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2013～2014 年度調査研究関係委員会活動報告会 
 

学術推進委員会 

 

 学術推進委員会では 2003 年度より調査研究関係委員会の活動報告会を実施しています。

2005 年度からは 3 月の臨時総会に合わせて、代議員、理事、会員を対象にして、半数の委

員会（1 委員会：1 回／2 年）による活動報告会を実施し、それぞれの委員会活動に対して

意見・提案・コメントを求めています。 

 今年度は次の 7 常置調査研究委員会および 2014 年度で設置期間が終了する 1 特別研究委

員会および 2 若手奨励特別研究委員会から報告を受けます。 

 

日  時 2015 年 3 月 25 日（水）9:30～12:20 

場  所 建築会館ホール（東京都港区芝 5-26-20） 

 

プログラム 

報告委員会 報告時間 

……開会挨拶 9:30～9:35 

都市計画委員会 9:35～9:50 

建築教育委員会 9:50～10:05 

海洋建築委員会 10:05～10:20 

災害委員会 10:20～10:35 

農村計画委員会 10:35～10:50 

（休憩 15 分）  

建築計画委員会 11:05～11:25 

構造委員会 11:25～11:45 

伝統的木造住宅の温熱環境と省エネルギー特別研究委員会 11:45～11:55 

空間更新手法“TRADE”の開発研究［若手奨励］特別研究委員会 11:55～12:05 

次世代の構造系解析インターフェース［若手奨励］特別研究委員会 12:05～12:15 

……閉会挨拶 12:15～12:20 

報告時間にはそれぞれ 5 分間の質疑応答時間を含む。 



2013 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

 （2014 年 3 月 1 日作成） 

委員会名  都市計画委員会 委員長名：出口 敦 

運営委員会数  

小委員会数 10 

WG 数 4 

予算総額 3,399,000 円 

刊行物（シンポジウ

ム資料等は除く） 

刊行点数 1点 

 

１．景観再考－景観からのゆたかな人間環境づくり宣言－ 

講習会 
講習会数 0回 

 

催し物 

催し物数 2回 

1. 情報交流シンポジウム（第 1７回）「次世代に向けた大学キャンパスと地域の

創造的再生」                                                 58 名 

2. 第 23 回景観ルックイン「夕張市－持続可能なコンパクトシティと景観－」 

                                 50 名 

大会研究集会 

研究集会数 3 回 

1．研究協議会：復興のプランニングⅠ－「復興計画」から「まちの再建・再生」

へ－ 

  （資料名） 同上 

2．研究懇談会：景観法 10 年の検証－市町村景観行政の課題と展望－ 

   （資料名） 同上 

3．ＰＤ：成長時代のコンテクスチュアリズムから人口減少・大災害時代の地域文

脈論へ 

    （資料名） 同上 

活動問題点等 

 

1) 昨年度、全小委員会の任期満了に合わせ、若手グループからの提案奨励を含め、

新設の小委員会とＷＧのテーマ公募制を導入したが、設置目標と出版等の成果公

表計画を予め明確にした条件下での新小委員会の活動がスタートした。 

2)新たな本委員会への予算配分法の下、昨年度比で26％の大幅減額予算となり、活

動の質を維持するための委員会運営に苦慮したが、各小委員会の尽力のお蔭で、

多彩な活動が実施された。 

3)ストレージを利用した本委員会、幹事会等のペーパーレス化を開始したが、混乱

なく委員会を運営できた。 

4)学術推進委員会における大会時の「若手優秀発表」の実施要領策定を受け、H26

年度から都市計画分野での大会発表における若手優秀発表選考の実施内規を策

定した。混乱を避ける効果的な運営と平等性に配慮した実施の工夫を検討し内規

化した。 

5)小委員会のホームページの内容を定期的に確認し、ＨＰを通じた活動情報公開の

充実化を進めた。 

6)建築計画委員会と連携し、東日本大震災の復興をテーマにした大会の研究協議会

を開催した。当初共同開催で申請したが、研究協議会は1テーマ１委員会が原則

とのことで、連携開催としたが、他委員会との連携は学会としても初めてとのこ

とだった。2日目午前の開催であったにもかかわらず、大会ベスト10に入る参加

者数であった。被災自治体の復興整備計画の最新情報を整理した資料集も即完売

し、資料集の内容は新聞にも取り上げられ、学会活動を広く社会にアピールする

ことに貢献した。  
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2014 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

 （2015 年 3 月 13 日作成） 

委員会名  都市計画委員会 委員長名：有賀 隆 

運営委員会数  

小委員会数 10 

WG 数 9 

予算総額 3,258,000 円 

刊行物（シンポジウ

ム資料等は除く） 

刊行点数 0点 

 

 

講習会 
講習会数 0回 

 

催し物 

催し物数 10 回 

１．シンポジウム「被害想定をどう読み解き、減災の取り組みにどう活かすか」 

       （資料名）同上               参加者数 44 名

２．第 24 回景観ルックイン「阪神・淡路大震災から約 20 年、神戸の景観まちづ 

くり」                         参加者数 35 名

３．第 18 回 情報交流シンポジウム「キャンパスの創造的再生に寄与するデザイン

とマネジメント」                   参加者数 65 名

４．「先進的な土地利用計画の事例見学－明石市における生産緑地地区の指定」 

参加者数 13 名

５．シンポジウム「環境まちづくり最前線－現在の到達点と今後の展望－」  

（資料名）同上                   参加者数 18 名

６．公開研究会「景観法１０年の検証Ⅱ－景観行政の課題と展望－」 

参加者数 37 名

７．シンポジウム『首都直下地震』：被害想定をどう読み解き、実際に起こり得る

現象をどう理解すべきか～想像力を深めるべき災害事象」 参加者数 79 名

 

８．公開研究会「住環境を価値づけるための不動産的視点」  参加者数 42 名

 

９.国際シンポジウム「都市縮小対策の国際的展望 ?土地利用計画、 レジリエンス、

グリーンインフラストラクチャー?」                 25 名 

 

10．第 9回住宅系研究報告会                 参加者数 48 名

 （資料名）住宅系研究報告会論文集 9 

  ※農村計画委員会  建築計画委員会、建築社会システム委員会と共催  

大会研究集会 

研究集会数 3 回 

1.研究協議会：地域ガバナンスと都市デザインマネジメント－次世代のインセン 

ティブ 

  （資料名） 同上 

2.研究懇談会：環境まちづくり最前線－東日本大震災および福島原発事故後の動 

向を中心に－ 

   （資料名） 同上 

3．ＰＤ：地方都市の「駅」を中心とした市街地再生手法 

    （資料名） 同上 
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活動問題点等 

1)今年度、4小委員会の任期満了に合わせ、若手グループからの提案奨励を含め、

新設の小委員会とＷＧのテーマ公募制を導入した。公募に際し、設置目標と出版

等の成果公表計画を予め明確にした条件下での新小委員会・ＷＧの新設（2015

年度から）を行った。 

2)本委員会への予算配分方法の下、昨年度比で概ね10%の減額予算となり、活動の

質を維持するための委員会運営に苦慮したが、各小委員会の尽力のお蔭で、多彩

な活動が実施された。 

3)ストレージを利用した本委員会、幹事会等のペーパーレス化を開始し、混乱なく

委員会を運営できた。 

4)学術推進委員会における大会時の「若手優秀発表」の実施要領策定を受け、2014

年度から都市計画分野での大会発表における若手優秀発表選考の実施内規を策

定し、これを実施した。効果的な運営と平等性に配慮した実施の工夫を検討し内

規化した。当該大会での梗概発表後、セッション毎の審査結果を基に、22題に対

し若手優秀発表が決定され、証書が送られた。 

5)小委員会のホームページの内容を定期的に確認し、ＨＰを通じた活動情報公開の

充実化を進めた。 

6)東日本大震災からの復興支援ならびに防災都市計画分野の研究活動では、本委員

会に設置されている「地域防災・復興小委員会」＋「企画戦略小委員会・東日本

大震災合同調査報告書・都市計画委員会担当巻編集ＷＧ」が中心となり、学会本

部に設置されている「東日本大震災報告書編集委員会」／「災害委員会」／「巨

大災害からの回復力が強いまちづくり特別調査委員会」（2013）／「東日本大震

災における実効的復興支援の構築に関する特別調査委員会」（2014）などと密接

に連携しながら活動を継続し、学会としての復興支援、防災都市計画研究に貢献

した。 

7)大会研究協議会（H26）「地域ガバナンスと都市デザインマネジメント〜次世代の

インセンティブ〜」（参加者167名）については、企画戦略小委員会・研究協議会

企画ＷＧが中心となり、都市計画の分野融合の視点から企画、開催した。本研究

協議会は、成熟した都市における市民社会時代の都市デザインのアプローチを、

新しいインセンティブの視点から捉え直し、先進的な取り組みを基に研究討論し

たものであり、そのテーマ設定や事例報告の適時性が参加者からも高く評価さ

れ、2014年度の大会ベスト10（9位）に入る参加者数であった。当該協議会の資

料集も即完売（300部）し、学会活動を広く社会にアピールすることに貢献した。 
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2014度　都市計画本委員会組織図

