する発表が行われる。シェ
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ル空間分野では、シェルや膜構造などの立体構造の挙動や、それらの形態生成に関する従来

の研究、天井落下対策に関する研究発表が行われる。その他、応用力学部門、鋼・コンクリ

ート合成構造、プレストレストコンクリート構造分野などでも、それぞれ活発な研究発表が

行われる予定である。 

（構造委員会広報委員 塩原 等） 
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3．防火部門（212 題） 
 今年度の防火部門の講演内容で特筆すべきは、昨年、一昨年に続いて、木質系構造・材料の発

表題数が最も多いことである。木質系構造・材料の発表題数については、近年の木造そのものへ

の嗜好の高まりの他、森林資源・林業の健全化、低炭素化等、様々な関心から注目されていたが、

2010 年に公共建築物木材利用促進法が施行され、国土交通省により木造三階建て大規模学校建築

の基準検討方針が表明されたこともあり、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、平

成23年の成果をもとに噴出火炎による上階延焼抑制策等の設計上の配慮を講じた実大火災実験

（準備実験）についての報告が23題を占めている。その他、ホウ素系薬剤を浸透させた木質系2

時間耐火部材の開発や木質系構造部位ごとの防耐火性能に関する研究など、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。 

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43

題、その他に、鉄筋コンクリート系構造・材料16題、金属系構造・材料19題、区画部材の性能10

題、可燃物・燃焼性状16題、設計法関連2題、火災性状17題、火災安全性評価4題、煙性状・煙制

御関連17題、避難関連37題・津波火災・広域避難・都市防災関連15題、防火・防災設備6題、総合

防災4題、その他6題となっている。鉄筋コンクリート系構造・材料関連では、超高強度コンクリ

ートを用いた長柱に関する研究等があり、韓国からも繊維材を混入した高強度コンクリートの研

究や超高強度コンクリートの研究が報告される、金属系構造・材料関連では鋼構造骨組の火災時

挙動に関する研究や高力ボルト摩擦接合継手の高温時における荷重に関する研究等、区画部材の

性能関連では耐火ボードと巻付耐火被覆による合成耐火被覆梁の耐火性能、遮炎性能を有する耐

熱強化ガラスに関する研究等、可燃物・燃焼性状関連では、スギ材ファサードの延焼性状に関す

る実験、可燃性外装の上階延焼危険検証法に関する検討等、設計法関連では防火区画の設計可燃

物密度算定法に関する研究等、火災性状関連では、密閉された大空間火災に対する考察、間仕切

壁や開口パターンが構造部材への加熱強度に与える影響等の研究等、また、韓国から障害者施設

の可燃物の燃燒特性に関する研究等の3題が発表される。火災安全性評価関連では目標性能の把握

に向けた実市街地における情報の整理手法、開口部火炎からの放射熱透過性に関する実験的検討

等、煙性状・煙制御関連では火災室の煙層降下に対する天井流の影響に関する検討、加圧煙制御

における給気条件に関する実験的研究等、避難関連ではスプリンクラー設備の影響を考慮した避

難安全設計に関する検討、保育所園児の避難行動特性に関する研究等、津波火災・広域避難・都

市防災関連では津波浸水域で発生した火災の地域特性の考察等、また、海外からは台湾の伝統的

な街区における火災リスク、韓国における建築物密集地域の都市火災危険性評価に関する研究等

の3題が報告される。防火・防災設備関連では放射空調設備とスプリンクラー設備の配管兼用シス

テム、住宅用火災警報器に関わる調査等、総合防災関連では被災後に必要な生活用水量等に関す

る研究、沿岸部行楽地における津波避難計画の提案等、その他では免震・制振用オイルダンパー

の火災時挙動、火害を受けたコンクリート構造物の劣化診断手法の検討等の発表が行われる。 

（防火委員会広報委員 森山修治） 
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4．環境工学部門（1,329 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 601（前年比+6）編、環境工学 II で

