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構造材料・耐火被覆等の高温時特性を踏まえた新たな耐火設計法の研究動向(木質系)（3006

～3007）  

本セッションでは木質系構造部材の耐火設計法に関する 2 編の研究発表が行われた。3006

［遠藤ほか］では、1 時間準耐火構造を想定したスパンの異なる木質床部材を取上げ、スパ

ンが 4m、6m、8m の場合の実験結果を比較したデータが示された。3007［菊池ほか］では、

大地震発生後の伝統木造の残存防耐火性能把握を目的として、木造土壁を取上げ、水平加

力後に壁炉を用いた載荷加熱試験を行ったデータが示された。［原田寿郎 記］ 

 

構造材料・耐火被覆等の高温時特性を踏まえた新たな耐火設計法の研究動向(コンクリート

系)（3060～3062）  

 本セッションでは、コンクリート系の耐火研究 3 編の発表が行われ、質疑も活発で有意

義であった。3060［山下平祐ほか］では、加熱時に圧縮応力に比例してコンクリートに発

生する収縮ひずみ（LITS：Load Induced Thermal Strain）に、加熱時の重量減少量が与える影

響について検討を行い、LITS の発生量はコンクリート中の自由水の蒸発および結合水の脱

水分解に大きな影響を受けることを定量的に明らかにした。3061［森田武ほか］は、Fc70

～80 の高強度コンクリートを使用した RC 柱の載荷加熱実験を行い、爆裂防止用ポリプロ

ピレン繊維（PP 繊維）を混入していない試験体は粗骨材の種類にかかわらず爆裂が発生し、

3 時間耐火に満たないこと、PP 繊維を混入した Fc80 は軽微な爆裂が発生するものの 4 時間

耐火以上の性能を有すことが発表された。コンクリートの爆裂防止対策の要否を判断する

資料として今後注目されると思われる。3062［原田晶利］は、M-N 関係で曲げモーメント

が最大となる軸力を許容軸力と主張すべく、解析で求めたRC柱の火災時のM-N関係とDelft

工科大学建築学部の火災による RC 架構の崩壊事例を比較しその妥当性を報告した。［道越

真太郎 記］ 

 

構造材料・耐火被覆等の高温時特性を踏まえた新たな耐火設計法の研究動向(鋼系)（3088

～3089）  

 本セッションでは 2 編の研究発表がなされた。3088［宮坂ほか］では、鋼材の常温・高

温時強度のばらつきを考慮した架構の火災応答解析に基づき、架構の崩壊温度のばらつき
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を分析し、周辺架構からの吊り上げ力を考慮した架構の全体崩壊温度を適用できる応力再

配分率の範囲が考察された。3089［王ほか］では、耐火被覆材の隙間と鋼材温度上昇の関

係を実験より明らかにし、その熱伝導解析モデルが考察された。両者とも鋼構造の耐火設

計を発展させる研究であり、活発な質疑・討論がなされた。［平島岳夫 記］ 

 

火災安全性能の定量化と火災安全設計(1)（3133～3137） 

本セッションでは、火災安全性能の定量化と火災安全設計に関する研究 5 編の発表が行

われた。3133［岸田ほか］では、重層地下駅を対象に駅員の初期配置や誘導開始時間など

の適切な避難誘導体制のあり方について発表があった。本発表では、混んでいる出口から

比較的空いている出口へ避難者を分配する避難誘導手法の有効性が報告された。3134［杉

浦ほか］では、東日本大震災における自動車避難時の避難性状に関する発表があった。本

発表では自動車は交差点等で減速しなければ津波到達まで猶予のない地域において自動車

避難の有効性が報告された。3135［上総ほか］では、歴史的建造物である大規模店舗の活

用保存の可能性について防災計画の観点から発表があった。本発表では、建築物の構造的

特徴と防災管理体制を考慮した避難誘導計画は既存建築物に有効であると報告された。

3136［磯部ほか］では、名古屋城大天守を対象に木造復元した場合の避難安全性について

発表があった。本発表では、大天守の避難安全性を向上させるためには 2 方向以上の避難

経路を確保し煙の流入しない階段を避難経路として確保することが必要と報告された。

3137［伊藤ほか］では、カンボジア王国のオールドマーケットを実測調査し防災上の課題

と防災計画の基本方針に関する発表があった。本発表ではオールドマーケットの空間の特

徴を踏まえ高度な防災設備を避けた防災計画の基本的考え方が示された。本セッションで

は質疑も活発に行われ、非常に有意義であった。［大宮喜文 記］ 

 

火災安全性能の定量化と火災安全設計(2)（3138～3141） 

3138（山口ほか）では、過去に提案された居室避難の簡易予測計算法の適用性を確認す

るために、ネックを有する廊下を対象とした群集避難実験の実験値と計算値の比較結果が

報告された。3139（羽田ほか）では既存のスタジアムの通路・出口配置でみられる 3 パタ

ーンについてシミュレーションを実施し、歩行速度の遅い在館者が混在した場合の流動性

状の比較が行われた。3140（篠塚ほか）は超高層建築物の中間避難階の設置間隔のあり方

について、シミュレーションモデルを用いて滞留面積、階段から避難階への流出のしやす

さから評価を行った。3141（峯岸）では、超高層建築物の火災避難安全性能の向上を誘導

する仕組みとして、防火対策の効果を総合的に評価する指標値を算出する手法の提案が行

われた。指標値の算出方法については更なる検討が必要であるが、建物所有者等が防火対

策の効果や必要性を理解し、建築物の火災安全性能を向上させるための有意義な取り組み

であり、今後の検討が期待される。［池畠由華 記］ 
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環境工学 

 