持続再生景観小委員会

新しい住環境価値の創造小委員会

観光と地域プランニング小委員会

 
大学・地域デザイン小委員会

都市計画本委員会
地域再生と大学ＷＧ

サステイナブルキャンパスWG

出版ＷＧ

企画戦略小委員会

　
環境まちづくり小委員会

地域防災・復興小委員会

地域文脈デザイン小委員会

研究協議会企画運営WG
空地デザインＷＧ
出版企画WG
高齢化・人口減少に直面する市民社会時代の都市
計画
とその社会制度WG
東日本大震災合同調査報告書・都市計画委員会担

キャンパスデザインWG

土地利用問題小委員会

都市再生手法小委員会
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役職 氏名 所属

委員長 有賀 隆 早稲田大学大学院　創造理工学研究科建築学専攻

幹事 内田 奈芳美 埼玉大学　経済学部

幹事 姥浦 道生 東北大学　工学研究科都市・建築学専攻

幹事 岡本 肇 中部大学　中部高等学術研究所

幹事 坂井 文 北海道大学　大学院工学研究院　建築都市コース　都市計画研究室

幹事 野原 卓 横浜国立大学　工学研究院社会空間システム学専攻

浅野 聡 三重大学大学院工学研究科建築学専攻

浅野 純一郎 豊橋技術科学大学　建設工学系

阿部 俊彦 早稲田大学　都市・地域研究所

鵤 心治 山口大学　工学部感性デザイン工学科

上野 武 千葉大学　キャンパス整備企画室／工学部建築学科

大谷 英人 高知工科大学　システム工学群建築・都市デザイン専攻

加藤 孝明 東京大学生産技術研究所　都市基盤安全工学国際研究センター（ＩＣＵＳ）

兼田 敏之 名古屋工業大学大学院（おもひ領域）社会工学専攻

川崎 興太 福島大学　共生システム理工学類

川原 晋 首都大学東京　都市環境学部　自然・文化ツーリズムコース

木多 道宏 大阪大学　大学院工学研究科地球総合工学専攻

北原 啓司 弘前大学教育学部

木下 光 関西大学　建築学科都市設計研究室

小浦 久子 大阪大学大学院　工学研究科地球総合工学専攻

近藤 民代 神戸大学大学院　工学研究科建築学専攻

塚本 俊明 広島大学　産学・地域連携センター　地域連携部門

出口 敦 東京大学　大学院新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻

長岡 篤 日本大学　理工学部建築学科

中島 直人 慶應義塾大学　環境情報学部

野澤 康 工学院大学　建築学部まちづくり学科

樋口 秀 長岡技術科学大学　環境・建設系

松浦 健治郎 三重大学　工学部　建築学科

三島 伸雄 佐賀大学　工学系研究科

合計 29名

 

都市計画本委員会
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１．東日本大震災復旧・復興支援に向けた取り組み

【本委員会全体の取り組み】

 2013年度日本建築学会大会（北海道）都市計画部門研究協議会資料「復興のプ

ラニングⅠ ～「復興計画」から「まちの再建・再生」へ～」（参加者数１９

０名 ）を開催。建築計画委員会と連携して実施し、その企画運営、資料集の作

成を通じて関連研究や最新情報の整理、共有を進めた。

 公開シンポジウム（2013年度）「被害想定をどう読み解き，減災の取り組みに

どう活かすか」（参加者数：４４名）を開催（地域防災復興小委員会）、

同（2014年度）「『首都直下地震』：被害想定をどう読み解き、実際に起こり

得る現象をどう理解すべきか～想像力を深めるべき災害事象～」（参加者数：

１００名）を開催（地域防災復興小委員会）。

 2014年度 企画戦略小委員会の下に、「東日本大震災合同調査報告書・都市計

画委員会担当巻編集ＷＧ」を設置し、復興ならびに減災市街地設計に関する調

査・研究成果の出版へ向けた検討、作業体制を強化した。

都市計画本委員会 活動報告2013～2014

ホームページ： http://news-sv.aij.or.jp/toshi/s0/1

委員長：出口敦（2012～2013）、有賀隆（2014～）

２．高齢化・人口減少時代の都市の持続可能性へ向けた
研究促進と社会発信の取り組み

【本委員会全体の取り組み】

 2014年度日本建築学会大会（近畿）都市計画部門研究協議会資料「地域ガバナ

ンスと都市デザインマネジメント 〜次世代のインセンティブ〜」（参加者

数：１６７名、資料集：３００部【完売】）を開催。その企画運営、資料集の

作成を通じて、地域に根ざした都市デザインのマネジメント論の切り口から、

持続可能な都市空間の形成と利活用の方法論の構築へ向けた、最新の実践事例

の収集と規制緩和によらないインセンティブのあり方に関する先端的知見の整

理、共有を進めた。

 2014年度 企画戦略小委員会の下に「高齢化・人口減少に直面する市民社会時

代の都市計画とその社会制度ＷＧ」を新設し、大都市の既成市街地更新や地方

都市の中心市街地、郊外住宅地の再編に関わる調査、課題整理を進めるタスク

フォース体制を整備した。

都市計画本委員会 活動報告2013～2014

ホームページ： http://news-sv.aij.or.jp/toshi/s0/2

委員長：出口敦（2012～2013）、有賀隆（2014～）

【各小委員会の取り組み：主なものを抜粋】

 研究協議会（2013年度）「『景観法10年の検証』 -市町村景観行政の課題と展望」を開

催 （持続再生景観小委員会 ）

 PD（2013年度）「成長時代のコンテクスチャリズムから人口減少・大災害時代の地域文

脈論へ」 を開催（地域文脈デザイン小委員会 ）、（2014年度）「地方都市の「駅」を

中心とした市街地再生手法」（都市再生手法小委員会）

 研究懇談会（2014年度）「環境まちづくり最前線－東日本大震災および福島原発事故後

の動向を中心に」（環境まちづくり小委員会）

 公開シンポジウム（2014年度）「景観法10年の検証II −景観行政の課題と展望」（持続

再生景観小委員会）

 公開研究会（2014年度）「人口減少時代の住環境価値の方向を考える」（新しい住環境

価値の創造小委員会）

 景観ルックイン（2013年度「夕張市 - 持続再生可能なコンパクトシティと景観」、見学

会ならびにミニシンポジウム） の開催（持続再生景観小委員会 +土地利用問題小委員

会 ）：夕張市長が参加するシンポジウムの開催、（2014年度「阪神・淡路大震災から約

20年 神戸の景観まちづくり」の開催（持続再生景観小委員会）

都市計画本委員会 活動報告2013～2014

ホームページ： http://news-sv.aij.or.jp/toshi/s0/3

委員長：出口敦（2012～2013）、有賀隆（2014～）

３．社会要請に迅速に対応する活動体制の導入

 委員長・幹事が機動的に方針を立て、活動に反映させるための企画戦略小委員会、

ＷＧの設置

 企画戦略小委員会内に「空地デザインＷＧ」、「高齢化・人口減少に直面する市

民社会時代の都市計画とその社会制度研究ＷＧ」を新設し新分野開拓に着手した。

 本委員会主導による大会研究協議会の企画

 2014年度大会（近畿）「地域ガバナンスと都市デザインマネジメント ~次世

代のインセンティブ~ 」（企画：企画戦略小委員会）

都市計画本委員会 活動報告2013～2014年度

ホームページ： http://news-sv.aij.or.jp/toshi/s0/4

 社会要請に対応した新しい小委員会の改廃と新設

 「観光と地域プランニング小委員会」（2013年度）を新設し、政策から現場

の手法までを結びつける計画技術の体系化を目的として研究を行う。

 既存４小委員会を廃止し、新たに「空地デザイン小委員会」（ＷＧから改

組）、「選択可能な市街地環境整備とインナーコミュニティまちづくり小委

員会」など４小委員会を新設（2015年度開始）した。高齢化・人口減少社会

の都市問題へ、効果的に取り組む研究体制を強化した。

都市計画本委員会 小委員会とワーキンググループの構成（2014年度）
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４．小委員会のテーマと活動 １．活動の目的
「景観法10 年の検証-縮減・成熟時代の地域再

