
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０１４年度大会（近畿） 

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 703 ▲27 

構  造 2,286 ▲253 

防  火 180 ▲32 

環境工学 1,298 ▲31 

海洋建築 30 ▲ 3 

情報システム技術 74 12 

教  育 25 3 

建築計画 640 ▲89 

農村計画 109 ▲3 

都市計画 562 ▲9 

建築社会システム 185 ▲22 

建築歴史・意匠 441 ▲52 

合  計 6,533 ▲506 

 

 
 



1．材料施工部門（703 題） 

本年度の建築学会大会材料施工部門の学術講演発表題数は、703 題で前年度に比べて 27 題減少

した。しかし、全体の発表題数が、7,039 題から 6,533 題と 7.0%減少しているのに対して、材料

施工部門の減少率は、3.8%であることから、活発な研究活動が維持されていることがわかる。 

 コンクリート分野の発表は、339 題で前年度の 349 題より減少したが、材料施工部門の半数近

くを占め例年通りである。各種コンクリート（特殊仕様のコンクリート）に関する発表題数は、

75 題で前年度に比べて 22 題減少した。この要因は、環境対応型コンクリートセッションで 16 題

の減少が見られたことが大きい。各種混和材料を利用することによる環境に配慮したコンクリー

トの研究が活発である。そのため混和材料に関する発表が 42 題と前年度より 4 題増えており、フ

ライアッシュや高炉スラグの利用に関する研究が多く発表されている。コンクリート分野におい

て、環境は、重要なキーワードであることは変わっていない。 

 コンクリートの物性に関する発表題数は、123 題で前年度に比べて 11 題減少した。このうち収

縮・クリープに関するものが 41 題、中性化・耐久性に関するものが 34 題あり、前年度と発表題

数はほぼ変わらず引き続き研究が盛んに行われている。 

 木造分野の発表題数は、前年度の 18 題から 30 題に増加している。近年、森林資源・林業の健

全化、低炭素化等から木造建築への注目度が高まり、2010 年に公共建築物木材利用促進法が施行

されたこともあり木質系構造や木質材料に関する研究が活発となったことを反映したと思われる。 

 仕上げ技術分野の発表は、170 題で、前年度の 169 題とほぼ変わらない。防水材料・工法に関

する発表題数は、66 題で前年度の 73 題より減少したが、仕上げ技術分野の 39%を占めており研

究活動が活発である。タイルの発表題数は、前年度と同数の 24 題である。有機系接着剤を利用し

た剥落防止技術の研究が多いことが特筆できる。塗料・塗装の発表題数は、前年度 16 題から 24

題に増えている。環境を配慮した技術にシフトしており、クロムフリー化成皮膜処理や VOC 排

出量を抑制できる粉体塗料に関する研究が多い。床材の性能や床施工技術に関する発表題数も前

年同様 14 件ある。左官は、17 題から 12 題に減少した。 

 維持・保全分野は、前年度の 71 題から 79 題に増加しており、建物の長寿命化に伴い建物の調

査診断に関する研究が多い。 

 また、本年度は情報化施工のセッションが設けられた。従来、施工自動化やセンシング技術な

どと分類していた分野であり、今後発表題数が増加するものと思われる。 

 鋼材・金属材料分野では、40 題の発表があり、その大半は溶接材料や溶接条件の研究となって

いる。 
           （材料施工委員会広報委員  堀 長生） 
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２．構造部門（2,286 題） 