生理量・生体計測を活用した環境評価：行動（40045～40048） 

生理量や生体計測の心理・行動研究への新たな応用可能性について考える本 OS の前半で

は、経験豊富な研究者 4 名によって、様々なアプローチが示された。まず、40045［槙］は、

歩行速度と街路景観の魅力との関係を示唆した既往研究の知見を、より多様な街路を対象

に再検証した結果、同様の傾向が認められなかったことから、歩行速度を左右する他の要

因の存在を指摘した。次に、40046［竹原］は、高齢女性を対象に、GPS 端末を装着させて

外出行動を計測した結果を、京都市街地と山間部集落で比較し、外出頻度は多いが必要に

迫られての行動が少ない傾向が後者でみられたことから、外出しやすい環境形成の必要性

を示唆した。一方、40047［高橋］は、ロボットと人間の共生を目指すのに必要となる計測

値に基づいた人間行動の把握可能性について、模擬店舗における被験者の商品選択行動を

例に、三次元加速度センサーとモーションキャプチャによる検討を試みた。最後に、40048

［長澤］は、オフィスや自宅で曝露される環境の人間への影響を明らかにするため、スマ

ートフォンを使用した生態学的経時測定法を提案し、随時、得られる心理量や生理量と、

同時に計測された物理量との関連をマルチレベル分析により検討した。［西名大作 記］ 

 

生理量・生体計測を活用した環境評価：生理（40049～40053） 

40049［松尾ほか］は脳血流量を指標とし、インタビューを併用することでピアノ演奏者

の認知過程をとらえることに挑んでいる。順序効果をどの様に解消するかなどの議論が見

られた。40050［佐野ほか］は作業者の脳血流量を計測し、明るさの変動する照明の評価を

試みた。変化する照明によるストレスの低減を目的としている。40051［大浦ほか］は主観

申告に基づく快適な風速の範囲と人体からの顕熱・潜熱流の関係について男女別の傾向を

報告した。40052［近本ほか］は渦輪を用いたパルス気流送出装置の特性について報告した。

気流感の得られる新しい方法として注目される。40053［亀山ほか］は温度の変動する環境

下における温熱感に関して報告した。温熱知覚の基本的なメカニズムは既知であるため、

新しい知見とむすびつける方針に関する検討が必要との意見を得た。全体として、生理量

と心理量をむすびつけているものはまだまだ薄弱であり、今後のさらなる検討の必要性が

再認識された。［土田義郎 記］ 

 

床衝撃音に関する最近の動向（40099～40103） 

 本セッションは固体音小委員会により企画され、床衝撃音に関する５編の発表が行われ

た。40099［漆戸］は、タイヤ衝撃源とゴムボール衝撃源による床衝撃音遮断性能の単一評

価量の対応について、ゴムボール衝撃源によるオクターブバンド床衝撃音レベルに両衝撃

源の衝撃力暴露レベルの差を考慮することで、タイヤ衝撃源による L 数や最大 A 特性音圧
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レベルの推測が可能であることを示した。40100［増田ほか］は、乾式二重床の重量床衝撃

音レベル低減量の変化要因について、スラブの振動特性や加振力により変化すること、ま

たスラブの固有周波数によって二重床が動吸振として機能する場合もあることを示した。

40101［田中ほか］は、直交集成板（CLT）を用いた床構造の床衝撃音遮断性能について、

CLT 素地の状態では軽量衝撃音が大きく、床仕上げや二重天井を付加する必要があること

を示した。40102［村上ほか］は、集成材床スラブの床衝撃音遮断性能について、小試験体

による実験結果では 120mmの集成材を 2層に重ねて使用することでコンクリート厚 120mm

相当の床衝撃音遮断性能が達成できることを示した。40103［會田ほか］は、数値解析によ

る鉄骨造デッキプレートスラブの重量床衝撃音予測について、面内面外変位連成型有限要

素法を適用することで実測値と比較的良く対応していることを示した。床衝撃音関連の研

究は注目度が高く、会場から積極的に意見や質問が出された活発なセッションであった。 

［稲留康一  記］ 

 

スマート照明制御(1)（40244～40246）  

本セッションでは、LED の普及に伴って自由度が高まりつつある照明制御に関する 3 編

の発表が行われた。40244［加藤］では、照度と色温度について、空間の明るさの知覚レベ

ル、および行為に対する明るさの要求レベルの実験結果の発表があった。等価な明るさを

知覚する平均輝度は低色温度よりも高色温度が低いこと、また要求される平均輝度は高色

温度の方が高いことなど、既往研究との傾向の違いが報告された。40245［本間］では、昼

光利用におけるフィードフォワード制御による光環境の実例についての発表があった。1 つ

は屋外照度から計算される窓面輝度に合わせて照明器具の輝度を出力する制御、もう 1 つ

はアトリウム頂部の装置による直射日光の木漏れ日効果に対して適切な人工照明の出力と

する制御であり、フィードフォワード制御により、設計者の意向や居住者のニーズを反映

させた光環境の制御が可能となるとの議論がなされた。40246［小島］では、明るさ尺度値

による明るさ画像を用いた照明やブラインドの自動制御システムについて、システム概要

と実証運用の結果についての発表があった。ブラインド制御では、周辺建物からの反射光

を含めた判定により、遮光、グレアの抑制が可能であること、アンビエント照明制御では、

明るさ尺度値による判定により、窓面輝度が高い場合に対比的に室内側を暗く感じること

への考慮が可能であることが示された。［張本和芳 記］ 

 

スマート照明制御(2)（40247～40249）  

本オーガナイズドセッションでは、照明、ブラインド制御とその効果に関して 3 題の報

告があった。40247［大島ら］は、オフィスにおいて明るさ感が異なる場合の人間のサーカ

ディアン・リズムに対する影響を明らかにするために、被験者実験を行なった。結果、照

度・相関色温度を変化させると、生産性や睡眠の観点で良い効果が得られることが期待で

き、明るさ感が確保されると高い机上面照度を確保しなくとも同等の効果が期待できるこ
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とが示唆された。40248［谷口ら］は、スラット開閉に伴う窓面輝度の変化による不快感を

「変動感」と定義して、変動感に基づくブラインド開閉速度決定法を提案した。被験者実

験の結果、窓面明るさの変動感と不満者率の関係式を求めた。40249［酒井ら］は、台形断

面を有する加賀の伝統格子である木虫籠について、一般的な長方形断面を有する伝統格子

と比較し、昼光導入の有効性やグレア評価、見通しの比較などが報告された。いずれも、

視環境の快適性に関するものであり、今後の研究の展開が期待される。［小島義包 記］ 

 