生・景観の技術と制度」をテーマに、景観法を中

心とした景観まちづくりのあり方を検証し、直面す

る課題と課題解決のための提案を行う。

２．委員会の組織
主査：浅野聡（三重大学）

幹事：大影佳史（名城大学）、志村秀明（芝浦工

業大学）、委員他15名

３．活動内容
◆2013年度（研究懇談会）：景観法10年の検証

–市町村景観行政の課題と展望–

◆2014年度（公開研究会）：景観法10年の検証

Ⅱ–景観行政の課題と展望-

◆「景観ルックイン」を大会会場近郊で実施。「夕

張市 〜持続可能なコンパクトシティと景観〜」

(2013年度）、「阪神・淡路大震災から約20年 神

戸の景観まちづくり」(2014年度）。

◆景観行政団体に対する調査：今後の１０年を展

望して、「景観計画に定められた事項＋景観行

政の運用状況」をインタビュー調査より把握。

① 持続再生景観小委員会

４．活動の成果と評価
景観法制定後、とかく矮小化されがちな「景観」を

俎上にあげ、多様な観点からその概念と方法の

再検討を行った。活動期間中の2014年に景観法

制定10年を迎えることを背景に、裾野の広がった

景観まちづくりに対して、景観法を中心としたまち

づくりのあり方の検証を進めている。とりわけ、地

域再生に向けた景観まちづくりの計画技術と制

度上の論点を整理し、景観行政団体へのヒアリン

グ調査等を通じて、具体的な課題の抽出を行っ

た。また、地域再生に向けた景観まちづくりの技

術と制度の新たな展開方針について分析し、公

開研究会を通して中間報告（第２回）した。

以上より、所期の目的は達せられた。

５．今後の展開
景観法10年の検証Ⅱ –景観行政の課題と展望-

に基づき、①「景観計画に定められた事項＋景

観行政の運用状況」をインタビュー調査より把握

し、景観行政の特徴・課題を明らかにした上で、

②2016年度にこれらの成果を出版予定で、今後、

調査分析を継続して進める。

6 ホームページ：http://keikansyouiinkai.jimdo.com/
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研究テーマ = 「景観法10年の検証」
・「景観法10年の検証」をテーマにして、景観法を中心とし

た景観まちづくりのあり方を検証し、直面する課題と課題

解決のための提案を行う。

・地域再生に向けた景観まちづくりの計画技術と制度上の

論点を整理し、具体的な課題の抽出を行う。

■都市計画部門――研究懇談会
■タイトル ：景観法10年の検証 –市町村景観行政の課題と展望–
■日 時 ： ９月１日（日）９:００～１２:３０
■司会 志村秀明（芝浦工業大学）
■副司会 大影佳史（名城大学）
■記録 佐藤宏亮（早稲田大学）
■1．主旨説明 浅野 聡（三重大学）
■2．主題解説
❶小樽市の景観行政と歴史的建築物 阿部宏之（小樽市）
❷羊蹄山麓における広域景観づくり 田村佳愛（北海道）
❸景観整備機構による景観まちづくりの支援

森川宏剛（京都市景観・まちづくりセンター）
❹市民・NPOによる景観法の活用 卯月盛夫（早稲田大学）
❺景観法の課題と展望 小浦久子（大阪大学）
■3．討論 コメンテーター 嘉名光市（大阪市立大学）