728（前年比+38）編、計 1329（前年比+44）編の発表が行われた。この内、オーガナイズドセッ

ションは 4 セッション、19 題の発表があった。オーガナイズドセッションは、大会における学術

講演の活性化を図る手段として、各部門で特定のテーマを指定し、そのテーマに応募した原稿の

中から一定数を概要審査し、発表を行うものである。ここでは、これを紹介し、環境部門のトピ

ックスとする。 

1．心理生理実験研究から実空間創造へ（環境工学Ⅰ、環境心理生理：4 題） 

環境心理生理研究で行われる心理生理実験は、実空間における環境−人間系の複雑で検証が難し

い問題について、実空間を模擬した場を設け、環境あるいは人間側の要因の効果を探るものであ

る。実空間の適正なモデル化や統制に加え、効果の把握に適切な実験手法と測定項目・解析手法

を用いてはじめて意味をなす。本OSでは、・環境を評価する心のモデル、・オノマトペによる環境

の表現と伝達の有効性、・駅プラットホームの音環境印象評価、・人工植物の緑化量に対する影響

に関する4題が発表され、モデル化の適切性や研究成果の適用性など、実空間創造に向けた視点か

ら、活発に議論がなされた。 

2．集合住宅における遮音性能の現状把握と今後の展望（環境工学Ⅰ、騒音・固体音：4 題） 

集合住宅の遮音性能は床衝撃音レベル、室間音圧レベル差、室内騒音レベルが主たる評価指標

であるが、そのほかにも住戸内で発生する騒音、近隣住戸からの生活音、設備音などの評価も必

要であり、過去から現在に至る遮音性能の実状を把握することは今後の暗騒音レベルを考慮した

遮音性能水準を策定する上で貴重なデータとなる。本 OS では、・生活行為に伴って発生する音の

現状、・居住者要求と遮音性能基準、・床衝撃音の測定例と標準重量衝撃源との対応、・乾式二重床

工法の歩行音に関する 4 題が発表され、集合住宅の様々な音環境性能の現状と今後の性能水準に

おける展望について活発な議論がなされた。 

3. 臭気の測定・評価・対策 1・2（環境工学Ⅱ、空気環境：8 題） 

悪臭苦情件数が 1994 年から再び増加に転じたが、これらの臭気には、未規制の臭気物質や複合

臭があり、嗅覚測定法を用いた臭気指数規制が悪臭防止法に導入された。本会においては、臭気

に関する学会環境基準が提案されている。ISO においても臭気の評価方法が検討されるなど、最

近、臭気の規制値の制定、測定・評価法の提案に関する動きが活発である。本 OS では、・医療施

設・在宅介護環境における特性、・たばこ臭の特性、・集合住宅のごみ置き場の特性、・排気臭の拡

散、・換気量制御手法、・新築臭の測定・評価、・調湿材による臭気低減性能に関する、8 題が 2 セ

ッションに渡って発表され、建築環境の改善、質的向上に繋がる臭気測定・評価、・臭気対策に関

して、総合的な議論が活発になされた。 

4. 環境配慮型空調と室内環境（環境工学Ⅱ、建築設備：3 題） 

低炭素化を目指して、空調システムは、さまざまな省エネルギー技術や建築一体化技術を装備

し進化を続けてきた。近年は、室内環境の質のデザインに新たな視点を導入するような発想や新

技術も生まれている。本 OS では、・放射空調の汎用的な熱性能計算法、・フリークーリングを利
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用した空調システムの性能検証、・高性能窓システムの熱性能評価のための実用計算ツールに関す

る 3 題が発表され、新システムの開発、設計法、制御法、評価法など幅広い視点から活発な議論

がなされた。 

（環境工学委員会広報委員 羽山広文） 
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5．海洋建築部門（33 題） 
本年度の建築学会大会の海洋建築部門での発表題数は 31 題であり、昨年度より 4 題減少した。