各種建築物における雨水利用（40331～40334）  

本セッションでは、各種建物における雨水利用に関する 4 編が採用された。 

40331［山下］では、2016 年 4 月に開校した福岡県糟屋郡新宮の新設小学校の雨水貯留浸

透活用を積極的に取り入れるためのプロポーザルと合意形成の経緯や期待される効果につ

いて報告された。40332［大西ほか］では、横浜市 9 校の雨水利用施設の調査より、放射性

物質による汚染状況の把握を行うとともに水質維持に関する課題について述べられている。

40333［宋］は、雨水活用とその普及の観点から、大学の講義棟に設置された雨水と井水を

併用利用する中水システムを対象に建物の中水利用実態と雨水利用性能を明確にするため

実測調査し、建物の蓄雨性能について検討している。40334［中野］は、建物と都市におけ

る雨水利用の現状と課題そして可能性について、設備設計者からの視点、およびデザイン

的見地から考察し、今後の雨水利用建築の可能性について紹介された。 

本セッションでは、質疑応答も活発に行われ、建築の雨水利用について議論する有益な

場となった。［西川豊宏 記］ 

 

技術規準と評価（40335～40338）  

雨水活用建築技術規準刊行小委員会が 2016 年 3 月に出版した『雨水活用技術規準』に関

連する、4 つの発表が行われた。40335［笠井・大西］はこの規準に従って、3 軒の戸建て

住宅に設置された雨水活用施設の評価を行い、立地に応じた施設選択の方向性を考察した。

40336［福岡ら］は海外の雨水活用ガイドラインを調査し、ガイドライン利用者への丁寧な

説明、屋外空間を対象とした多様な技術の紹介、グリーンインフラとしての機能への展開

が、特徴的であることを示した。40337［西川ら］は教育施設、商業施設および事務所施設

の給水原単位の動向を調査し、雨水・再生水利用による節水効果とそれらの CO2排出量軽

減効果を定量評価した。40338［山田・笠井］はライフサイクルアセスメント（LCA）の手

法を用いて、新設と地下梁をもつ雨水タンクの比較を行い、CO2排出量の削減に関する、後

者の優位性を示した。本セッションでは以上の発表をもとにして、今後の雨水活用の推進

と規準改善の要点が議論された。［山下三平 記］ 

 

戸建て住宅の環境性能（40520～40524）  

本セッションでは、戸建て住宅環境性能の研究 5 編の発表が行われた。40520［井上ほか］
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では、住宅におけるダブルスキン内の熱有効利用方法について検討し、空気循環の観点か

らダブルスキンでの集熱による暖房負荷の削減を計算した。今後の展開として、ダブルス

キンにおける熱移動の詳細を解析することが期待される。40521［林ほか］では、戸建住宅

における窓開放行動及びエアコンと扇風機使用に関するアンケート調査が報告された。今

後のこれらの調査結果の活用方法の提案が期待される。40522～40524 は戸建住宅の床下高

湿化に関する連報である。40522［福田ほか］では、床断熱性能の違いが床下湿度環境に与

える影響の発表があった。断熱性能の高い住宅において床下空間の湿度が高いと報告され

た。40523［小畑ほか］では、1 階の床に通気口を有する基礎断熱住宅において窓開閉やエ

アコン使用等の居住者行動の違いに床下湿度環境に与える影響が報告された。40524［濱ほ

か］では、床断熱性能の向上に伴う床下高湿化と冷暖房負荷削減効果の比較が報告された。

3 報の論文は、床下の温湿環境を着目し、シミュレーションを中心として研究してきたが、

今後のさらなる展開が期待される。本セッションでは質疑も活発に行われ、非常に有意義

であった。［許雷 記］ 

 

環境バリアフリー（40546～40549） 

本セッションでは、環境バリアフリーについて、次の 4 題の研究発表が行われた。 

40546［安部］では、青森県三八地域広域観光のハードおよびソフト面のバリアフリー化

の推進、旅行機会の創出等を目的として宿泊施設や観光施設のバリアフリーの状況把握が

行われ、それをもとに観光ガイドマップの提案がされた。40547［北本ら］では、弱視者を

対象とし、視環境の適正照度に関する設計資料を定量的に提示することを目的とした評価

実験の結果から、視対象の「適正照度範囲」と「最適照度範囲」の輝度比と照度の関係が

示された。40548［岩田ら］では、重大事故に繋がる危険性が高い弱視者の階段下降に注目

し、安全・安心な踏面端部ラインと背景（踏面）の明視条件が定量的に示された。40549［三

上ら］では、頸椎損傷者の温熱環境に対する不満・不安、対処方法、要望などが把握され

るとともに、頸椎損傷者の深部体温モニタリングに関するパイロット実験を行った結果が

示された。環境を切り口とした幅広い内容であったため関連付けた講評は難しいが、いず

れの研究も今後の進展が期待される。［宮本雅子 記］ 

 

Sustainable houses and living in hot-humid climates of Asia (1)（40611～40615）  

未提出 

  

Sustainable houses and living in hot-humid climates of Asia (2) （40616～40619）  

40616［森ら］では、インドネシアの Surabaya と Bandung、マレーシアの Johor Bahru に

おける住宅を対象として、窓開け行動の時間帯別傾向と阻害要因に関する比較調査結果が

報告された。安全・プライバシー、収入、虫の侵入などを検討要素としているのは興味深

いものであったが、流入風速などの物理環境要素の定量的な検討がさらに必要と感じた。

6 
 



40617［リジャル］では、40616 と同様に窓開け行動を研究テーマとしているが、日本の住

宅を対象としている。窓開け行動と外気温度・室内温度の関係に関する報告は大変興味深

いものであったが、40616 と同様、流入風速との関係が不明であり、今後、さらなる検討を

期待したい。40618［宿谷］では、エクセルギーを用いた人体熱収支（エクセルギー収支）

に関する検討結果が報告された。発表の前半ではエクセルギーの概念を簡潔かつ丁寧に説

明いただき、大変勉強になった。人体エクセルギー消費速さと周辺環境の関係に関する図

は大変分かりやすいもので、非常に興味深い結果であった。40619［刑ら］では、北九州市

の電力消費に関する調査研究が報告された。2010～2014 年の電力消費の特異状況（特に 2010

年）に多くの質問があったが、その状況把握が十分でないように感じた。［飯塚悟 記］ 

 