大野 整（（株）都市環境研究所）

活動2 北海道大会・研究懇談会

「景観法10年の検証－市町村景観行政の課題と展望」

市町村景観行政に関わる関係者（行政・景観整備・研

究者）を講師に招聘して、「景観法10年の検証」をテーマに

して討論を行った。

活動１ 第23回景観ルックイン （於：夕張市 参加者60名）

「夕張市 〜持続可能なコンパクトシティと景観〜」

炭坑都市であり財政再生団体である夕張市を対象にし

て「持続可能なコンパクトシティと景観」テーマに、行政と研

究者の参加を得て、現地見学と意見交換会を開催した。

意見交換会
司会：志村秀明（芝浦工業大学）
コメンテーター：夕張市長、夕張市民、

浅野聡（主査・三重大学）
瀬戸口剛（北海道大学）、
三宅諭（岩手大学）

岡田雅代（おかだプランニングラボ）

景観ルックイン（夕張市） 景観ルックイン（夕張市）

研究懇談会（北海道大会） 研究懇談会（北海道大会）

持続再生景観小委員会 主査：浅野聡

2013年度活動報告

研究テーマ = 「景観法10年の検証」

・「景観法10年の検証」をテーマにして、景観法を中心とし

た景観まちづくりのあり方を検証し、直面する課題と課題

解決のための提案を行う。

・地域再生に向けた景観まちづくりの計画技術と制度上の

論点を整理し、具体的な課題の抽出を行う。

活動１ 第24回景観ルックイン （於：神戸市 参加者35名）

「阪神・淡路大震災から約20年 神戸の景観まちづくり」

神戸市の旧居留地を対象にして「景観の復興」の現状と評

価をテーマに、神戸市、旧居留地連絡協議会、専門家、研

究者の参加を得て、現地見学とシンポジウムを開催した。

持続再生景観小委員会 主査：浅野聡

2014年度活動報告

ホームページ：http://keikansyouiinkai.jimdo.com/ 

活動２ 公開研究会（於：日本大学 参加者37名）

「景観法10年の検証Ⅱ –景観行政の課題と展望-」

2013年度の建築学会大会時の「研究懇談会」の延長

上に、行政（国土交通省）、実務者、研究者（土木分野）

の視点から、講師を招聘して「景観法10年の検証」を

テーマにして討論を行った。

活動３ 景観行政団体に対する調査

①目的 = 今後の１０年を展望して、論点と提言を示す

ための基礎データを得る。

②景観行政に積極的・特徴的な活動をもつ景観行政団

体を対象。景観計画策定している３６０団体（２０１３年１

月１日現在）から５０団体を選出済み。

③「景観計画に定められた事項＋景観行政の運用状

況」をインタビュー調査より把握し、景観行政の特徴・課

題を明らかにする。

④2016年度に出版予定で、現在、調査分析を継続中。

持続再生景観小委員会 主査：浅野聡

ホームページ：http://keikansyouiinkai.jimdo.com/ 

② 新しい住環境価値の創造小委員会

ホームページ：http://news-sv.aij.or.jp/toshi/s7/

４．活動の成果と評価
初年度にあたる2013 年度は、居住地としての価

値の再発見・再価値化事例の見学を通し、価値

を見いだす視点の抽出を図り、研究対象と方法

の検討、整理を進めた。住環境価値のフィールド

として、①1960-1970 年代に開発された計画的

な住宅地（ニュータウン、集合住宅団地、郊外開

発住宅地など）、②近代以前の住宅市街地（斜

面住宅地、歴史的密集市街地、旧集落など）、③

「負」の価値と扱われてきた居住地（工業地、商

業地、花街、被差別部落など）に大きく類型化で

きた。住環境価値創造のキーワードとして、「地域

コミュニティ居住」「地域ストック活用」などがあげ

られた。

５．今後の展開
新しい価値の経済指標化の可能性を示唆する住

宅経済研究者や、ライフスタイル提案を伴った不

動産物件を取り扱う不動産事業者、海外の不動

産価値指標の状況などに詳しい研究者・事業者

など、他分野の研究者を交えた委員会を２回開

催し、新しい住環境価値の創造に向けた議論を

深める。

１．活動の目的
居住地としてのまちの価値の再発見・再価値化する

ための「まちづくり手法」と「まちづくり活動」のあり方

を議論し、誰でも、どこでも可能な一般解導出のあり

方を模索する。また、この解法の導出を通して、これ

からの都市が実現すべき都市構造や土地利用のあ

り方、その実現手法・コントロール手法についての議

論をあわせて進め、次世代型の都市計画（制度）の

議論につながる示唆を得ることを目的とする。

２．委員会の組織
主査：野澤 康（工学院大学）

幹事：岡絵理子（関西大学）、桑田仁（芝浦工業大

学）、委員他１３名

３．活動内容
◆2013年度 委員会4回／見学会3回（札幌市、尾道市、

さいたま市）

◆2014年度 委員会4回／見学会2回（横浜市、神戸市）

◆公開研究会(2014年度）「住環境を価値づけるための

不動産的視点」

◆大会ＯＳ(2013年度）「新しい住環境価値の創造」、

大会ＯＳ(2014年度）「計画技術」、「空間形成と構築」
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設置⽬的：
居住地として維持するために、そのまちの価値を再発⾒・再価値化するための「まち
づくり⼿法」と「まちづくり活動」のあり⽅を議論し、⼀般解を導出する。
これからの都市が実現すべき都市構造や⼟地利⽤の在り⽅、および、その実現⼿法・
コントロール⼿法について議論し、次世代型の都市計画（制度）など、次の議論につ
ながる⽰唆を得る。
2013年度活動：
• 研究背景、⽬的の共有と展開⽅向の議論
• 「その場所にしかない」価値を⾒出す視
点の抽出（仮説構築）

• 「その場所にしかない」居住地選定事例、
まちづくり活動事例収集、視察、類型化

2014年度活動：
• 先進的な地⽅都市事例収集
• 地価に関する考え⽅の整理、地価を評価
するまちづくりのしくみ

• 以上を整理し、次年度に向けて実践事例
および研究対象地を抽出。

⽀える制度

総 論

住宅地す
べてに共
通する⼤
事なこと コミュニティ

古い価値観の
再価値化

計画的
住宅地

負の居住地の
価値化空き家

不動産価値+

集合住
宅団地

⽊造
密集

新しい住環境価値の創造小委員会 主査：野澤康

ホームページ：http://news-sv.aij.or.jp/toshi/s7/

⾒学会1；札幌
・都⼼のタウンマネ
ジメント

・郊外住宅地の再⽣
・閉校⼩学校の活⽤

⾒学会２；尾道
・空き家、空き地の活⽤

⾒学会３；埼⽟
・団地マネジメント
・ライフスタイル提案型住
宅地

公開研究会2015.2.20
⾒学会４；神⼾
・路地を活かしたまちづ
くり

・住環境整備事業その後

⽀える制度

総 論

住宅地す
べてに共
通する⼤
事なこと コミュニティ

古い価値観の
再価値化

計画的
住宅地

負の居住地の
価値化

空き家

不動産価値+
集合住
宅団地

⽊造
密集

⾒学会５；横浜・館⼭
・団地住環境の ・⾵⼟になじむ景観
ソフト的再⽣ デザイン

・⼆地域居住

新しい住環境価値の創造小委員会 主査：野澤康

ホームページ：http://news-sv.aij.or.jp/toshi/s7/
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③ 観光と地域プランニング小委員会

ホームページ：http://tourism-and-regional-planning.com/ 

４．活動の成果と評価
初年度は、都市計画、土木・交通計画、造園、農
林学など、様々なプランニング分野から観光にア
プローチしてきた先駆者の文献レビューを通し、
取り組みをアーカイブし、観光地域計画・観光ま
ちづくりに必要なプランニング思想・手法を俯瞰
した。２年目は、都市計画やまちづくりの分野が
有している計画技術に対して、観光を考慮するこ
とによる新たな計画技術の「視点」を整理した。ま
た国、自治体、観光協会等民間団体の観光政策
における主体の構造に関する調査事例の選出と
調査• 分析を行った。観光を企画する現場固有
の経験・発想を持つ専門家へのインタビュー調査
を実施した。大会ＯＳでの討論による観光と地域
プランニングの発展的関係及び展開手法などに
ついて視点の拡大、深化を図った。

５．今後の展開
観光と地域プラニングの計画教育に資する教材
としての出版企画を検討するとともに、政策提言
に向け、まちづくりの視点から観光施策を推進す
るための観光指標の検討、開発を進める。活動
成果の還元へ向けて、公開講座の開催、政策・
制度の提言を進める。

１．活動の目的
都市計画・まちづくりの発想、そこで培ってきた手
法・計画技術を、地域を舞台に取り組む様々な観光
の取り組みに根付かせる方法の研究、アウトリーチ
活動を行う。一方、観光が重要な産業であり、また、
シビックプライドを醸成する重要な方法であるとの認
識の下、都市計画・まちづくりの政策、制度、方法論
として、観光手法を取り込むための研究を行う。こう
した取り組みを持続的に進めていくための観光と都
市計画／まちづくりの関係を理解する人材の輩出の
ための教育ツールや方法、輩出した人材の活躍の
場、働く場を開拓という出口戦略を社会還元する。

２．委員会の組織
主査：川原晋（首都大学東京）

幹事：姫野由香（大分大学）、委員他11名

３．活動内容
◆2013年度 委員会5回／研究会1回、事例調
査2回
◆2014年度 委員会5回／研究会2回、事例調
査1回
◆大会ＯＳ(2014年度）「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」
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■目的

1）都市計画やまちづくりの分野の計画技術に、観光事業として培われてきた
多様な手法を融合させて、「観光まちづくり」を進めるための政策から現
場の手法までを結びつける計画技術を体系化すること

2）体系化した観光まちづくりの計画技術の社会実装に向けた提言や教育開発
を行うこと

■１年目成果：観光の構図や課題、手法を

読み解く５視点を整理

(1)地域資源の観光対象化手法

(2)環境保全と来訪者管理手法

(3)地域外とつながる手法

(4)主体の連携体制と地域資源と経済活動

の関係の解明（エコツーリズム等）

(5)観光政策と現場手法の関係性、推進主

体（DMO）のあり方（国内、国外）

■２年目成果：

刊行を目標としたテーマの絞り込み

既往図書で未開拓である、観光政策
と観光の現場の関係を中心に据えた
刊行をめざして議論中。

観光という、民間事業の比重が高
く、状況変化の早い取組み、かつ多
分野にわたる取組みに対して、観光
政策を立案し実現していく新しい形
を模索、体系的に捉えることをめざ
している。

観光と地域プランニング小委員会 主査：川原晋

ホームページ：http://tourism-and-regional-planning.com/

2014.04

-09

観光と地域プランニング小委員会設立

小委員会：5回
○関連研究資料収集
○研究計画と成果の検討

研究会：1回

○講師招聘
○最新の研究動向収集

科学研究費応募

事例調査：2回

○産業観光まちづくり事例：東京都大田区
○観光政策と地域の主体関連携事例：大分県別府市

科学研究費（基盤B）獲得

小委員会：5回
研究会：2回

○研究計画と成果の検討
○教材や刊行計画
○講師招聘
○最新の研究動向収集
○研究・執筆分担検討

2014大会神戸
OSの開催運営

事例調査：1回

○エコツーリズム事例：

三重県鳥羽市

-11

ホームページの開設と更新

2013.04

2014.01
-03

2015.01

-03

■事例調査の様子

■研究会活動の枠組み（初期段階）

３．活動内容（2013〜2014年）

•大会OS２回、シンポジウム２回（毎年）開催

• ISCN(International Sustainable Campus Network)との連携強化

•サステイナブルキャンパス評価システム構築

•サステイナブルキャンパス推進協議会(CAS-Net

JAPAN）設立･運営支援

•科研費による継続研究（基盤B,C）

•文科省大学施設整備施策への助言・協力

４．活動の成果と評価
上記に示す通り、成果を達成した。とりわけ小委員会

＋３WGとの運営体制で、同時並行的に複数のテー

マに基づく調査・検討と研究成果の発信を行った。

◆科研費により活動経費の獲得や多数の論文発表

などにより、研究成果の蓄積や発信が進んだ。

◆海外とのネットワークづくりが大きく進展した。

１．活動の目的
持続可能な都市や地域を形成するために，以下の事

項を明らかにする。

① 大学キャンパスや大学が有する物的・非物的資源

を活かした地域再生方策

② 都市の縮図としての大学キャンパスの新たな時代

を見据えた創造的再生手法

③ 新たな都市・地域デザイン手法に展開する方法論

２．小委員会の組織
主査：上野武（千葉大）

幹事：鶴崎直樹（九大）、斎尾直子（東工大）、委

員他14名。

◆WGは以下３つを設置。

①サステイナブルキャンパスWG：SC-WG

SCを構築するためにその枠組みと評価手法の検討、

ならびに国内外のSCネットワーク構築を行う。

② 地域再生と大学WG：RU-WG

地域・大学連携の内容、空間スケール等の包括的分

析による、大学キャンパスの新たな役割

③キャンパスデザインWG：CD-WG

一団の土地としての大学キャンパス空間を対象とする、

アーバンデザインの視点からの分析

５．今後の展開
3WGの体制強化を行い、さらに発展的に活動を促

進するとともに、４年間の活動を取りまとめた書籍の

出版計画を立案し、年度内の出版を目指すととも

にシンポジウムの企画・実施を行なう。

④ 大学・地域デザイン小委員会

ホームページ：http://news-sv.aij.or.jp/toshi/s1/campus/home.html

拡大小委員会を開催し都市計画委員会内外に活動成果報告
⇒2015〜 大会PD・OS実施、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催、成果出版準備