海洋建築部門の発表では、対象とされる範囲が広く、昨年度と同様に、構造系、計画系および環

境系に関する横断的な研究発表が行われる。 

今年度はこれまでと同じく海洋建築物の波浪作用下での挙動、海洋環境、および海洋の波を利

用した波力発電に関する発表が行われる。今年度のトピックスは、昨年同様 2011 年の東日本大震

災による津波被害を受けて、津波シミュレーション、津波荷重評価、および津波避難に関する研

究発表が 3 つのセッションで行われることである。これら津波に関係する発表題数は半数以上の

17 題を占めた。 

今年度の発表をセッションごとに見ると、「流体連成解析」（発表題数 5 題）では、流体中での

構造物の挙動解析に関する研究に関する発表が行われ、大規模な浮体式海洋建築物の波浪応答、

流れ中での海洋建築物の運動として渦励振に関する挙動解析に関する発表がある。 

「海洋環境・エネルギー」（発表題数 6 題）では、自然エネルギーとして着目されている波力発

電および風力発電に関する内容が多い。自然エネルギー利用に関する研究では、海洋の流れを利

用した波力発電装置の発電性能の関する研究、洋上風力発電浮体の運動特性に関する発表が行わ

れる。これに加えて、自然再生エネルギーを活用した海洋漁業基地構想に関する発表、および既

存の海中展望塔の維持・管理に関する発表がある。 

「海洋文化・継承」（発表題数 4 題）では、高知県、徳島県、千葉県の 3 県における津波碑の保

存展示に関する研究、地中海における屋根の色彩の研究など、津波被害の伝承および海岸域の建

築物の色彩の統一性に関する発表がある。 

「津波シミュレーション」（発表題数 7 題）では、構造物に作用する津波波力の数値解析に関す

る内容が多い。津波による押し波と引き波により建築物に作用する波力に関する研究、MPS 法を

用いた浮体-流体連成解析手法に関する研究、沿岸域の建築物に作用する津波荷重に関する研究、

および粒子法を用いた建築物の津波被害シミュレーションとして、建物開口の影響および建物形

状による津波作用力を検討した発表がある。 

「津波避難」（発表題数 5 題）では、津波避難リスクの定量的評価を行うための条件整理を行っ

た研究、津波避難ビルへの避難経路に関する研究、海水浴場における津波対策に関するアンケー

ト調査、および津波避難ビルの特徴について調査した研究に関する発表がある。 

「津波防災」（発表題数 5 題）では、津波の流速依存性を考慮した建築物への津波作用外力の評

価式に関する研究、津波避難場所としての築山形状の変化による津波遡上高さをシミュレートし

た研究、各自治体の地域防災計画における災害時要援護者避難体制に関する研究、三陸沖沿岸域

における避難行動からみたまちづくり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（62 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発表が行われるため、