構造部門の学術講演発表題数は2,286題（前年比-253）であり、全体の発表題数6,533題の35％弱

を占める。ここ10年間でみると2006年度（関東）を除いて2,000題を超える発表数をコンスタント

に維持しており、これまでと同様にこの部門の研究活動が活発であることが分かる。 

21の会場が発表に割り当てられており、分野別に見ると、荷重・信頼性：130題（-3）、応用力

学・構造解析：77題（-11）、基礎構造：159題（-36）、シェル・空間構造：145題（-11）、振動：

555題（-65）、原子力プラント：36題（-18）、木質構造：303題（-24）、鉄骨構造：329題（-33）、

鋼・コンクリート合成構造：103題（-18）、鉄筋コンクリート構造：364題（-43）、プレストレス

トコンクリート構造：44題（+5）、壁式構造・組積造：41題（+4）となっている（括弧内の数値

は昨年度との増減題数）。昨年度と比べ、発表題数はほぼ全ての分野で減少している。 

分野別の特徴としては、振動、鉄筋コンクリート、鉄骨構造、木質構造での講演題数が多く、

これらで構造部門全体の68%（昨年度と同じ）を占めている。発表題数が増えた分野はプレスト

レストコンクリート構造と壁式構造・組積造である（計+9）。その理由として、前者ではアンボ

ンドPC梁に関する一連の発表が、後者では海外の組積造に関する発表の増加が挙げられる。ただ

し、これら2分野の全体に占める割合はわずかであり、構造部門全体として前年比で10％の発表題

数の減少となっている。東日本大震災から3年が経過し、構造被害や液状化被害の調査報告がほぼ

まとまったことが発表題数の減少の理由の一つと思われる。 

上述の構造部門の12の分野について、以下に若干詳細に見てみる。最も発表題数が多い振動分

野では、震源特性・地盤震動・相互作用・免震・制振のほか、地震情報や被害予測、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。このうち、免震・制振が全体の2/5を占めている。

東日本大震災を経験し、これまで以上に揺れの低減に向けた研究テーマに関心が高まっている。

次に発表題数が多い鉄筋コンクリート構造分野では、耐震補強や耐震診断に関する発表が多く、

この傾向も東日本大震災以後の特徴と言える。また、RC柱・梁・耐震壁・柱梁接合部・非構造壁

に関する実験的研究の発表も多く行われる。鉄骨構造分野では、構造設計法、柱梁接合部の実験

および解析的検討、梁材、柱材の性能実験や実大3層鋼骨組のE-ディフェンス加振実験に関する発

表が行われる。木質構造分野では、耐震要素としての面材壁、板壁、土塗り壁の耐力評価、接合

部のモーメント抵抗性能、CLT（クロス・ラミネイティド・ティンバー）構造の設計法に関する

一連の研究発表が行われる。基礎構造分野では、地盤改良、液状化対策、杭の鉛直支持力特性、

水平抵抗特性、杭基礎の動的問題等に関する研究発表が行われる。荷重・信額性分野では地震ハ

ザード評価、構造骨組の信頼性評価、建物の地震BCPに加え、耐津波性能評価や津波荷重の発表

も多い。また、2014年2月に発生した関東甲信地方の大雪による被害報告や、近年頻発する竜巻や

突風の荷重評価も行われている。シェル・空間構造分野では、立体骨組の動的挙動や構造設計に

関する研究のほか、天井の静的・動的実験やE-ディフェンス実験に基づく大規模空間吊り天井の

脱落被害を意図した一連の研究が報告される。応用力学部門では各種構造物への最先端の数値解

析手法の適用のほか、最適設計に関する多くの研究発表がある。そのほか、原子力プラントや鋼・

コンクリート合成構造、壁式構造・組積造構造、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 加藤研一） 
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３．防火部門（180 題） 

 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・材料の耐火性に関する発表件数が

最も多いことである。これは 4 年連続の傾向であり、近年の木質構造そのものへの嗜好の高まり

のほか、森林資源・林業の健全化、低炭素化等により、木質系構造・材料の耐火性は、様々な観

点から注目されているテーマである。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 3 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、木質構造建築物

の防・耐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、木造 3 階建て学校の実大火災実験（本実験）について 24 題の連続発表

があり、昨年・一昨年に発表された準備実験・予備実験に続き、本プロジェクトの最終的な確認

実験の結果とその考察が報告される予定である。その他では、カラマツ集成材の燃え止まり予測、

構造用集成材梁部材の火災時耐力、木質系ボードの防耐火性能比較などの発表も予定されている。 

 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 47

題、鉄筋コンクリート系構造・材料 13 題、金属系構造・材料 11 題、避難行動特性 11 題、区画部

材・免震 9 題、区画火災性状 8 題、煙流動性状 7 題、避難シミュレーション・避難安全 7 題、防

災設備 7 題、出火・燃焼・延焼 7 題、安全設計・安全性評価 6 題、地震火災・広域避難 6 題、広

域災害・災害対応 5 題、津波火災 4 題、材料・物品の燃焼性 4 題、火災診断・その他 4 題である。

上記のほか、以下 4 つのオーガナイズドセッション（OS）での講演発表がなされる予定である。

OS 発表の概要を以下に記す。 

 

■避難安全性能の定量化と避難安全計画 8 題 

視野内サイン量に基づく避難経路探索時間、１箇所の避難出口の許容条件、オフィスビル避難

階段の実態調査と計画手法、避難安全性能の見える化、病院外来における避難困難者の在館特性

実態調査、津波避難ビル内部での避難時間、超高層ビルにおけるエレベータの緊急時利用、エレ

ベータを利用した車いす避難と介助負担など。 

 