20142014

20132013

大会OS：6報

ISCN@ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ第17回情報交流
シンポ（@札幌:60人）

文科省
大学施設系職員研修

講師派遣(３回)

（関連成果）（関連成果）活動内容活動内容

小委員会・WGの成果共有と課題、展開方法の確認（７回開催）

小委員会・WGの成果共有と課題、展開方法の確認（６回開催）

国際ネットワークでの成果発信＠ISCN

科研費（基盤Ｃ）
大学・地域のサスティナ
ブルな発展のための
キャンパスの移転・撤退
の総合評価 （2012‐14）

文科省
総合的施設マネジメント
検討会委員派遣(２名)

科研費（基盤Ｂ）
持続可能な地域の実現
に貢献するサステイナブ
ル・キャンパスモデル構
築に関する研究 （2011‐
13）

小委員会
SC‐WG RU‐WG CD‐WG

第18回情報交流
シンポ（@大阪:58人）

大会OS：14報

全国自治体
アンケート262

連携事例調査
・立命館APU

・福岡ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ

・まちﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ大阪
AASHE@ﾅｯｼｭﾋﾞﾙ

SC評価ｼｽﾃﾑ
検討

マスタープラン
デザインガイド

収集

国内大学

基礎図作成20

CAS-Net JAPAN
設立支援

ISCN@ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ

AASHE@ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ

SC評価ｼｽﾃﾑ

構築

文科省
大学施設系職員研修

講師派遣(２回)

CAS-Net JAPAN
SC評価システム試行

運営支援

全国自治体
アンケート559

連携事例調査
・日本福祉大

・千葉地域再生
ﾘｻｰﾁ

文科省大学施設整備施策への助言

キ パ 空間構

討

• キャンパス空間構
成関連調査

• キャンパス空間の
整備課題検討

• キャンパス空間構
成 の 計 画 手 法 検
討

大学・地域デザイン小委員会 主査：上野武

ホームページ：http://news-sv.aij.or.jp/toshi/s1/campus/home.html

１．活動の目的
リバーススプロール（地理的社会的諸指標から把
握される、実態としての都市範囲の無秩序な縮
小）現象の実態の解明からスタートし、この問題
に対する各自治体の計画評価や運用面を含め
た制度評価を主な研究目的とする。

２．委員会の組織
主査：浅野純一郎（豊橋技術科学大学）
幹事：松川寿也（長岡技術科学大学）、委員他13
名

３．活動内容
◆2013年度：委員会３回、研究会２回、見学会１
回
◆2014年度：委員会4回、研究会２回、見学会２
回
◆リバーススプロールの全国ベル調査(2013年
度）
◆大会ＯＳ(2013年度）：「コンパクトな市街地形成
のための技術：中心市街地の跡地利用」、「同：
土地利用」、「同：住宅と公共施設の再編」
大会ＯＳ(2014年度）：「住宅地の空洞化」、「土地
利用のコストと空間把握」、「農地の土地利用」、
「都市再生と公共交通」

⑤ 土地利用問題小委員会

ホームページ：http://urban.nagaokaut.ac.jp/~plan/tochimondaisyouinkai/tochimain.html

◆国内シンポジウム(2014年度）「人口減少時代
の郊外居住を考える」と題し東海支部と共催で開
催した。
◆国際シンポジウム(2014年度）「Challenges For
Shrinking Cities」と題し、英国、独国から研究者
を招き開催した。

４．活動の成果と評価
市街化調整区域での土地利用コントロール手法
の他、市街化区域内農地や空家の問題につい
て、実務者との意見交換を行った。また土地利用
制度を活用した都市縮退の先進事例や、人口減
少下での土地利用コントロール手法のあり方に
ついて、実務者との意見交換を行った。これらを
通して、地方都市における市街化区域内農地の
あり方について実務者と意見交換し、リバースス
プロール問題を農業政策も踏まえて包括的に検
討していく必要性を認識した。小委員会活動の
経過および各委員からの提言をＨＰにとりまとめ
た。以上から活動計画はおおむね達成された。

５．今後の展開
2015年度大会での研究懇談会の開催、2016年
度大会でのPD開催と研究とりまとめ及び出版企
画を行う。

18
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① 現地見学会及び行政職員との意見交換会

■松本市+安曇野市：平成26年6月27～28日

■明石市：平成26年9月11日

土地利用制度を活用した都市縮退の先進事例や、
人口減少下での土地利用コントロール手法のあり
方について、実務者との意見交換を行った。

参加者：委員会関係者８名、両市都市計画担当職員16名

参加者：委員会関係者６名、自由応募６名、市都市計画担当職員、地元JA及び農業者

地方都市における市街化区域内農地のあり方について
実務者と意見交換し、リバーススプロール問題を農業政
策も踏まえて包括的に検討していく必要性を認識した。

活動報告URL→http://urban.nagaokaut.ac.jp/~plan/tochimondaisyouinkai/20140627-28houkoku.pdf

■浜松市+静岡市：平成25年12月6～7日
参加者：委員会関係者９名、両市都市計画担当職員十数名

市街化調整区域での土地利用コントロール手法の他、市街化区域内
農地や空家の問題について、実務者との意見交換を行った。

活動報告URL→http://urban.nagaokaut.ac.jp/~plan/tochimondaisyouinkai/土地利用問題小委員会現地視察会報告.pdf

土地利用問題小委員会 主査：浅野純一郎

ホームページ：http://urban.nagaokaut.ac.jp/~plan/tochimondaisyouinkai/tochimain.html

② 大会でのオーガナイズドセッション

活動報告URL
→http://urban.nagaokaut.ac.jp/~plan/tochimondaisyouinkai/2014os.pdf

③ 国内シンポジウムの開催

④ 国際シンポジウムの開催

「人口減少時代の郊外居住を考える」と題し、東海支部との共催
で同シンポジウムを開催した。（平成27年２月23日 名城大学）

活動報告URL
→http://urban.nagaokaut.ac.jp/~plan/tochimondaisyouinkai/domesinpo.pdf

英国、独国から研究者を招き、土地利用問題小委員会主催に
よる同シンポジウム（Challenges For Shrinking Cities）を開催
した。（平成27年３月５日 建築会館）

都市再生手法小委員会との共催で
本OSを開催した

平成25年度大会 北海道大学13題
平成26年度大会 神戸大学９題

土地利用問題小委員会 主査：浅野純一郎

ホームページ：http://urban.nagaokaut.ac.jp/~plan/tochimondaisyouinkai/tochimain.html

１．活動の目的
地方都市の成長・衰退要因と密接な関係にある
地域産業に着目して、コンパクトな都市構造の形
成と中心市街地の都市再生手法に関する知見を
提示することを目的とする。

２．委員会の組織
主査：鵤心治（山口大）
幹事：樋口秀（長岡技科大）、委員他11名

３．活動内容
2013年度の主な活動
◆委員会（3回）、全国大規模跡地調査
◆大会OS：「コンパクトな市街地形成のための技
術：中心市街地の跡地利用」、「同：土地利用」、
「同：住宅と公共施設の再編」

2014年度の主な活動
◆委員会（3回）、全国大規模跡地調査
◆大会PD:「地方都市の「駅」を中心とした市街地
再生手法」
◆大会OS：「住宅地の空洞化」、「土地利用のコ
ストと空間把握」、「農地の土地利用」、「都市再
生と公共交通」