対象範囲が広くその内容も多岐にわたる。今回の発表は昨年より11題増え、62題と一昨年の60題と

ほぼ同数になった。うち2題はオーガナイズドセッションである。発表は以下の12セッションに分

かれて行われた。 

【セッション】 

都市・防災 ロボット・生命化建築  

建築モニタリング（オーガナイズドセッション） センシング・ネットワーク 

アルゴリズミックデザイン（1）  アルゴリズミックデザイン（2） 

画像処理・三次元計測 シミュレーション・数理計画 

構造・最適化 データベース・BIM 

BIM・生産 景観 

 発表内容は、GPS や GIS を利用した広域情報に関わるもの、ロボットや生命化建築を応用した

環境制御、センシング・モニタリングに関する技術、アルゴリズムによる形態生成と都市・集落

の形成に関する研究、3 次元測量、画像処理や画像解析の活用、シミュレーションや数理計算の

応用、構造や設計のための数値解析手法と最適化、建築作品や世界の住居のデータベース、さま

ざまな用途での BIM 活用、情報技術の景観分野での利用、教育や防犯でのスマートフォン利用、

過去のコンピュータ利用の評価など広範囲で多岐にわたっている。 

オーガナイズドセッションでは、簡便かつ安価なセンサー技術を用いた構造モニタリング技術

である、ジャイロセンサを用いた建築構造性能モニタリング手法の計測精度及び周期同定の検討

とソーシャルメディア上の情報を収集し、解析することで、建築や都市にまつわる過去の状況の

把握、現状の理解、将来の予測に活用することを目的とした、ソーシャルメディアに投稿された

記事に基づく都市・建築空間像の解析について発表された。 

 この部門の特徴として、全体を通してみられるように数理計算、シミュレーション、センシン

グ・モニタリング、データベース、画像処理、三次元計測、ロボット等個々の技術だけでなく、

それらを融合した展開が発表されている。センシング・モニタリングによって得られた結果をも

とに、空間や環境をダイナミックに制御しようとする研究やシミュレーションや数理計算の結果

からの形態生成、BIM をデータベースの一つとして位置づけた研究などがその好例である。 

本部門の研究発表のように、複数の研究分野・技術分野の融合による発展と専門分野を超えた

研究情報の交換から、さらなる領域複合型の研究の展開が期待される。 

（情報システム技術委員会広報委員 猪里孝司） 

 

8 
 



7．教育部門（22 題） 
 建築教育は、計画、構造、環境など各分野において個別の問題やテーマがあり、本大会におい

ても各部門でも教育について議論が行われている。また、教育対象が大学だけでなく市民、子ど

も、海外での教育などと広く、それぞれ教育目標や教育手法も多様であり、教育現場では様々な

工夫がなされている。これらの個別の問題を概観すると、実は教育の問題として共通するものも

多く、また、近年では分野を横断した教育方法が必要とされている。そこで、建築教育部門では、

共通性や横断的視点から、問題を継続的に議論する場として、本年度は 22 題の発表が行われる。 

 

◆構造・構造・材料に関する教育 

 構造や材料など工学系分野においては、数学や物理等の学力低下等が懸念され、また学生の苦

手意識のなかで、興味を引きつけ、続く学習への動機付け教育の必要性が求められている。そう

いった中で、初学者に無筋コンクリートを破壊させて、そこから力学と実感を結びつけて、体感

的に楽しく理解させるカリキュラムの工夫や、構造計算の習得においては、フィードバック学習

により理解を深めながらモチベーションに結びつける工夫などが報告されている。また、先端的

な材料を用いて力学を視覚的に理解させる提案も行われる。 

 

◆防災教育、ボランティア 

 防災教育が各所で求められる中で、地域や教育対象に合わせた教材や教育手法が必要とされる。

小さな子へは、地域の特徴に合わせた災害時の行動について、絵本を用いて示す提案がなされた。

状況と場所を結びつけ、避難などの行動につなげられるよう実践的な教材が必要とされている。

また、被害認定の調査を行う専門家を養成するため、半壊住宅の模型教材などの提案がなされる

など、建物や街など空間に関連した内容の理解のための工夫が必要であることが示唆されている。

また東日本大震災後のボランティア活動に関連した現場的な問題点の報告と合わせて、市民視点

での防災教育とまちづくりについても、俯瞰的な視点で議論される。 

 

◆海外の建築教育、子ども建築教育／小・中・高の教育、里山・造園 

 日本の建築教育にも大きな影響がある、国際的な建築教育プログラムの相互認証制度がはじま

り、海外での運用実態についての報告がなされる。また、子どもに対する住教育・建築教育は、

日本では大学や建築家等様々な主体が中心となり行われており、街や造形に興味を持たせる工夫

がなされている。一方、アメリカにおける子どもの建築教育を行う団体のプログラムと教材につ

いての詳細な研究より、充実している現状が報告される。 

小学校建築について、オープンスペースなどのプランへのデザイン介入による生活行動の誘発や、

エコ改修の効果などの効果の報告や、工業高校における地域と連携した実践的教育方法などが報

告される。 

（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（729 題） 

 建築計画分野では、全体の約 10.4％にあたる、720 題の研究発表が行われる。昨年に比べ約 4％

の 28 題増加しているが、大きな変動は見られない。これらの研究発表は、住宅建築や住生活の実

情やあり方に関する研究、非住宅施設である地域施設や商業施設の実情やあり方に関する研究、

建築計画の基礎理論に関する研究、構法計画に関する研究、設計方法論に関する研究、その他に

分類される。特に、一昨年に発生した東日本大震災について震災を受けた市街地の公共空間再生、

仮設住宅の内外空間の活用、各種建物の被害状況や防災対策等に関わる調査や研究報告を取り上

げ、ストック型社会における復興の計画的枠組みを考える 12 のオーガナイズドセッションが開か

れる。 

 