■外壁開口部を介した上階延焼 8 題 

 火源の種類の違いが噴出熱気流性状に及ぼす影響、可燃性が外装システムの燃え広がり、フィ

ルム型太陽電池の燃焼性状と火炎伝播、湿式外断熱工法の上方延焼予測、オフィスビルの上階延

焼危険検証法、開口噴出火炎による上階延焼抑制法、水平方向複数開口からの噴出熱気流性状、

木製床および屋根の防耐火性能など。 

 

■煙の水平・垂直方向及び室間移動時の流動性状 4 題 

 非定常 2 次元 3 層流煙予測モデル、折れ曲り部を有する室の煙拡散性状、建物接続部における

煙伝搬防止、スプリンクラー作動時の区画内煙性状など。 

 

■鋼・合成構造の耐火性に関する最近の研究動向 4 題 

 複合加力をうける耐火被覆 CFT 柱、および高強度耐火被覆 CFT 造柱の耐火性、高力ボルト継

手を有する鋼梁の耐火性、耐火塗料を塗布した鋼柱の耐火性など。 

（防火委員会広報委員 平島岳夫） 
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４．環境工学部門（1,298 題） 

今年度の環境工学部門では、環境工学 I および環境工学 II で計 1,298（前年比-31）題が発表さ

れる。前年度の北海道大会と比較すると僅かに減少した。このうち、オーガナイズドセッション

は 6 テーマ、47 題（前年比+28）と大幅に増加した。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）評価構造にどうアプローチし、どう使うか？（環境工学Ⅰ、環境心理生理：7 題） 

心理評価と環境変数を直接対応させるのではなく、心の中の構造を想定することで理解が進む

事象が存在する。本 OS では、「心の中の構造にアプローチする手法：3 題」、「評価構造の情報を

実際の環境作りにいかに繋げるか：4 題」を主テーマに発表者の創意工夫を共有し、今後の発展

性について議論を深める。 
2）音環境に関する基準・指針の体系と今後（環境工学Ⅰ、音環境：3 題） 
 日本建築学会環境基準（AIJES）集合住宅遮音性能基準・設計指針が刊行され、音環境分野で

は 4 つの AIJES が揃う。今後の拡充活動を進めるにあたり、「技術的体系化」、「建物用途別体系

化」など、そのグランドデザインについて議論を深める。 
3）色彩の変化（環境工学Ⅰ、光環境：11 題） 
 「色彩の変化」が示す意味は多様である。経年変化、街並みの色彩など歴史的な変遷だけでな

く、同じ物体色でも表面形状、観察環境、時間・空間的変化、照明光の色温度など、その要因は

複雑である。本 OS では、「色彩の効果：3 題」、「光環境・経年変化：4 題」、「景観：4 題」をテ

ーマに、様々な要因が色彩の変化に及ぼす影響を横断的に俯瞰し、建築における色彩について議

論を深める。 
4）熱的快適性の適応モデルの現状と課題（環境工学Ⅱ、熱環境：12 題） 
 熱的快適性を評価する適応モデルは自然通風時の室内温熱環境基準として ASHRAE や CEN で

採用されている。このモデルは、世界各地における室内温熱環境の実態調査結果が考慮されてい

るが、日本で適応するには、データ整備が不十分であり、暑熱寒冷限界や湿度の影響など学術的

課題が残されている。本 OS では適応モデルに関する 12 題の発表を通じ、現状の課題について議

論を深める。 
5）自然換気建物の設計・評価・運用の最前線（環境工学Ⅱ、空気環境：10 題） 

建物の低炭素・省エネルギー化、節電等の社会的要求を背景とした、建物の ZEB 化、BCP 対

応など種々の理由から自然換気が見直されている。現在、大小様々な建物で自然換気が積極的に

利用され、実例も多く蓄積されている。本 OS では「オフィスの自然換気設計・性能検証・運用：

4 題」「住宅・小規模建物の自然換気・通風：6 題」の発表を通じ、住宅・非住宅建築の両者を対

象に、最新の設計・評価・運用手法について問題点と課題を明らかにする。 
6）環境建築の評価技術（環境工学Ⅱ、建築設備：4 題） 
 地球環境・都市環境・人間との調和を目指す「環境建築」実現に向け、これまで多くの環境配

慮・エネルギー有効利用の手法が提案され実践されてきた。これらは、建築・設備の一体的な性

能設計、ZEB、居住環境の新しい考え方や作り方、居住者の行動様式、気象変動など、多様な視

点で高度化している。本 OS では、シミュレーションや実測による評価手法や検証事例に関する

6 題の発表を通じ、環境建築の計画・設計段階で利用される性能予測や竣工後のコミッショニン

グについて議論を深める。 
（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（30 題） 

 海洋建築部門では、計画系、構造系および環境系など各部門の個別のテーマについて発表が行

われる。今年度の発表題数は 30 題であり、昨年度より 3 題減ったが、ここ数年の増減は少ない。 
 今年度の発表は、ここ数年と同じく、海洋建築物の波浪作用下での挙動、海洋建築物の設計、