⑥ 都市再生手法小委員会

ホームページ：http://www.urban.kde.yamaguchi-u.ac.jp/UrbanRegeneration/index.htm

４．活動の成果と評価
地域産業基盤の跡地または一定規模以上の大規
模敷地に関する全国アンケート調査を行い、地方
都市の傾向と計画課題を整理した。中心市街地内
の大規模空閑地に関する調査対象を全国の委員
によってブロック単位でデータ収集し、それを基に
カルテとして作成した。これらの成果を基に、大会
(2014年度）でＰＤ「地方都市の「駅」を中心とした
市街地再生手法」(2014)、（資料集230部完売、参
加者数160人）を開催し、研究成果の公表と発展
的な議論を進めてきた。以上より、当該年度の活
動計画は達成できたと評価する。

５．今後の展開
次年度より、「地方都市再生手法小委員会」が新
設され、そこで都市機能が集積する城趾周辺地区
の実態分析及び先進的な都市づくりを行っている
事例研究を通して、中心市街地のあり方及び再生
手法の提言を行って行く予定である。これまでの
成果を基に、地方都市中心市街地内の大規模跡
地を活用した都市再生手法、特に、駅を中心とし
た都市再生手法について著述し、 「（仮題）人口
減少下の地方都市における都市再生手法と地域
まちづくり」として出版する予定である。

21

・地方都市の成長・衰退要因と密接な関係にある地域産業に着目して、コンパクト
な都市構造の形成と中心市街地の都市再生に関する知見を得ることを目標とし
て、全国の地方都市において、産業構造の転換や景気低迷によって生じた地域
産業基盤の跡地を対象として、事業手法や事業プロセス等、その活用手法を調査
し、コンパクトなまちづくりを実現していく上での大規模跡地の活用方策を体系化
することを試みる。

主査：鵤心治(山口大) 幹事：樋口秀（長岡技科大），小林剛士（山口大学）

・委員：野嶋慎二,浅野純一郎，内田晃，内田奈芳美,石村壽浩, 長聡子,石丸希，

小林敏樹，高澤由美

① 委員会の目標

② 委員会の組織 （2014年度）

・2014年度の主な活動

1)大会PD

2)大会OS（11編）

3)全国大規模跡地調査

・2013年度の主な活動

1)大会OS（25編）

2)委員会（3回）

3)全国大規模跡地調査

都市再生手法小委員会 主査：鵤心治

ホームページ：http://www.urban.kde.yamaguchi-u.ac.jp/UrbanRegeneration/index.htm

・駅と市役所整備による再生 -長岡市-（長岡技科大：樋口秀委員）
・駅と大規模跡地、美観地区を繋ぐ再生 -倉敷市- （倉敷市：高木治氏）
・駅舎と市街地再開発事業による再生 -岐阜市-（森ビル都市企画：山本和彦氏）
・駅舎と駅前広場整備による再生 -姫路市-（明治大学：小林正美氏）
・駅周辺の連鎖型公共施設整備事業による再生 -敦賀市-（福井大学：野嶋慎二委員）
・駅を中心とした市街地再生施策の概要（国土交通省：鈴木徹氏）

③ 活動内容 １ （大会PD） 神戸大学 平成25年9月13日

司会：浅野純一郎委員 副司会：長聡子委員 聴講者：106名

都市再生手法小委員会 主査：鵤心治

ホームページ：http://www.urban.kde.yamaguchi-u.ac.jp/UrbanRegeneration/index.htm

活動の評価：全国の地方都市における市街地内大規模跡地の活用事例を収集し、その活用手
法を大会OSで報告・討論するとともに、大会PDでは、特に駅に着目した市街地再生手法に関す

る討論を提言として取りまとめるなど、地方都市における都市再生手法に関する具体的な方策・
知見を取りまとめ、当初の計画を達成した。

③ 活動内容 ２ （大会OS）

④ 活動の評価と今後の展開

・今後の展開：2015年 事例調査報告，大会OS開催

2014大会OS （神戸大 9/14）

(住宅地の空洞化）
（土地利用コストと空間管理）
（農地の土地利用）
（都市再生と公共交通） 計11編

2013大会OS （北海道大 8/30-31）

コンパクトな市街地形成のための技術
(1)～(7) 計25編

※OSは土地利用問題小委員会と連携して開催

都市再生手法小委員会 主査：鵤心治

ホームページ：http://www.urban.kde.yamaguchi-u.ac.jp/UrbanRegeneration/index.htm
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１．活動の目的
南海トラフ巨大地震の被害想定など「最大クラス」
の自然災害への都市計画としての対応方法につ
いて議論を行い，一定の共通認識を形成する。
東日本大震災の復興の現状をより俯瞰的，客観
的にレビューし，次の災害への備えの教訓を引き
出す。事前復興，復興準備の概念整理，及び方
法論について議論を行い，行政、地域住民など
幅広い関係主体間の共通認識の形成を行う。

２．委員会の組織
主査：加藤孝明
幹事：市古太郎（首都大学東京）、越山健治（関
西大学）、牧紀男（京都大学）、委員他11名

３．活動内容
2013年度
◆委員会4回、公開研究会を開催し、被災地の
復興，及び南海トラフの被害想定地域での減災・
防災の動きを共有
◆公開シンポジウム（2013年度）「被害想定をどう
読み解き，減災の取り組みにどう活かすか」（参
加者数：４４名）を開催

⑦ 地域防災・復興小委員会

2014年度
◆公開シンポジウム（2014年度）「『首都直下地
震』：被害想定をどう読み解き、実際に起こり得る
現象をどう理解すべきか～想像力を深めるべき
災害事象～」（参加者数：１００名）を開催（地域防
災復興小委員会）を開催

４．活動の成果と評価
最大クラスの自然災害による被害想定の定着と、
それに対応する防災都市計画の計画論のあり方
を検討し、提示した。また被害想定技術の不完全
性の存在の確認と理解を進め，それを社会へ伝
えるコミュニケーション技術のあり方を議論した。
また首都直下地震で描ききれていない災害現象
の可能性、被害様相の示唆を行い、今後の大都
市域の防災都市計画におけるフェールセーフの
高め方の方向性を議論、整理し、多様な主体の
備えや、災害発生時の行動の多様性を前提とし
た空間的ソリューションの方向性を提示した。

５．今後の展開
次年度から「都市防災システムWG」を新設し、地
域ベースの防災まちづくり、復興準備などのあり
方に関する精緻な実証を蓄積する。本活動成果
を基に「世界の復興事例」の出版準備を進める。