 以下は、分野別の状況である。 

 住宅計画分野では、全体の約 23％にあたる 167 編の発表がある。この中では昨年と同様に、住

まい方やライフスタイルに関する研究（26 編）、集合住宅・集住環境・集落に関する研究（21 編）、

海外の住居や住宅地に関する研究（22 編）、の発表が多い。昨年に比べて、高齢・障害者の住環

境に関する研究（24 編）や団地再生に関する研究（15 編）の発表数が増加し、逆に住宅計画論や

住宅計画史に関する研究（5 編）が減少している。 

 施設計画分野では、全体の約 38％にあたる 270 編の発表がある。公共施設の中でも、学校（72

編）、病院（34 編）、児童施設（36 編）に関する研究は例年通り多くの発表がある他、特に今年は

加えて高齢者施設に関する研究（38 編）の発表数が 1.5 倍に増えている。 

 計画基礎分野では、全体の約 27％にあたる 191 編の発表がある。発表数が 13％程度増加してお

り、他分野に比べて増えている。中でも、居方・使われ方に関する研究（11 編）や感覚・空間知

覚・空間認知に関する研究（26 編）が多くなっている。 

 構法計画分野では、全体の約6％にあたる41編の発表がある。発表数が11％程度増加しており、

計画基礎の分野とともに他分野に比べて多くなっている。各部構法に関する研究（5 編）や構法

開発（6 編）、生産システムに関する研究（5 編）が若干増えているものの、構法・構法計画基礎

理論に関する研究（0 編）や、オープン・ビルディングに関する研究（0 編）、構法と歴史・文化

に関する研究（6 編）が発表数を減らしている。 

 設計方法分野では、全体の約 6％にあたる 45 編の発表がある。例年通り、まちづくりに関する

研究（29 編）が全体の 65％を占めている。その他では、設計計画史に関する研究（4 編）が増え

ており、逆に参加・コラボレーションに関する研究（1 編）が減らしている。 

 全体を通して、建築の再生に関する研究や高齢者の施設環境に関する研究、まちづくりに関す

る研究が発表題数を増やしている傾向にあり、震災への対応とともに社会的課題を反映した研究

傾向と言える。 

（建築計画委員会広報委員 廣田直行） 
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9．農村計画部門（112 題） 
 2013 年度大会においては、国内外の農山漁村地域に関わるソフト、ハードの両面を対象とした