自然エネルギー利用住宅（41001～41006）  

本 OS では、高断熱土壁住宅、空気循環式全館空調住宅などを対象にした実測およびシミ

ュレーションによる検証結果について報告があった。41001 と 41002 は、高断熱土壁住宅に

備わる自動開閉窓の効果検証を行なったものである。外気と室内空気の温湿度制御にエン

タルピー制御を加えることによって冷房負荷の小さい時間帯に窓を開放し、冷房時に近い

室内温熱環境が実現できることが示された。41003 から 41005 では、全国 6 地点（冬期日射

区分 4 地域）に建つ、空気循環式全館空調が採用された実証住宅での中間期・冬期・夏期

の実測結果がそれぞれ紹介された。その中で、冬期については 3～4 月において建物の性能

が発揮されていることがわかったが、厳寒期（12～2 月）における性能評価が課題であるこ

と、また夏期については全熱交換機の外気負荷の処理に加えて、日射遮へいを徹底するこ

とが重要であることを確認した。41006 は、夏の窓開閉制御と建材蓄冷によるパッシブクー

リング効果を検証した事例報告で、潜熱蓄熱材（PCM）を用いた夜間蓄冷の効果の試算結

果が紹介された。蓄冷効果は、外気条件によって変わるが、今後は冷放射を引き出すため

の室内放射環境や気流環境の組み合わせを明らかにしていくなどの必要性が確認された。 

［斉藤雅也 記］ 

 

屋外文化財の保存環境（41203～41205） 

本 OS では、敦煌莫高窟での研究（41203）［三箇山ほか］、インド・アジャンターでの研

究（41204）［宇野ほか］、模擬古墳を用いた研究（41205）［柳田ほか］の 3 編が、選抜梗概

として採用され、講演発表された。三箇山ほか（41203）では、敦煌莫高窟での壁画の劣化

に対する砂塵の影響という観点からの研究発表であった。従来、敦煌莫高窟での壁画の劣

化は、主に水分移動の際の塩類の析出による塩類風化が主な要因と考えられてきたが、こ

こでは、現地の環境観測およびシミュレーション解析などを用いて、研究を進めて、砂塵

の影響を議論したものであり、新規性がある。宇野ほか（41204）では、壁画の劣化に関し

て、壁画表面の透湿性という点に注目して、現地観測およびシミュレーション解析を行い、

その影響を定量的に議論したもので、今後の修復計画等を立てるうえでは、大変参考にな
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る報告であった。柳田ほか（41205）では、京都大学キャンパス内に模擬古墳を作成し、古

墳内に置かれている金属製遺物の劣化を測定するとともに、室内実験を行い、その劣化の

メカニズムを議論するもので、今後、埋蔵環境での遺物の保存を考えるうえで、有用な研

究報告であった。［石﨑武志 記］ 

 

保存展示施設の環境（41206～41209）  

本セッションは、保存展示施設および文化財の保存環境に関する研究報告である。41206

［脇谷ら］は、ガランドヤ古墳の石室で生じる結露について上部からの雨水の浸透および

換気による影響について実験による検討を行った。双方により一定の効果は期待できるが、

換気については夏期において外気由来の水分により石室下部で結露が発生する可能性が示

唆された。41207［石崎ら］は、空調のない展示・収蔵空間として、川越市の土蔵と熊本城

天守閣内の保存環境について報告した。実測および解析の結果から、熊本城天守閣内の保

存ケースについては調湿材の設置により、土蔵は外皮の吸放湿性により湿度が安定するこ

とを確認した。41208［芥子ら］では、釜尾古墳内装飾壁画の劣化対策としての改修方法を

検討した。はじめに結露による壁画の濡れ性状を調査し、そのメカニズムを熱水分同時移

動解析により示した。現状の結露発生要因が、換気に伴う水蒸気の侵入や日射による入り

口周囲からの吸放湿であることを明らかにし、これらの現象を考慮した改修手法の採用を

提案した。41209［水谷ら］は、ハギヤソフィアの壁画保存に関する検討を行った。はじめ

に内壁の含水率分布の測定から壁画劣化の要因を雨水浸透に起因した現象であるとの仮説

を立て、外壁面での雨水の流下やクラックの発生を考慮した解析を行い、壁画劣化のメカ

ニズムを解明した。また、聖堂内の温湿度環境の予測モデルを構築し、壁画面からの蒸発

を抑制するための対策について言及した。［齋藤宏昭 記］ 

 

保存環境の評価（41210～41212）  

本セッションでは、文化財保存における温湿度や空気質の環境の評価方法に関する研究

発表が 3 編行われた。41210［吉川］は、歴史的建造物が、文化財収蔵公開施設として転用

されている例としてフランス国立図書館リシュリュー館の石造建築、鉄骨建築の温湿度環

境を比較し、石造建築の方が安定した環境であることを示し、数値解析による検討例も示

した。41211［阿部］は、発表者が開発したカビセンサを用いた、文化財保存環境の調査と

評価、カビ対策、対策の効果の評価例の報告を行い、カビの発生しやすい場所の定量的評

価が可能であることを示した。41212［呂ら］は、美術館・博物館の展示ケース内装材から

の放散ガスが起因する有機酸やアンモニアによる資料劣化の対策として、展示ケースに設

けた化学フィルタと換気の機能について評価を行い、展示ケース内の長期にわたるガス濃

度の推移の予測を行った。収蔵展示環境にとってより適切な建築構造を検討するうえでの

事例と、カビや放散ガスといった劣化要因となる現象の定量的な評価について重要な知見

が報告され、活発な意見交換がなされ、有意義なセッションであった。［小椋大輔 記］ 
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外気汚染物質による室内空気質への影響(1)（41336～41338） 