ホームページ：http://news-sv.aij.or.jp/toshi/s5/bosai.htm25

活動目的と計画
• 設置目的：

– 内閣府の南海トラフ巨大地震の被害想定にみるような「最大クラス」の災害に対
する都市計画としての対応方法について議論を行い，一定の共通認識を形成

– 東日本大震災の復興の現状をより俯瞰的，客観的にレビューし，次の災害への
備えの教訓を引き出す．

– 事前復興，復興準備の概念整理，及び，方法論について議論を行い，一定の
共通認識を形成する

• メンバー構成：
– 都市計画系＋構造系の布陣

• 構造系から岡田成幸（北大）が委員として参加．

– 40代・30代中心の布陣

• 他委員会との連携
– 東日本大震災報告書編集委員会，災害委員会，巨大災害からの回復力が強いまちづくり

特別調査委員会（2013），東日本大震災における実効的復興支援の構築に関する特別調
査委員会（2014）との活動連携・支援

• 活動概要
– シンポジウム：2回（2015.5 at 会議室，2015.1 at 建築会館ホール）

• 活動の特徴：
– 分野横断（計画＋構造，防災関連分野）を志向し，縦割り横断的な議論を行う．

地域防災・復興小委員会 主査：加藤孝明

ホームページ：http://news-sv.aij.or.jp/toshi/s5/bosai.htm

2013‐2014年度活動
• 2013年活動

– 2013年度前半:活動方針と情報共有，【非公式打ち合わせ＋小委員会】

– 2013年度後半：連続シンポジウムの全体企画，第1回シンポジウムの準備 【非公式打ち合わせ,小委員会】

• 2014年度活動
– ◆2014年5月：第1回シンポジウムの開催 【小委員会開催】

– ～ 2014年10月：第2回シンポジウムの準備 【非公式打ち合わせ，小委員会】

– ～ 2014年12月：次年度以降の活動方針,新たなテーマ（強靭化,国土計画）について議論【非公式打合せ】

– ◆2015年1月：第2回シンポジウムの開催
次年度以降の関係委員会との連携について議論【小委員会開催】

災害委員会

地域防災復興小委員会

東日本大震災報告書編集委
員会

企画戦略小委員会
東日本大震災報告書WG

東日本大震災における実効的復興支援の構築に関する
特別調査委員会（2014－）

巨大災害からの回復力が強いまちづくり特別調査委員会
（2013）

活動連携・支援

活動連携・支援
委員兼任

委員兼任

地域防災・復興小委員会 主査：加藤孝明

ホームページ：http://news-sv.aij.or.jp/toshi/s5/bosai.htm

2013‐2014年度主要な活動成果
• 第1回シンポジウム

– 「被害想定をどう読み解き，減災の取り組みにどう活かすか」

– 日時：2014年5月23日（金）13：30～17：00分／場所：建築会館会議室

– 参加者：44名

– 主要な論点
• 最大クラスの被害想定の定着とそれに対応する防災都市計画の計画論のあり方

• 被害想定技術の不完全性の存在の確認と理解，それを社会へ伝えるコミュニケーション技術のあり方

– 分野横断性：
• 災害情報分野の大手新聞社の編集委員をパネリストとして招聘．

• 第2回シンポジウム
– 『首都直下地震』：被害想定をどう読み解き、実際に起こり得る現象をどう理解すべきか～想像力を深め

るべき災害事象～

– 日時：2015年1月28日（水）13：30～17：00／場所：建築会館ホール

– 参加者：約100名

– 主要な論点

• 首都直下地震の地震被害想定の正しい理解の促進

• 首都直下地震で描ききれていない災害現象の可能性，被害様相の示唆

• 今後の大都市域の防災都市計画におけるフェールセーフの高め方の方向性

• 企業を含む多様な主体の備え，行動の多様性を前提とした空間的ソリューションの方向性

– 分野横断性：

• 内閣府防災担当前参事官，ライフラインを専門とする土木学会員，企業防災の専門家（民間企業）をパネリ
ストとして招聘

地域防災・復興小委員会 主査：加藤孝明

ホームページ：http://news-sv.aij.or.jp/toshi/s5/bosai.htm

１．活動の目的
地域文脈に関する理論構築を基に、「地域文脈」
を「変化する地域環境の過去を意味のある事物・
出来事の連鎖として解釈することによって生まれ
てくる創造の方法」を、都市計画の基礎的な方法
として学会内で提起し、かつそれを出版というか
たちで広く世に問うことを目的とする。

２．委員会の組織
主査：木多道宏（大阪大学）
幹事：土田寛（東京電機大学）、中島直人（慶応
義塾大学）、委員他13名、出版WG他9名

３．活動内容
2013年度
◆小委員会＋出版WG を3回開催
◆大会(2013)PD「成長時代のコンテクスチャリズ
ムから人口減少・大災害時代の地域文脈論へ」
を開催。地域文脈（継承）とは何か、新しい計画
の方向性など課題を整理した。
2014年度
◆小委員会＋出版WG を6回開催
◆「地域文脈デザイン 連鎖するまちの過去・現
在・未来」 （鹿島出版会）出版へ向けた取りまと
め。

⑧ 地域文脈デザイン小委員会

ホームページ：http://www.area-context.com/ 

４．活動の成果と評価
60 年･70 年代の開発に対するアンチテーゼとして
論じられてきたコンテクスチャリズムと、現代に取り
上げるべき地域文脈（論）との違いを明確にし、執
筆のための枠組みを再構築した。特に、人口減少
社会や大災害の時代における地域文脈（継承）と
は何か、新しい計画のスキームの方向性など、新
たな課題を整理した。この新たな枠組みに基づき、
執筆を開始した。初年度までの成果をウェブサイト
にアップし、広く公開した。小委員会・WGを開催し、
長時間にわたる議論を積み上げて、近代・前現代
に提唱されてきた「コンテクスチャリズム」を越える
ための論点や仮説を得ることができた。この論点と
仮説を大会研究集会にて提示し、これに対する意
見や反響を得ることができた。以上を、出版物へ
反映すべく、構成・内容を再構築した。

５．今後の展開
次年度、「創造的地域文脈小委員会」が新設され、
引き続き、本活動成果に基づく執筆原稿の全体構
成、各分担内容について再点検をかける。特に、
新たな地域文脈（論）と編集の枠組みについて、
熟成とブラッシュアップを行い、2015年春に執筆を
完了し、出版社に出稿する予定である。
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１）地域文脈形成･計画史小委員会（2009～2012年度）による成果を展開させて、「地域

文脈」を「変化する地域環境の過去を意味のある事物・出来事の連鎖として解釈する

ことによって生まれてくる創造の方法」を、都市計画の基礎的な方法として提起する。

２）集中的な議論と大会シンポジウムにより、理論の枠組みを再構築し、最新の成果の執

筆と出版を行う。

【設置目的】

【組織】 委員：木多道宏（主査）、土田 寛（幹事）、中島直人（幹事）、青井哲人、岡絵理子、

黒田泰介、篠沢健太、清野 隆、田中 傑、中野茂夫、松山 恵

出版WG：土田 寛（主査）、阿部大輔、稲地秀介、宇杉和夫、鵜飼 修、岡部明子、

川島智生、平田隆行、安田 孝、山口秀文

【2013年度の活動】 小委員会＋出版WG を3回開催（7/21､11/15､3/1）

１）大会パネルディスカッションの開催

「成長時代のコンテクスチャリズムから人口減少・大災害時代の地域文脈論へ」

２）１）の企画と議論で得た知見に基づく書籍の内容と構成の見直し

１）執筆作業、章構成・内容の調整、出版社との調整

２）次年度以降の方向性（小委員会の廃止と創造的地域文脈小委員会への統合）

【2014年度の活動】 小委員会＋出版WG を6回開催（8/23､8/28､9/21､1/12､2/11､3/10）

地域文脈デザイン小委員会 主査：木多道宏

ホームページ：http://www.area-context.com/
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近代における「地域文脈」論に連なる知的運動を第一波、第二波として総括し、今日の新たな展開

を第三波として位置づける。

◆第一波：産業革命、都市改造を批判的にとらえ、変化や多様性を求め19世紀後半の

「中世主義」。例えば、モニュメント修復事業、歴史的積層の読解方法の獲得、都市へ

の介入方法の批判的検討など。

◆第二波：近代資本主義、近代主義に対する1950-70年代の文脈主義（Contexturalism）。

例えば、 C･ロウ、C･アレグザンダーなどの理論と運動による影響や、アーバンデザイン

／デザイン･サーヴェイなど。

◆第三波：グローバル資本主義、ネオリベラリズム、災害による反復的な破壊と再生、

人口減少による都市・地域の縮退などに直面した、1990年以降の知的運動の展開。

第一波から第三波への移行を普遍・革新と地域・継承との往還関係ととらえ、考え方や技術の系譜

について、都市計画、農村計画、建築･都市史、ランドスケープの分野を超えて再整理し、新たな「読

解」と「定着」のデザインについて論じる。

出版：「地域文脈デザイン 連鎖するまちの過去・現在・未来」 鹿島出版会

◆第一部 地域文脈論の系譜

◆第二部 読解のデザイン 総論＋カタログ（11事例）

◆第三部 定着のデザイン 総論＋カタログ（10事例）

【章の構成】

地域文脈デザイン小委員会 主査：木多道宏

ホームページ：http://www.area-context.com/

１．活動の目的
都市計画にかかわる環境政策・制度の整理・分
析を行うとともに、土地利用政策、交通政策、エ
ネルギー政策などを含めた総合的な観点から、
環境モデル都市、東日本大震災の被災地、沖縄
県の基地跡地をはじめ、環境まちづくりの実態と
課題を把握する。環境未来都市や環境共生型都
市計画のあり方などについて探求・提言を行う。

２．委員会の組織
主査：川崎興太（福島大学）
幹事：大和田清隆（（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ）、小野尋子（琉球大学）、委員他11名