調査研究の報告があり、昨年度より 22 題増加した 112 題の発表があった。研究分野は、災害対応、

まちづくり・住民参加、地域施設・商業施設の利用、保健・医療・福祉、地域資源等の利活用、

集落・民家再生、海外事例などに分類される。また、今年度より、若手会員の研究活動を奨励す

ることを目的に、特に優れた研究報告を行った若手会員を顕彰することとした。 

 災害対応については、東日本大震災における広域的かつ複数の要因による被害実態や復興過程

における課題、実態が多様化している状況を受け、様々な地域を対象とした事例研究や過去の災

害復興の再評価などについて、オーガナイズドセッションを含め 8 つのセッションにて計 43 題が

報告され、議論を踏まえた知見の蓄積が図られた。 

オーガナイズドセッション（「災害復興」）では、三陸沿岸地域における広域的な被災状況に対

する減災要件、復興支援のあり方について議論された。「漁村の空間構成」「被害実態」では、東

日本大震災における被災の他、過去の三陸津波や伊勢湾台風被災地なども事例とした沿岸地域の

空間構成や津波被害の実態についての詳細な報告が行われた。さらに、地域ごとの被災状況や復

興過程の実態を踏まえ、「原発事故からの復興課題」「復興プロセス」では我が国における歴史上

類をみない原発事故、広域に渡る津波被害などの被害内容や被災各地の状況からみた復興課題に

ついての報告、加えて「復興計画」「過去の災害・復興計画」では東日本大震災被災地域における

個別の復興課題や過去に発生した福岡県西方沖地震、新潟県中越地震、鳥取県西部地震などの震

災、紀伊半島大水害、九州北部豪雨などの水害を取り上げた復興や計画の再評価について報告さ

れ、我が国固有の災害からの復興に関する計画のあり方について議論が行われた。また、「仮設商

店街・仮設住宅」では、被災者の住環境、生活利便の課題やあり方について議論が行われた。 

 まちづくり・住民参加については、地域外の人材活用やワークショップなどの運用についての

事例研究が報告された。地域施設・商業施設の利用については、居住者の生活行動調査やコミュ

ニティバスの運用、買物難民危険地域の評価など、高齢化や少子化を迎えた地域の生活支援につ

いての調査研究の成果の報告があった。保健・医療・福祉については、中山間の地域組織の変容

を踏まえた住民同士の支え合いをテーマとした地域づくりの課題や施設配置の類型化によるサー

ビス提供などについての研究成果が報告された。地域資源等の利活用については、農地利用や地

域で展開している環境資源を利活用した教育活動、谷戸空間を対象とした調査研究などの成果が

報告された。集落・民家再生については、集落の景観特性の評価、町並み景観に対する意識調査

の他、伝統的民家を再利用したまちづくりや民家の保全活動についての実践的研究が報告された。

海外事例については、中国、カンボジアなどの国における農村地域の居住地空間構成や生活実態

について、調査研究が報告された。  

（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（571 題） 
 都市計画部門では、建築を取り巻く都市計画の制度・計画・事業や、まちづくり領域に関する

研究領域を対象としている。近年において社会的な要請が高まりつつある、人口減少時代におけ

る都市再編、中心市街地や地方都市の再生、都市景観の向上、多様な主体による都市計画・まち

づくりを進める計画手法や主体形成に関する研究課題が目立つ。 

 紙面の制約からすべての報告を要約することは困難であるため、以下では、2013 年度に本部門

で実施されたオーガナイズとセッションと東日本大震災の復旧・復興についての研究報告の内容

やテーマについて示す。 

 

◆オーガナイズドセッション① 大学と地域のサステイナビリティを目指したキャンパス・デザ

インとマネジメント 

 大学の人口、施設規模、施設面積の大きさにより、キャンパスの整備計画は大学と都市とが共

同して対応策を考えていく必要という認識に基づいて、都市計画的な観点からキャンパスデザイ

ンについて論じている研究が報告されている。大学キャンパスの新設や拡大・縮小の動向など、

人口減少社会に対応した大学の再編やそれが地域に及ぼす影響について調査・分析していく必要

性が提示されている報告もある。 

◆オーガナイズドセッション② 環境まちづくりの現状と展望 

 地球温暖化や化石燃料に頼らない新エネルギーの導入に対する社会的な要請に対応して、新エ

ネルギー導入に向けた都市・集落空間整備に関する研究が報告されている。また、東日本大震災

における福島原発事故による除染の現状や課題に関する報告からは、福島の都市空間的の再編に

対する研究の必要性を強く感じさせられる。 

◆オーガナイズドセッション③ コンパクトな市街地形成のための技術 

 OS の中でも最も報告件数の多いテーマである。中心市街地の跡地利用、中心市街地活性化手

法、エリアマネジメントと地区再編、土地利用などの観点からの研究報告がある。中心市街地の

形成・再編に留まらず、今後より必要になってくる長期的なエリアマネジメントという切り口か

ら必要とされている計画論・技術について論じられている。 

◆オーガナイズドセッション④ 新しい住環境価値の創造 

 歴史的資源を継承する住環境の計画的な課題について論じたものや、ニュータウンなどの計画

開発住宅市街地において地区計画を活用した再生について提案されている研究が報告されている。 

◆東日本大震災からの復旧・復興と減災に向けて 

 現在進行形で続いている生活再建、都市復興、復興まちづくりや、広域巨大災害の経験をふ

まえた減災に向けての都市計画的な計画論・技術・制度などに関する報告が非常に多い。これ

らは農村計画、建築計画、建築社会システム部門などとも重複した研究課題であるが、研究発

表は部門別に実施されているため、相互に参照したい内容である。 

（都市計画委員会広報委員 近藤民代） 
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11．建築社会システム部門（207 題） 
 建築社会システム部門は、経済的側面について建設活動の合理的推進や建築の合理的運用・管