本セッションでは 3 題の報告があり、いずれも浮遊粒子状物質に関するものである。前 2

題が、オフィスにおける最近何かとメディアに露出する PM2.5に関する実測であり、最後の

報告は放射能を含む粉塵に関する発表であった。 

＊ 

東工大の鍵らは、「41336 事務所建築物における PM2.5濃度の実態と室内外濃度比」と題

する報告をしている。著者らは、事務所建物内における PM2.5の実態について実測結果を報

告するとともに、外気と室内の PM2.5濃度および粒径別超微粒子の特性から、建物空調方式

による外気からの侵入の特性について考察を行い、以下のような結論を得ている。 

・PM2.5濃度測定の結果、0.002～0.03mg/m3程度となり、大気の基準の 1 日平均値以下とな

った。PM2.5濃度の I/O 比については、同一建物では同程度の値を示し、その値には室内

での発生源の他、建物空調機の特性による外気からの侵入が寄与していると考えられた。 

・空調方式の違いにより PM2.5濃度、粒径 0.3μm 以上、2.0μm 以上の個数濃度の I/O 比を比

較すると、個別空調方式の方が中央式よりも I/O 比が高くなっており、空調機、すなわち

エアフィルターによる外気の処理の影響を受けていることが示唆された。 

・粒径別の I/O 比による検討から、粒径 300nm にピークが存在し、PM2.5のピーク粒径と同

様であることから、中性能フィルターであっても、外気の侵入が大きいことが分かった。

また、中央方式よりも個別方式の方が粒径全体で I/O 比が高く、エアフィルターの性能に

よるものと考えられる。 

  

東京大学の菊本らは「41337 オフィス空間における自然換気時の粒子状物質濃度の変化 

に関する実測」と題する報告を行っている。著者らは、東京都内のあるオフィス空間にお

いて PM（粒径 0.3～10μm）濃度を 3 週間にわたり連続的に計測した。そして、計測された

自然換気利用/非利用時の濃度変化から、自然換気利用時の PM 濃度の変化特性をその粒径

依存性とともに考察する。東京都内の実オフィス空間において、0.3～10μm の粒径をもつ

PM に関して、それらの濃度を粒径（16ch）ごとに 3 週間にわたり連続的に計測した。計測

期間中においては、執務者によって窓の開閉が行われ、適宜自然換気が利用された。室内

よりも屋外の PM 濃度が高く、自然換気利用時には室内 PM 濃度が上昇した。窓の開放と同

時に室内 PM 濃度が上昇する傾向が観察されたが、その濃度変化率にはより大きい粒径で増

加するような粒径依存性があった。粒径 10μmの粒子においては、自然換気導入後に平均約

8 倍の濃度上昇が計測された。 

 

東北文化学園大学の野崎らは、「41338 大気浮遊粉じんにおける放射能濃度の実測調査研

究 福島県での測定事例」と題する報告を行っている。放射性物質による大気汚染は、建

築換気による室内侵入リスクを検討するうえでも、その汚染実態の把握が必要となってい
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る。著者らは、福島県内の大気浮遊放射性物質濃度の実態を明らかにするため、2012 年 10

月から約 1 年 10 カ月間、福島県中通り地方（須賀川市）において、実測調査を行った。ま

た、国と県による福島県各地の測定結果との比較検討を交え、須賀川市の調査結果につい

ても合わせて報告し、以下のような結論を得たとしている。 

・原発事故後の福島県内の大気中Ｉ-131 濃度は有意に上昇し、例えば双葉郡広野町では 

5,000Bq/m3を超えた。Ｉ-132 濃度についても同様であり、例えば二本松市では 17,000～

15,000Bq/m3を測定した。 

・福島県中通り地方の須賀川市において、長期間の大気浮遊粉じんの放射能濃度の実測調

査を行った。測定の結果、大気中の放射性物質は Cs134、137 であり、大気放射能濃度に

換算すると 0.01～0.1mBq/ｍ3程度で推移した。 

・ICRP（国際放射線防護委員会）の勧告では一般公衆が 1 年間に受ける放射線量は、自然

由来の放射線を除いて 1msv とされている。原発事故から約 15～35 年ほど経過した福島

県中通り地方の須賀川市では、呼吸活動による暴露量は 7,500 分の 1 程度を示した。 

・大気浮遊放射能濃度は、強風発生時期に高くなる傾向を示した。 

＊ 

以上、3 題は「粉塵」を取り扱っているという以外何の共通点もない。よって、オーガナ

イズするといってもただ単に 1 つのセッションの中で、続けて発表をしたという以外特に

何もしていない。あえて言うなら、PM2.5という共通点がある 2 つの報告を並べた程度であ

る。これで｢オーガナイドセッション｣にふさわしいかと問われれば、｢なんとも答えようが

ありません｣と答えるくらいしかない。それでも、発表者たちは、ページ数と発表時間が長

くなったことを評価しているようであった。聴衆からも特に文句は出なかったからこれで

よいのであろう。 

 率直に言って、この 3 題とも、まだ研究の緒についてという段階であり、｢○○の測定を

した結果△△でした｣という報告で、拝聴したほうは「左様でしたか」と感服するしかない

類のものであった。なぜオーガナイズドセッションなのかあまり意味が分かりにくいもの

であった。 

 このオーガナイズドセッションに限ったことではないが、いずれのセッションでも、発

表を先にして、質問を最後にまとめてするという形のセッションマネジメントを行ってい

るようである。これは、1 題あたりの発表時間、質疑時間とも極めて短いので個別に分ける

よりはまとめたほうがより有効な質疑が出来ると考えての方策とも思われる。しかしなが

ら、そのような効果を期待するのであれば、質疑は発表順に行うのではなく、セッション

全ての発表に対してまとめて行い、報告間の比較検討や論議がなされてはじめて意味を持

つのではないであろうか。あるいは、質疑時間をそれぞれに均等に割り当てるのではなく

論議が活発そうな報告に多く割り当てるといったようなことでも意味があると思われる。 

 しかし、多くのセッションで行われているのは、発表を先に均等に行い、しかる後に質

疑も発表順に均等配分された時間で行われている。そうであれば、発表した後すぐに質疑
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をするというほうが普通ではないだろうか。まとめて最後の質疑では、セッションの初め

のほうの発表に対する印象が薄れてしまい発表を聞いたとき沸いた質問がどこかに行って

しまうことにはならないであろうか。それともそれは質問数の減少に繋がるが、それが狙

いなのであろうか。［池田耕一 記］ 

 