再生エネルギーとして注目されている洋上風力、波力発電に関する発表がある。2011 年の東日本

大震災以来、津波をテーマとした発表題数は全体に占める割合が大きく、今年度は全体の 4 割で

ある 12 題の発表がある。 

 今年度の発表内容の概要をセッションごとに紹介する。発表は以下の 6 つのセッションにて行

われる。 

 「水域利用」（発表題数 4 題）：計画系のテーマで構成されている。ひとと海洋空間のかかわり

に着目した発表が行われる。水辺環境に適合するベンチの配置計画、水上レクリエーションので

きる水域利用、およびリゾートホテルを対象とした海浜のプライベートビーチ化に関する研究な

どの発表がある。 

 「流力弾性とシミュレーション」（発表題数 4 題）：構造系のテーマで構成されている。浮体式

海洋建築物、および着底式海洋建築物を対象とした波浪中や流れ中の挙動解析に関する発表が行

われる。海洋空間利用として考えられる大規模浮体の流体中での相互作用解析、流れ中における

円柱状構造物の渦により励起される振動シミュレーションに関する研究などの発表がある。 

 「海洋建築物の設計」（発表題数 5 題）：構造系のテーマで構成されている。今年度は災害時に

おける浮体式海洋建築物に関する内容で構成されている。災害時における医療支援浮体に関する

運用、建築計画および構造計画に関する研究、スマートアイランド構想として洋上防災基地の提

案に関する研究などの発表がある。 

 「海洋エネルギー利用」（発表題数 4 題）：環境系のテーマで構成されている。再生エネルギー

利用として風力および波力を利用した発電に関する発表が行われる。今後の増加が予想される洋

上風力発電施設の設置に関する問題、波力発電を搭載した浮体の発電性能に関する研究、波力発

電浮体の波浪中の応答が発電性能に及ぼす影響に関する研究の発表がある。 

 「津波被害低減と避難」（発表題数 4 題）：津波防災のテーマで構成されている。浮体式桟橋を

利用した船舶や浮体の津波に対する被害低減、津波避難シミュレーションに基づく津波避難施設

の配置計画、および津波避難リスク評価の構築における人的被害の評価方法に関する発表がある。 

 「津波情報の伝達」（発表題数 4 題）：津波防災をテーマで構成されている。津波避難タワーの

機能向上策に関する研究、津波が発生した際に安全で迅速な避難が行える標識のありかたなどの

発表がある。 

「津波評価と海洋材料」（発表題数 5 題）：津波波力をテーマで構成されている。建築物に作用す

る津波波力の評価方法、津波漂流物の衝突による建築物の挙動を実験により調査した研究などの

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（74 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12題増え、74題となった。うち5

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】 

アルゴリズミックデザイン デザイン科学（オーガナイズドセッション） 

デジタルアーカイブ・AR GIS・都市  

防災 設計システム・BIM(1) 

設計システム・BIM（2）  ソフトコンピューティング(1) 

ソフトコンピューティング（2） 図形処理・画像処理 

数値解析 位置情報・スマートビル 

 発表内容は、コンピュータ・プログラムによる建築や都市の生成に関するもの、3 次元化技術

をデジタルアーカイブに活用するもの、GPS や GIS を利用した広域情報に関わるもの、情報技術

の防災での活用、さまざまな BIM 利用と設計システムに関するもの、ソフトコンピューティング

のさまざまな利用、図形処理や画像処理による数量化や分析、構造設計や時空間分析のための数

値解析手法、屋内位置情報に関するもの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、デザイン科学における構成的方法、自由局面シェル形状の最

適化、環境共生建築の計画手法、空間体験の図式表現、卒業設計の分析による現代日本建築の予

見と解説など、新たな指標を導入し評価を定量化する手法やデザイン科学の方法論について発表

された。 

 この部門の特徴は、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、BIM、地理情報、三次元計測、ロボット等個々の情報システム技術の利用とどまらず、

それらを融合した展開が発表されている点にある。デジタルツールによるデザインのフィードバ

ックループの変化についての研究やセンサーや機器から得られるさまざまなデータから空間や環

境を評価し、防災計画や設計・生産行為を通して実世界に反映するシステム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） 
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７．教育部門（25 題） 

多様化する建築教育に共通する課題：計画、構造、環境、など各分野における建築専門教育に

ついての課題があるが、それぞれ教育の対象者の違いや、教育目標の違いから、個別的な問題と

それに応じた教育手法がある。大学等の教育現場では様々な工夫が試みられ、各部門においても

教育についての議論がなされている。しかし、これらを教育問題として見てみると、個別部門の

問題にとどまらず、共通性もあり、課題を共有していく視点が重要である。教育部門では、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、本年度は 25 題の発表が