理・政策に関する研究領域について、また社会的側面について生活者の諸条件・居住要求の需要

把握から建築・住宅の企画・供給・管理に至るプロセスのシステマティックなアプローチについ

て、さらにそれらの政策形成と効果測定、建築産業・社会・労働力構造、資源とその循環などに

ついて幅広い研究課題に対応している。なお昨年度と比べ、全体的な発表内容の傾向はほぼ変わ

らないが、発表題数は 12 題増加し 207 題となっている。また各発表は大きく生産系と住宅系の 2

会場に分かれて発表が行われている。 

 初日の 8 月 30 日、生産系では、近年注目を浴びている BIM に関する発表（講演番号 8001～8022）

を始め、発注・契約方式や教育訓練制度などに関する発表（講演番号 8023～8032）、コスト・リ

スクコミュニケーション・海外の動向・リサイクルなどに関する発表（講演番号 8033～8049）が

行われている。また住宅系では、昨年に引き続き東日本大震災に関わる災害復興・仮設住宅・液

状化などに関する発表（講演番号 8104～8120）を始め、マンション再生に関する発表（講演番号

8121～8125）、住宅市場や居住者の意識に関する発表（講演番号 8126～8136）が行われている。

なおオーガナイズセッションにおいては｢ライフステージの複線化と住宅需給｣に関わる発表（講

演番号 8137～8142）が行われている。 

 2 日目の 8 月 31 日、生産系では、技術・品質の面から生産向上を目指した施工管理･工法そし

てそれらを支える背景などに関する発表（講演番号 8050～8066）や、リノベーションに関する発

表（講演番号 8067～8071）が行われている。また住宅系では、住宅リフォームに関する発表（講

演番号 8143～8147）に加え、高齢者・居住福祉に関する発表（講演番号 8148～8158）、海外の住

宅政策について発表（講演番号 8159～8166）が行われている。 

最終日の 9 月 1 日、生産系では、近年関心が高まる安全・災害に関する発表（講演番号 8072～

8076）を始め、大工技能に関する発表（講演番号 8077～8081）、公共施設の管理に関する発表（講

演番号 8082～8094）、民間施設の管理や分析に関する発表（講演番号 8095～8103）が行われてい

る。また住宅系では、主にだぶついた住宅ストックの再生に向け、住宅地の動向や課題に関する

発表（講演番号 8167～8178）、空き家や住環境に関する発表（講演番号 8179～8190）、住宅流通と

維持管理に関する発表（講演番号 8191～8195）、コーポラティブハウスや宿舎に関する発表（講

演番号 8196～8201）、まちづくりやイベントなどに関する発表（講演番号 8202～8207）が行われ

ている。 

（建築社会システム委員会広報委員 堤 洋樹） 
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12．建築歴史・意匠部門（493 題） 
2013 年度大会（北海道）、建築歴史・意匠部門の学術講演には、2012 年度（東海）の記録（479