外気汚染物質による室内空気質への影響(2)（41339～41341） 

 本セッションは、外気の汚染質として、微生物やカビ、花粉などの「生物系粒子」によ

る室内への影響についての発表であった。これらの汚染質に対する取り組み事例は少なく、

今回の発表は有益であり、今後の対策を構築するための基礎となる研究である。 

 41339［柳ほか］は、外気中の細菌、真菌の室内への影響について、微生物叢（マイクロ

バイオーム）を対象として、空調方式や建物用途による特性を検討した。生菌の計測は、

マイクロバイオームの約 1％しか検出していないことを指摘したうえで、外気中のほとんど

の細菌が室内に侵入していることを示している。今後も継続いただき、侵入による室内影

響、空調方式による差異などのデータを構築し、対策へ繋げていただきたい研究であった。

41340［金ほか］は、グラム陰性菌から放出するエンドトキシンとアレルギーの関連性を求

めることを目的とし、今回は、環境の細菌汚染尺度としてのエンドトキシンの可能性を示

すため、室内の空気、ハウスダスト、水を対象として調査した。エンドトキシンを保有す

る微生物が、実際の建物において、どこに生息するのかが不明瞭であるため、今後はこれ

らの微生物の範囲を整理した上で、研究を進めていただきたい。41341［湯］は、ZEB など

の普及に伴い、導入外気への配慮が必要であるとし、花粉について、外気、室内濃度の実

態把握と各種測定手法について評価した。季節変動、時間変動、持ち込みなどの不確実な

要因が多いこと、複数ある測定法についても一長一短あることを指摘している。必要性は

高いものの、建築、設備としての対応が難しい汚染質であるため、今後も継続的に研究を

進めていただき、空気質環境の向上に繋げていただきたい内容であった。［武廣絵里子 記］ 

 

環境建築の実測評価(1)（41507～41509）  

本セッションは、環境建築と言われる先進的省エネ建築の実測評価に関するものである。

41507［三浦ほか］は、中低層省エネ事務所ビルを取り上げてエネルギー消費構造を解析し、

受電電力最大値が冬期に発生することを指摘した。その結果から ZEB の実現性に関するケ

ーススタディを行った。41508［杉原ほか］は、オフィス基準階で採用した空気式放射冷暖

房システムによる夏期及び冬期の室内環境実測結果を示し、吹出し風量・吹出し温度に可

変性を持たせる空調として通常放射モードと風量を 4 割増しにする風量増強モードを選択

可能にしている。また省 CO2率のリアルタイム計測表示を行っている。41509［中山ほか］

は、多くの省エネ技術を採用している都市型環境建築のカスケード水景設備の放射環境改

善効果、壁面緑化一体ルーバーの日射遮蔽性能、ミスト散布による屋外環境調整効果のよ

うな付帯的な装置の環境解析を行った。本セッションでは ZEB に向かう意欲的な技術開発
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が紹介された。環境に無理を強いない永続的な省エネ技術で ZEB を目指す姿勢が望ましい。

［石野久彌 記］ 

 

環境建築の実測評価(2)（41510～41512）  

未提出 

 

気象データの活用(1)（41513～41515）  

 本セッションでは気象データに関連する研究が 3 編報告された。41513［Jihui Yuan ほか］

は年間最大 1 時間降水量に関する研究で、拡張アメダス気象データの 1981 年～2000 年の

20 年間の時別降水量を用いて、日本の 15 都市を対象として再現期間、確率分布の適合性に

ついて検討したものである。41514［井川ほか］は日射量から昼光照度、PAR、UV-A、B を

推定する方法について、推定式とその精度を整理したものである。41515［木下ほか］は気

象データを用いた応用例としてサーモクロミック調光ガラス窓の光学特性と熱収支の計算

方法を整理し、ユーティリゼーションファクタ法を用いた住宅暖冷房負荷計算へ適用を試

みている。主な議論としては、統計解析の期間が 1981 年～2000 年と古いので最新のデータ

を使うべきではないか、照度、PAR、UV の推定式は天空輝度分布を考慮したもので斜面に

対しても適用できること、サーモクロミック調光ガラス窓に関しては住まい方も考えると

実態に合っているか、など興味ある意見交換があった。［二宮秀與 記］ 

 

気象データの活用(2)（41516～41518）  

41516［Md Ashrahul Alam ほか］では、バングラデシュでの月間最大降水量を数学の分布

モデルを用いて予測する手法を提案している。都市災害だけでなく、都市計画、環境設計

や農業分野などの分野での利用が期待される。41517［宇田川］では、月間気象データを元

に期間熱負荷を予測するモデルを提案している。比較的容易に入手可能なデータを活用で

きる一方、諸外国や僻地など十分にデータが得られない地域への活用が期待される。41518

［福留］では、気候変動による地球温暖化が叫ばれるなか、21 世紀以降起こっている停滞

現象（ハイエイタス）を取り上げ、従来から提案されている標準年気象データのあり方に

ついて警鐘を鳴らしている。 

計 3 題の発表を通して、現在提供されている気象データの有効な活用方法、気象データ

の捉え方を改めて考えなおす有意義なセッションとなった。［中山哲士 記］ 

 

 

建築計画 

 

地域の木造建築構法(1)（5396～5398）  

本セッションでは、各地域で見られる伝統的・歴史的な木造建築の構法について 3 題の
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発表が行われた。5396［宮本ほか］では、日本と英国の民家の架構について、天井や 2 階

床などの面から比較がなされた。5397［川島ほか］は、北海道の近代畜舎の構法の特徴や

変遷をまとめたものである。5398［青柳ほか］は、奄美大島の大径材を用いたヒキムン構

法について、現代までの変容過程が示された。3 題に共通して、同じ地域や用途の木造建築

であっても、構法には細かな多様性や変遷が見られることが示されており、興味深い内容

であった。今後は構法の客観的な把握に加えて、平面計画との関係や社会的背景の変化な

ど、構法の決定要因に関してさらなる考察を期待したい。［権藤智之 記］ 

 

地域の木造建築構法(2)（5399～5401）  

 未提出 

 

 

都市計画 

 