ある。 

 

◆建築教育の工夫 

「設計・環境教育（４題）」「専門教育・教材開発（6 題）」では、設計教育におけるスケッチの

学習効果や、環境教育においては熱シミュレーションや実測をとりいれた設計教育の効果などに

よって、学生が生活空間や空間設計についての実感・体感できる授業の有用性について報告がな

される。また、材料教育では触れる教材や、被災地での家屋の被害認定調査を行う人材育成のた

めに見て被害の程度がわかる被災模型の提案がなされるなど、視覚・触覚へうったえる教材の開

発がさかんである。さらに、また建設現場人材育成のために有用と考えられるインターンシップ

教育について、多くの大学で実施されるようになってきたが、その具体的な状況と意義について

議論がなされる。 

 

◆市民・子どもへの建築教育 

「対象別教育（5 題）」「初等・中等教育（4 題）」では、教育の多様化、生涯教育の観点からも

期待されている e-larning による設計教育についての報告がなされ、とくに ICT 技術を活用した双

方向の学習を見据えたテキストのあり方についての検討がなされる。日本においては、小中高等

学校などにおいて住宅や建築に関連した教育は、環境教育のなどとともに増えてきているとおも

われるが、一方で家庭科教育の中に位置づけられる住教育の重要性も指摘されている。生活科学

系の学科における、住教育の方法論についても多くの問題提起がなされている。 

 

◆建築教育の国際化と地域での専門家教育 

国内で重要なトピックである防災教育について、被災地域における継続的な教育や、子どもか

ら高齢者などの市民を対象とした防災教材の工夫などが報告される。また、大学と地域が協働し

てまちおこしに取り組むといった実践的な教育の取り組みからは、地域との交流の中で地域住民

から学ぶ機会をえて、地域との交流がはかられるといった相互効果などが報告される。 

日本でも、建築教育プログラムの国際化について多くの議論と関心が集まっており、欧米やア

ジア諸国の資格制度の動向と建築教育プログラムの認証制度、その運用についての報告がされる。

各国事情と教育問題は密接に結びついており、翻って、日本の建築教育の特殊性・独自性につい

て、今後の日本の建築教育の国際化についての議論が深まることが期待される。 

（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（640 題） 

 建築計画分野では、全体の約 9.2％にあたる、640 題の研究発表が行われる。昨年に比べ 89 題

減少しており、最近 10 年間の中では最も少ない発表数である。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、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、設計方法論や設計手法に関する研究、その

他に分類される。オーガナイズドセッションとしては、高齢期の地域生活や多様なニーズを持つ

者の地域生活の継続、東日本大震災に関わる被災者の地域生活の再建、海外における地域生活の

変容、地方における地域生活の維持について、など地域の持続性を中心的な論点とした 16 の発表

が行われる。 

 