編）を更新し、過去最多となる 495 編の投稿があった。1998 年度大会（九州）に 300 編を、2004

年度大会（北海道）に 400 編を越えて以降、投稿数は着実に伸びており、今年度は 500 編に迫っ

た。 

他部門との比較においては、昨年度と同様に、構造（I572・II674・III810・IV483、計 2539 編）、

環境工学（I602・II728、計 1330 編）、材料施工（730 編）、建築計画（729 編）、都市計画（572 編）

に次ぐ投稿数であり、相対的な数的位置付けはほぼ不動である。 

建築歴史・意匠部門の内訳としては、意匠論（作家論・作品論 30、構成 26、形態 23、イメー

ジ 23、都市 22、計 124 編）、日本近代（住宅 17、建築思想 13、産業建築 11、近代和風 9［内 1

題取下げ］、庁舎・図書館・学校 8、近代洋風 7、建築家 6、建築資料 6、駅舎 5、計 82 編）、日本

建築史（民家 27［内 1 題取下げ］、城郭・住宅 12、生産 12、神社・霊廟 11、寺院 9、その他 6、

計 77 編）の三分野が全体の約 6 割近くを占めている。この傾向もここ数年変わりない。その他、

保存（52 編）、都市史（50 編）、西洋（46 編）、東洋（40 編）、建築論（24 編）と続いている。 

「日本」の事例が研究対象の過半を占めること、「近代」という時代への着目度の高さも例年通

りである。しかし、今年度は、ここ十年間程、保存や都市に関する研究ならびに東洋建築史の伸

展と対照的に、減少傾向にあった西洋建築史が増加に転じた点が目を引く。 

発表内容に関して特筆すべきは、以下のような連続投稿である。それぞれ、一つのテーマや対

象を巡り、研究室単位で詳細な論考がなされており、これまでの豊富な発表蓄積と併せて大変充

実した報告となっている：首都大学東京の小林克弘氏を中心とする香港・シンガポール・マレー

シアにおけるコンバージョン建築の調査研究［講演番号 9013-9018］、同グループによる近年の高

層建築デザインに関する研究［講演番号 9019-9023］、明治大学青井哲人氏の研究室による台湾都

市史研究［講演番号 9230-9237］、早稲田大学中川武氏の指導に基づくカンボジア・ベトナム東洋

建築史研究［講演番号 9286-9299］。その他、東京工業大学の奥山信一氏らによる多様なテーマか

ら照射される都市空間イメージ研究があげられる［講演番号 9060-9065］。そこでは、旅行ガイド

ブックや流行歌が研究対象となっており切り口が興味深い。同氏のグループはまた、言説分析の

方法論を東日本大震災における建築家の社会的意義についても展開しており［講演番号 9066、

9067］、建築歴史・意匠部門から独自の視点が震災へと向けられている。 

東日本大震災発生以降、同部門には、いち早く「災害特別調査研究ＷＧ」が設置され、歴史的

建造物や街並み等の被災状況に関する広範な現地調査と膨大なデータベース化が行われた。今大

会での投稿数だけを見ると、計画系部門、特に都市計画、建築計画部門に比べて、建築歴史・意

匠部門における東日本大震災関連の論文数はまだまだ少ないように思われる。これは、両部門の

研究方法や対象・時代設定の違いに起因する所が大きいと考えられるが、今後は、この構築され

た震災調査データベースを一次資料とする歴史研究の進展が期待される。かかる状況の中で、北

海道開催に鑑みれば、奥尻島での被災を扱った小林英之氏の研究［講演番号 9229］は、東日本大

震災からの復旧・復興にとっても示唆深いと言えよう。 
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歴史研究の今日的有益性に関しては、建築歴史・意匠部門の中でも意見が分かれるところであ

るが、例えば、解体の危機に瀕した近代建築保存問題など、現在進行形の緊急課題に対して、同

部門の果たす役割はやはり重要である。本大会では、東京駅丸の内駅舎保存・復元研究［東日本

旅客鉄道グループ／課題番号 9346-9349］や歌舞伎座研究［清水建設、三菱地所、隈研吾建築都

市設計事務所／課題番号 9354-9356］、大阪中央郵便局保存運動研究［大阪市立大学／課題番号

9322］などが今日的課題に対峙している。 

以上、同部門の研究は多岐に渡り、その多様性が一つの特徴である。また、近年、若手研究者

の積極的な活動（ex. 都市史小委員会の 2 つの WG や若手奨励研究など）も顕著となり、すそ野

の拡大も着実に図られている。そこで、若手研究者を一層鼓舞すべく、建築歴史・意匠分野では、

本年度より、「若手優秀発表顕彰」（29 歳以下対象）を設け審査を実施することとなった。 

（建築歴史・意匠委員会広報委員 松本 裕） 
 

 

 
 

15 
 