コンパクトな市街地形成と縮小型都市計画のための制度・技術：(1) コンパクトシティの

整備手法（7001～7005）  

 地方都市再生手法小委員会と土地利用問題小委員会は、OS「コンパクトな市街地形成と

縮小型都市計画のための制度・技術」を共同で実施した。本セッションは、「（1）コンパク

トシティの整備手法」がテーマである。5 題の発表が行われ、その後発表内容について協議

した。 

まず、7001［飯島ほか］では、全国の中規模都市 43 都市を対象に人口分布構造を分析し、

中心性の有無と既成市街地・郊外の人口増減によってタイプ分けした結果が示された。人

口減少下でも郊外化が進行していることから、今後は郊外居住の魅力に勝てるだけの中心

市街地や拠点の整備が必要だと指摘した。質疑では、既成市街地の定義、メッシュの取り

方、事例地区の用途地域等について議論された。続く 7002［一条ほか］では、札幌市郊外

の人口減少が進む単位町内会へのアンケート調査、ヒアリング調査結果の分析結果から、

住民自治活動に対する中間支援組織の効果的な支援のあり方が示された。住民の関心が低

いこと、活動の指導者が少ないことといった課題、ならびに資金難と人材確保の重要性が

指摘された。7003［久保山ほか］では、名寄市、富良野市、伊達市で行われた低層低容積

再開発の事例について、その空間的特徴、開発の仕組みと主体、ならびに権利変換と資金

計画等事業計画の内容が紹介された。質疑では、市街地再開発事業として公費を投じる意

義、地権者の公共貢献等について議論した。7004［樫村ほか］では、人口減少が進む夕張

市を対象とした都市再編の最新状況が報告された。住民ヒアリング結果から７つのグルー

プに分類し、「居住の機能」「市民の交流機能」「市全体の活動の中心となる機能」が重要だ

と指摘した。さらに夕張市を事例に、7005［松田ほか］では、人口減少抑制の視点から、

市外転出の決定要因（進学・就職、医療等）、市内転入の決定要因（住環境、利便性、医療
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等）をまとめ、それぞれの改善に対する優先度と整備内容例が示された。夕張市の拠点像

とその実現方策、総合計画の記載内容との差異について議論した。［樋口秀 記］ 

 

コンパクトな市街地形成と縮小型都市計画のための制度・技術：(2) 都市の集約化と拠点

形成（7006～7010）  

 本セッションでは、市街地の集約化の観点から実態把握を行う研究 4 編の発表が行われ

た（7009［川崎］は欠席のため発表は行われなかった）。7006［福岡ほか］は、福井市中心

市街地を対象に、登記簿謄本により 1965～2014 年にかけての土地の権利移転を詳細に分析

し、土地利用需要が低いものの土地の流動化が続いていることを明らかにしている。7007

［北川ほか］は、福井県越前町を対象に、平成 22〜26 年度にかけての居住移動実態を把握

したうえで人口流出を抑制するための居住誘導地域の提案を行っている。7008［石原ほか］

は、全国 166 都市で定められる 1250 の地域拠点の位置を類型化したうえで拠点範囲内の人

口密度と生活利便施設の立地状況を分析している。7010［樋口ほか］は、長岡市を対象に、

課税対象宅地、同建物述床面積と固定資産税収の推移を分析、面積が増加しているものの

税収へ減少していることを明らかにしている。これら 4 編は市街地集約化が全国的に模索

されるなか多面的に実態把握を行ったものとなり、結果的にその実現の困難さを確認する

セッションとなり大変有意義であった。［星卓志 記］ 

 

コンパクトな市街地形成と縮小型都市計画のための制度・技術：(3) 立地適正化計画の中

での土地利用制度（7011～7014） 

本セッションでは 4 報の発表を続けて行った後に、発表者および会場全体で質疑を行っ

た。参加者の数も多く活発な議論が行われ充実したセッションとなった。7011［阿部］は、

農地課税が農家に貸家建設を促している可能性について検討を行った結果を踏まえ、市街

化区域農地に対する農地に準じた課税の提案を行った。7012［松川ら］は、政令指定都市

移行に伴う線引き拡大と線引き見送りが各自治体でどのような対応に基づき行われたかを

明らかにし、線引き拡大においても緩和措置がなされている課題を指摘した。7013［饗庭

ら］は、立地適正化計画策定において各自治体がどのようなジレンマを抱えているかを整

理し、居住誘導区域に含まれない住民が大切にしてきた住宅地等をいかに評価するかとい

う課題を指摘した。7014［西村ら］は、エキスパートシステム理論を用いて居住誘導区域

指定手法についての検討を行い、集約型都市構造モデルによるコンパクトな都市構造の提

案可能性を提示した。［秋田典子 記］ 

 

コンパクトな市街地形成と縮小型都市計画のための制度・技術：(4) 自治体の開発行政と

線引き制度（7015～7018） 

本セッションでは、自治体の開発行政と線引き制度に関する 4 編の発表が行われた。7015

［友野ほか］では、戦災復興都市を対象に、中心市街地活性化事業による土地区画整理事
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業に着目し、戦災復興区画整理都市基盤との関係が報告され、分類されたタイプごとの特

徴に関して議論された。7016［白井ほか］では、愛知県内の暫定用途地域指定地区の未開

発状態を抱える自治体を対象に、敷地や建築物および道路の現況、公共施設および他市町

までの距離等との関係から、宅地化の進行及び鈍化の要因が報告され、暫定用途地域の効

果などが議論された。7017［小林ほか］では、山口県防府市と山口市を対象に、集約型都

市構造を実現した場合の CO2排出量とその分布の推計を通して、線引きの有無による排出

量に影響を与える要因の差異が報告された。7018［坪井ほか］では、松江市および米子市

の線引き都市計画区域を対象に、開発・農地転用に影響を与える要因が報告され、県境を

跨いだ影響などが議論された。［岡井有佳 記］ 

 

コンパクトな市街地形成と縮小型都市計画のための制度・技術：(5) 大規模小売店と被災

地の土地利用（7019～7022） 

 都市再生手法小委員会と土地利用問題小委員会の共催による本 OS では、全 5 セッション

計 22 論文の発表が行われた。本セッションでは土地利用問題小委員会の委員より 4 題の論

文発表が行われた。7019［川嶋］の発表では、東北 6 県における大規模小売店舗の撤退傾

向とその跡地利用について報告され、撤退後の建築物の利活用状況や撤退パターンなどに

ついて活発な質疑がされた。7020［平野］の発表では、兵庫県を事例とした大規模小売店

舗立地規制制度の運用状況について報告され、用途地域や都市マスを変更する際に行われ

る調整の有無や、特例措置により出店が認められる背景についての質問がなされた。7021

［軽石］の発表では、東日本大震災により被災した公立小中学校の跡地利用計画について

報告され、復興計画が策定される過程での跡地利用の検討有無や、各自治体の復興計画上

での言及熟度について質疑がなされた。7022［亀井］の発表では、カスリーン台風による

被災後の復興状況について報告され、本事例に着目する意義などについて活発な質疑がさ

れた。 

以上、4 題とも本セッションにて有益な知見をご報告いただき、今後の土地利用政策のあ

り方に示唆を与えることができた。［松川寿也 記］ 

 