 以下は、分野別の状況である。 

 住宅計画分野では、全体の約 28％にあたる 177 編の発表がある。昨年度と同様に、住まい方や

ライフスタイルに関する研究（75 編）、海外の住居や住宅地に関する研究（38 編）、集合住宅・集

住環境・集落に関する研究（32 編）の発表が多い。住まい方やライフスタイルに関する研究の増

加が著しく、特にシェアハウスやシェア居住に注目した研究が 12 編にのぼっている点が特徴であ

る。また、東日本大震災被災地における応急仮設住宅や復興公営住宅を扱う研究も 6 編が発表さ

れる。 

 施設計画分野では、全体の約 36％にあたる 233 編の発表がある。例年通り、公共施設を中心に、

学校（47 編）、病院（31 編）、児童施設・その他福祉施設（21 編）に関する研究が多いほか、高

齢者施設に関する研究が 37 編と大きな割合を占めている。特に今年は、空き家の利活用による環

境整備を扱う研究に 6 編がみられるのが特徴である。 

 計画基礎分野では、全体の約 18％にあたる 118 編の発表がある。昨年に比べ発表数が 40％程度

減少しているものの、昨年の増加が著しいため、例年からみると分野として極端な減少ではない。

歩行や群衆を扱う研究（24 編）、バリアフリー・ユニバーサルデザイン（16 編）が大きな割合を

占めている。また、東日本大震災に関連して、避難計画や避難場所に関する研究が 12 編となって

いる。 

 構法計画分野では、全体の約 4％にあたる 23 編の発表がある。昨年に比べ発表数が 44％程度減

少している。総発表題数が減っていることを踏まえても、やや減少の程度が大きい。各部構法（6

編）や構法計画（7 編）に関する研究が大半を占めているが、海外の構法に注目した研究も 5 編

が発表される。 

 設計方法分野では、全体の約 11％にあたる 73 編の発表がある。昨年に比べ発表数が 60％程度

増加している。総発表題数の減少ともに、設計方法分野の発表数の割合が大きくなっている。例

年通り、まちづくりに関する研究（24 編）が多い傾向にあるが、特に今年は、文化施設整備を起

点としたまちづくりの展開を扱う研究（6 編）がみられる点に特徴がある。 

 全体を通して、人々の生活の質の改善へ繋がる具体的な課題解決を志向する建築計画研究に力

点が置かれている傾向があり、東日本大震災への対応とともに、建築計画研究の社会的還元が意

識されているといえる。 

（建築計画委員会広報委員 森 傑） 
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９．農村計画部門（109 題） 

 農村計画部門では、農山漁村地域の住宅・地域施設から集落、さらに国土空間までを対象とし

た計画分野における理論および技術の発展に資する研究課題に対応している。今年度の報告は、

震災関連、地域施設の整備・運営方策、過疎地域の活性化・地域づくり、集落レベルの土地利用

から民家レベルの空間構成、集落環境・地域資源、海外事例などに分類される。また、昨年度に

引き続き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。 
 初日の「震災関連」では、オーガナイズドセッションを含み 7 つのセクションにて 39 題の報告