地域環境の質的向上に寄与するキャンパスデザインとマネジメント(1)（7107～7109）  

本セッションでは、サステイナブルキャンパス構築を支援する大学キャンパスのサステ

イナビリティ評価システム（2 報）および大学キャンパスのオープンスペースの評価手法（1

報）について報告がなされた。7107［小篠・池上］は、北海道大学によるサステイナブル

キャンパスの構築に向けた実践例を取り上げ、開発した評価システムの効果と課題につい

て解説した。また 7341［池上・小篠］は、前報による評価システムを適用した国内複数大

学の評価結果について分析し、各校による取組みの特性を明らかにした。さらに 7109［服

部・脇坂・恒川］は国内 3 大学のキャンパスにおける歩道や緑地を含むオープンスペース

の配置構成や連担性、そして移動や滞留等行為との関係に関する評価手法を提示するとと
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もに分析結果をもとに各キャンパスの特性を示した。会場では本 3 報の報告をもとに活発

な意見交換がなされ、サステイナブルキャンパスの構築とオープンスペースの評価・活用

における視点や取組み等について有益な知見が参加者で共有された。［鶴崎直樹 記］ 

 

地域環境の質的向上に寄与するキャンパスデザインとマネジメント(2)（7110～7112） 

本セッションでは、大学が所在する地域とキャンパスの関係に着目し、両者の空間の質、

歴史的景観、キャンパス・フレームワークプランの重要性の 3 つの観点から、3 題の報告が

あった。7110［上野・倉田］は、コモンという概念について都市と大学の空間づくりを比較

し、新たな都市再生手法への知見を探求する可能性を示した。7111［李・坂井・プラサンナ］

は、1949 年の中国建国の前後を区別しながら、大学設立の動き、大学キャンパスの歴史的

景観保護の動きを追い、保護制度の実態と課題を示した。7112［川上・坂井・プラサンナ］

は、九州大学伊都キャンパスの将来計画について、具体的なフレームワークプランを提示

し、交通動線や現状の駐車場エリアなどについて、拡張要素の長期計画を定める重要性を

示した。［池上真紀 記］ 

 

生活・景観と観光プランニング（7180～7182）  

本セッションでは、地域の生活空間や景観が観光対象となった事例を扱った 3 題が発表

された。7180 は、四万十川流域の重要文化的景観選定を通じた広域連携について、選定以

前からの体制や施策内容の展開を跡づけ、広域でのブランディングや観光振興の可能性を

探ったものである。7181 は、歴史的町並みで店舗を展開する外部企業を「伝建チェーン」

として定義し、川越の重伝建地区における進出の実態と地元組織との関係性について論じ

たものである。7182 は、奈良県における町家を活用した芸術祭を対象に、運営体制や空き

町家活用による効果等を検討したものである。いずれも近年全国に広がりを見せる事象を

取り上げた意欲的内容であり、会場からは各事例の内実や捉え方に関して活発な質疑が行

われた。［永瀬節治 記］ 

 

地域魅力伝達のツール・仕組み（7183～7185）  

 本セッションでは「地域魅力伝達のツール・仕組み」と題して 3 報の発表がなされた。「観

光」という学際的な分野のため、様々な視点から問題の提起がなされ、活発な質疑応答が

行われた。まず、7183［富田他］は、函館における観光ボランティアガイドの実態と課題

を関係主体へのインタビュー等を通して丁寧に調査分析を実施した。次に、7184［小幡］

は、萩市と千葉県における地域の風土文化生活を観光文化へと昇華するための基礎的研究

を実施した。最後に、7185［石川］は、三陸ジオパーク推進協議会の設立経緯を通して、

震災復興に寄与する多主体の動向に関し、大学や博物館の関わり方も加味して、調査分析

を実施した。［永野聡 記］ 

 

16 
 



海外の観光マネジメントと DMO（7186～7188）  

本セッションではでは、観光地域マネジメントに関わる組織や計画・デザイン等に関す

る 3 編の発表があった。7186［泉山］は、観光庁が進めている「日本版 DMO」や世界機関

に認定されている DMO を俯瞰的に調査し、海外ではマーケティングとマネジメントの差異

化が図られている傾向があることが論じられた。フロアからは、マネジメントの中身（施

設か、組織か）についてより詳細に見ていく必要があるという助言があった。続く 7187［狩

野ら］では、トルコ・ベルガマを対象に、観光振興の側面からみた地域コミュニティや景

観コントロールに関する課題提示や提案がなされた。フロアからは、観光者の行動や観光

組織などにアプローチする必要があるとの意見が出された。7188［橋本ら］では、イタリ

ア・ピサにおける観光地域でのバリアフリー化計画の内容が報告された。フロアからは、

コントロール手法やプロセスなど、実現手法についての質問が多く出された。［岡村祐 記］ 

 

 

情報システム技術 

 

建築のデザイン科学（11024～11027） 

建築のデザインのための科学的方法に関する 4 件の研究が発表された。11024［小林・加

藤］は、パネル、棒材とヒンジで構成される構造が安定であるための条件を導いた。11025

［水谷］は、設計段階のクライアントとの打ち合わせのための VR の利用に関する試みを発

表した。11026［福田・藤井］は、建築空間の体験を文章化して、それを分析することによ

って図式を抽出するための方法を提案した。11027［藤井］は、空間図式を用いて建築デザ

インを検討するための理論体系と将来展望を紹介した。建築のデザインのための科学的方

法は、図式、数理、論理など多岐にわたり、共通の言語での議論が困難である。したがっ

て、本セッションでも、個々の発表に対しては活発な議論がなされたが、体系的な議論が

十分になされたとはいえない。しかし、今後の建築デザインの体系化のために、この分野

の発展が期待される。［大崎純 記］ 
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