がある。オーガナイズドセッションなどでは東日本大震災や過去の災害における被災状況、避難

行動、被災地域の生活・生産圏域の実態を踏まえた集落再建や防災計画のあり方に関して 17 編の

報告が行われる（「集落の被害と復興」「再建・復興（オーガナイズドセッション）」「避難と防災」）。

さらに、被災地域における復興過程から住環境、集落復興、生活再建の課題の解明や提言につい

て 16 編の報告がある（「生活再建」「放射能汚染地域の再建」「集落の復興支援」）。また、震災に

よって失われた「場所」や「空間」と密接に関わる人々の記憶を復興に繋いでいく『「失われた街」

模型復元プロジェクト』についての一連の調査研究や、震災直後の復旧・復興事業では後手に回

らざるを得なかった子ども居場所づくりへの民間支援活動について 6 題が報告される（「被災地の

記憶と居場所」）。 

 二日目は「地域施設の整備・運営方策」、「過疎地域の活性化・地域づくり」に関する 24 編の報

告がある。「地域施設の整備・運営方策」については、保育施設や小学校などの施設の運営に関す

る報告（「子ども・学校」）、公共施設の整備にあたる住民参加、廃校から高齢者福祉施設への転用

などに関する報告（「公共施設」）が行われる。「過疎地域の活性化・地域づくり」については、中

山間地域における人的支援方策や地域外からの来訪者との交流活動など、都市部との関係からみ

た地域づくりのあり方についての報告（「地域づくり」）、グリーン・ツーリズムや地域食、地域産

材などの活用した活性化・振興方策に関する報告（「産業・食」）がある。 

 三日目は「集落レベルの土地利用から民家レベルの空間構成」「集落環境・地域資源」「海外事

例」について 46 編の報告がある。「集落レベルの土地利用から民家レベルの空間構成」では、農

山漁村地域の土地利用、集落空間の構成についての報告（「土地利用」「集落空間」）、伝統的住居

の変容や継承に関する報告（「民家の居住空間」）がある。「集落環境・地域資源」では、集落にお

ける自然植生や庭木を対象とした実態調査の報告、山岳信仰集落の維持や民家・建築様式の地域

資源化に関する報告、空き家の活用方策について報告される（「集落環境」「地域資源」「空き家活

用」）。「海外事例」については、中国、ネパールなどにおける農村地域の居住地空間構成や生活実

態についての調査研究成果が報告される。 

（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（562 題） 

都市計画部門では、562 題（取下げ題目を除く）、104 セッションの研究発表（15 のオーガナイ

ズドセッション［44 題］を含む）が行われる。昨年度と比べて、全体的な発表内容の傾向が大き

く変わるわけではないが、内容・分野としては、都市計画制度、都市計画事業、土地利用等、従

来扱われるテーマに加えて、都市景観の向上（景観行政、まちなみ景観とその分析、景観評価・

景観認識、公共空間の景観、景観マネジメント、海岸の景観制度）、都市計画史及び歴史資源を活

かしたまちづくり、歴史的景観の保全活用に関する研究、都市解析・行動分析に関する研究、コ

ミュニティ・まちづくり・マネジメントに関する研究（まちづくり地域組織やその支援、ワーク

ショップや公民連携、地域施設の活用と地域マネジメントなど）、（東日本大震災関連を含む）復

興・防災・減災に関するセッション・発表題目（東日本大震災被災自治体の復興状況・防災計画・

復興支援、復興のためのまちづくり組織や主体のあり方、避難行動のあり方、建物被害の状況、

仮設住宅、逃げ地図などを用いた防災まちづくり、木造密集市街地の問題など）が多く見られた。 

また、近年の傾向としては、人口減少時代の縮減市街地に向けてのコンパクトシティ、集約型

都市構造に関する研究、空き家の発生と活用に関する研究、市街地更新やまちのにぎわいに関す

る研究、公共交通を含めた都市生活支援に関する研究、あるいは、観光資源の活用や観光計画の

あり方に関する研究課題などが目立つ。 

オーガナイズドセッションでは、（1）計画技術や空間形成のための事業等のあり方（住環境維

持向上のための主体形成、建築誘導の仕組み、連鎖型不動産再生事業、ジェントリフィケーショ

ンと都市更新、駐車場空間の再構築に関する研究）、（2）大学キャンパスに関する研究（地域と大

学キャンパス［大学撤退後の跡地計画や大学の地域連携に関するもの］・サステイナブルキャンパ

ス・キャンパス内パブリックスペース・キャンパス環境の分析と整備［班外部空間の整備・大学

内の交流に関する研究］）、（3）環境まちづくり（バイオマス等の環境まちづくり技術、行動計画、

総合計画策定のための持続性指標に関する研究）、（4）震災復興に関する研究（福島県の除染実態

や、東日本大震災・福島原発事故後の環境まちづくり政策）、（5）土地利用や都市再生に関する研

究（住宅地の空洞化［都市圏の変容、戸建住宅団地、住宅の空き家化と老朽化］・土地利用のコス

トと空間把握［森林マネジメント研究、土地利用検討のための GIS 支援ツールに関する研究］・

農地の土地利用・都市再生と公共交通［大規模跡地や未利用地の活用、駅勢圏と公共交通］）、（5）

観光に関する研究（観光まちづくりとイベント、観光まちづくりとエリアマネジメント）など、

社会的課題や状況を反映した研究課題が多く扱われている。 

（都市計画委員会広報委員 野原 卓） 
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11．建築社会システム部門（185 題） 

建築社会システム部門は、建築の社会･経済的システムの領域に関する研究活動を行い、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研究展開を重視している部門である。

具体的な研究領域は、建設活動の合理化や建築の企画・運用・管理・政策に関する「建築生産・

建築企画・経営分野（以下、生産系と記す）」、住宅を主題とした企画・供給・管理に関する研究

課題に幅広く対応する「ハウジング分野（以下、住宅系と記す）」の 2 分野で構成される。ここ数

年では、ストック型社会への移行に伴い、研究対象も建築のライフサイクルでいう上流側の研究

から下流側の研究に移行しつつある。また BIM への対応を目指すための研究も増加しつつあり、

「BIM×建設活動」や「BIM×FM」といった複合的な課題に取り組んだ研究も目立つ。 

今年の発表題数は 185 題（-22 題）。発表は、生産系の 99 編と住宅問題系の 85 編をそれぞれの

会場で発表する。 

初日の 9 月 12日、生産系では公共施設を対象とした発表が 2セッション（講演番号：8001-8013）、

リスクや BCP といった建物の評価に関する発表（8014-8018）、ストックの保全や活用、情報管理

に関する発表が 3 セッション（8019-8036）、さらに設計や発注などに関する発表（8037-8043）や、

建設産業全体、職能、建築コストに関する研究（8044-8048）が発表される。住宅系では、住宅政

策や生産に着目した発表（8100-8105）を皮切りに、ライフステージやライフスタイルを切り口と

して住宅や住宅地を研究対象とした発表が 2 セッション（8106-8117）、さらには、先にも述べた

ストック型社会への移行に伴うマンションなどの維持管理・改修などに関する研究（8118-8142）

が 4 セッションにわたり発表される。 

翌 13 日、住宅系ではオーガナオズドセッションにおいて、住宅のセーフティーネットに関する

発表（8143-8148）が行われ、引き続き、居住支援に関する発表（8149-8154）、仮設住宅を対象と

した研究（8155-8160）が発表される。生産系では、社会論的な観点から制度や政策を捉えた研究

発表（8049-8054）、技能や現場作業の安全性、施工管理に関する発表（8055-8067）が 2 セッショ

ン、さらに BIM に関する研究（8068-8074）が発表される。 

最終日の 14 日は、生産系において FM に関する研究（8075-8086）が 2 セッションにわたり発

表されるが、この中には FM における BIM の活用に関する研究発表も含まれている。FM に引き

続き、構法や機械化、ストックの現状や活用に関する研究（8087-8093）、環境に関する研究

（8094-8099）が発表される。住宅系では、居住地特性に関する研究（8161-8166）、住要求や住情

報に関する研究（8167-8172）が発表され、今後さらに社会的な問題となりうる空き家活用に関す

る研究（8173-8178）が発表されたのち、海外の住宅事情に関する研究発表（8179-8185）で締め

括られる。 

（建築社会システム委員会広報委員 杉田 洋） 
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12．建築歴史・意匠部門（441 題） 

 2014 年度大会（近畿）、建築歴史・意匠部門の学術講演には、441 編の投稿があった。昨年度

大会に比して全部門の投稿数が減少した中、本部門においても過去最多となる昨年度の 493 編よ

り減少したものの、投稿は概ね旺盛といえる。 
 他部門との比較においては、昨年度と同様に、構造（2,286 編）、環境工学（1,298 編）、材料施

工（703 編）、建築計画（640 編）、都市計画（562 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（構成 24、作家論・作品論 29、イメージ 24、都

市 12、形態 35［うち 1 題取り下げ］、計 124 編）、日本近代（住宅 12、住宅地 6、能楽堂・茶室 6、
家具・建築材料 5、門・庭園・建築資料 5、都市・社会事業施設 6、社宅・接収住宅 5、産業建築

5、各種建築 12、駅舎５、建築家・思想 12、計 79 編）、日本建築史（寺院 8、神社・霊廟 12、住

宅 9、民家 19、生産・その他 11［うち１題取り下げ］、計 59 編）の 3 分野が全体の約 6 割近くを

占めているのは例年の傾向と変わりないものの、日本建築史の投稿が相対的に減少している。そ

の他、西洋（49 編）、保存（38 編［うち 1 題取り下げ］）、都市史（36 編）、東洋（35 編）、建築論

（27 編）、建築史一般（3 編）と続いている。 
 今年度の傾向としては、日本建築史、都市史の投稿数が減少していること、西洋建築史、建築

論、意匠論が増加傾向にあることが目を引く。日本国内を対象とする建築史研究の近世以前から

近代への一層のシフト、そして西洋建築史や意匠論研究の活性化を示すものであろう。都市史の

投稿に減少が見られるのは、昨年度に都市史学会が設立されたことによる影響もあろう。当該分

野の研究はむしろ活性化しており、次年度以降の投稿数の増加が期待される。 
 発表内容に関しては、近年の社会状況との関連性をうかがわせる発表が散見される点が特筆さ

れる。意匠論では、首都大学東京の小林克弘氏を中心とする中国・台湾におけるコンバージョン

建築の調査研究［講演番号 9193-9199］をはじめとするコンバージョンやリノベーションの研究

が目立つ。建築史と意匠を繋ぐ研究として、今後さらなる発展が期待される。近代建築史研究で

は、京都府立大大場修氏らによる占領期京都における接収住宅に関する研究［講演番号 9265-9267］
が、近代住宅史研究における新たな切り口を提示している。また、近代和風建築に関する研究も、

建築類型毎の研究や建築資料など、多様な展開を見せはじめている。 
 東日本大震災に関連する研究は、投稿数が限定されているように見える。震災復興に直接的に

言及する研究は日本大学速水清孝氏による福島県における文化財建造物の修復状況に関する研究

［講演番号 9385］に限られるが、本部門に設置した「災害特別調査研究ＷＧ」により、歴史的建

造物や町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ており、今

後、関連研究が多数出されるものと期待される。また、東日本大震災の被災状況に示唆を受けた

新しい方法論に基づく研究も登場しつつある。早稲田大学中谷礼仁氏を中心とする伝統的集落の

持続性に関する「千年村研究」［講演番号 9060-9062］は、集落や地域社会と自然災害の関係を領

域横断的に論じるもので、今後の展開が期待される。 
 歴史的建造物、町並み、景観の保存についても、次々と新しい研究が生まれている。今年度の

発表では、インドネシアやネパールなど東南アジア諸国における建造物保存［講演番号 9365-9369］
や、DOCOMOMO Japan の活動に代表される近現代建築の保存に関わる研究［講演番号 9393 等］

が活性化している。 
 以上、本部門の研究は、基礎研究を軸にしながらも今日の社会状況に対応した研究が次々と勃

興し、活況を呈している。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。昨年度に新たに設けられた 29
歳以下の筆頭著者による口頭発表を対象とする「若手優秀発表」についても、審査方法等を検討

した上で、本年度も実施することとなった。 
（建築歴史・意匠委員会広報委員 清水重敦） 
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