３．活動内容
◆委員会開催4回(2013年度）、大会OS(2013年
度）：「環境まちづくりの現状と展望」を開催。
◆委員会開催3回(2014年度）、大会研究懇談会
(2014年度）：「環境まちづくり最前線-東日本大震
災および福島原発事故後の動向を中心に-」、大
会ＯＳ(2014年度）：「環境とまちづくり」、「都市環
境」、「震災復興」を開催。
◆公開シンポジウム(2014年度）：「環境まちづくり
最前線－現在の到達点と今後の展望－」を開催。

⑨ 環境まちづくり小委員会

ホームページ：http://www.area-context.com/ 

４．活動の成果と評価
環境未来都市、東日本大震災の被災地、沖縄県
の基地跡地をはじめ、全国各地の環境まちづくり
に関する事例を収集し、その実態と問題点に関
する情報の交換・共有化を行うことができた。千
葉県山武市を対象として現地調査・ヒアリング調
査を実施し、環境まちづくりの実態や課題につい
て具体的に把握することができた。公開シンポジ
ウムでは、東日本大震災および福島原発事故の
被災地での環境まちづくりにかかわる最新の動
向とともに、全国各地の環境まちづくりにかかわる
さまざまな最新の動向について報告・討論した。
以上から、目標を十分に達成することができたと
考えられる。

５．今後の展開
次年度、「環境都市計画WG」を新設し、そこで土
地利用政策、交通政策、エネルギー政策などを
含む総合的な観点から、環境都市計画の実態と
課題を把握することを通じて、都市計画関連法制
度の再構築に資する知見を得て、日本各地にお
ける環境都市計画を促進するための知見を得る
取り組みを進める。またこれまでの活動成を基に、
出版物の刊行企画準備を進める。
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主査：川﨑興太（福島⼤学）
幹事：⼤和⽥清隆（オリエンタルコンサルタンツ）、⼩野

尋⼦（琉球⼤学）
委員：安藤尚⼀（政策研究⼤学院⼤学）、池⽥孝之
（沖縄美ら島財団）、郭東潤（千葉⼤学）、加藤宏
承（オリエンタルコンサルタンツ）、斎藤伊久太郎
（千葉⼤学）、斎藤充弘（福島⼯業⾼等専⾨学校）、
⽥中宏実（藤⼥⼦⼤学）、辻本乃理⼦（⼤阪健康
福祉短期⼤学）、藤本典嗣（福島⼤学）

環境まちづくり小委員会 活動報告

１ ⼩委員会の⽬的
都市計画にかかわる環境政策・
制度の整理・分析を⾏うとともに、
総合的な観点から、全国各地にお
ける環境まちづくりの実態と課題を
把握し、環境未来都市や環境共
⽣型都市計画のあり⽅などについ
ての探求・提⾔を⾏うこと

２ 委員構成

３ 2013年度の活動
１．全国各地の環境まちづくりに関する事例を収集し、その実態
と問題点に関する情報の交換・共有化を⾏った。
２．学会全国⼤会において、オーガナイズドセッションを実施し、除
染や再⽣可能エネルギーなどに関して、議論を深めた。
３．千葉県⼭武市で現地調査・ヒアリング調査を実施し、環境ま
ちづくりの実態や課題について具体的に把握した。 ⼭武市バイオマス体験棟で

説明を受ける委員

環境まちづくり小委員会 主査：川﨑興太

ホームページ：http://www.area-context.com/ ホームページ：http://www.area-context.com/

環境まちづくり小委員会 主査：川﨑興太

４ 2014年度の活動
１．学会全国⼤会において、研究懇談会を実施し、東⽇本⼤震災
および福島原発事故後における環境まちづくりについて議論することを
通じて、環境まちづくりの実態と課題、今後のあり⽅に関する知⾒を深
めることができた。

●タイトル：環境まちづくり最前線－東⽇本⼤震災
および福島原発事故後の動向を中⼼に－

●⽇時：9⽉12⽇（⾦） 13時30分〜17時00分
●参加者数：約100名

２．学会全国⼤会において、オーガナイズドセッションを実施し、環境
教育、除染、再⽣可能エネルギーなどに関して、議論を深めることがで
きた。

３．公開シンポジウムを実施し、東⽇本⼤震災および福島原発事故
の被災地での環境まちづくりに加え、全国各地の環境まちづくりにかかわ
る最新の動向について報告・討論することを通じて、現在の環境まちづ
くりの到達点を確認し、今後のそのあり⽅を展望することができた。

●タイトル：環境まちづくり最前線
－現在の到達点と今後の展望－

●⽇時：11⽉7⽇（⾦） 13時30分〜17時00分
●参加者数：約40名

研究懇談会の様⼦

公開シンポジウムの様⼦

１．小委員会の目的（都市計画分野の企画・運営・支援）

 新規研究テーマの戦略的な開拓、社会ニーズに応答する活動支援・連携研究の企画

 研究成果の体系化・情報公開、情報交流、及び出版・講習会等による普及・広報活動

 各小委員会およびワーキンググループにおける研究活動成果の体系化

２．小委員会の組織・WGなど（2014年度）
主査＋幹事５名＋メンバー５名

 （2014年度）研究協議会企画運営WG（主査：野原 卓）

 出版企画WG（主査：有賀隆）

 高齢化・人口減少に直面する市民社会時代の都市計画とその社会制度ＷＧ

 （主査：有賀隆）

 空地デザインWG（主査：遠藤新）

 東日本大震災合同調査報告書・都市計画委員会担当巻編集ＷＧ

 （主査：加藤孝明）

企画戦略小委員会 主査：出口敦（2012～2013）、有賀隆（2014～）

３．小委員会の活動内容

１）都市計画委員会所属の各小委員会及び個々のWGの横断的

研究テーマの推進

 2013年度より、研究協議会については、企画戦略小委員会を核に横断的研究テー

マに関するものとして検討している。

 2013年度研究協議会企画運営WGを組織し、研究集会の企画・準備、運営を推進。

「復興のプランニングⅠ 「復興計画」から「まちの再建・再生」へ」

⇒建築計画委員会（復興のプラニングⅡ）と連続的に実施。

 2014年度研究協議会企画運営WGを組織し、

「地域ガバナンスと都市デザインマネジメント

~次世代のインセンティブ~」

 2015年度研究協議会の内容について、2014年度研究協議会での意見、その後の

議論を基に、企画検討に着手している。

企画戦略小委員会 主査：出口敦（2012～2013）、有賀隆（2014～）
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2013年度都市計画部門研究協議会

「復興のプランニングⅠ

「復興計画」から「まちの再建・再生」へ 」 参加者：190人

・ 「地域に立脚した都市計画」の立場から被災地での継続的復興プロセス、

および、事前復興の一助となる取り組みを考える必要性

・再建・再生フェーズでのあるべきプランニング像とその実現手段

⇒資料集270部頒布（ほぼ完売）

：各自治体の復興計画に関する事例集（市町村別復興状況カルテ）添付

【挨拶】布野修司（滋賀県立大学）

【主旨説明】出口敦（東京大学）

【主題解説】

①復興プランニング批判 －都市計画の構造的課題 五十嵐敬喜（法政大学）

②釜石市における復興の現段階と課題 遠藤 新(工学院大学)

③石巻市における復興の現段階と課題 姥浦道生(東北大学)

④各地の復興状況から見えてくる共通課題とこれからの復興法制 佐々木晶二（内閣府）

【コメンテータ】菊地成朋（九州大学）、重村力（神奈川大学） 、出口 敦（前掲）

企画戦略小委員会 主査：出口敦（2012～2013）、有賀隆（2014～）

2014年度都市計画部門研究協議会

「地域ガバナンスと都市デザインマネジメント
~次世代のインセンティブ~ 」 参加者：167人

・ローカルの単位の中で、過度に消費されない価値をつくることが、結果として

「新しい共」を創出することにつながる

・「敷地」の都市計画から、「空間・場」を創りだす都市計画

・大きな市場では不利となる条件の潜在的価値を掘り出す、魅力のための都市計画

⇒インセンティブというより、ブーストやフォローアップとなるあり方

・ミクロ(地域)レベルと大きな最適解との調整（ベクトルの共有）の必要性

【挨拶・主旨説明】有賀隆（早稲田大学）、野原 卓（横浜国立大学）

【主題解説】

①都市デザインマネジメントの潮流と課題 出口 敦（東京大学）

②地方自治と都市デザインマネジメントのこれまでとこれから ～横浜市の事例

桂 有生(横浜市)

③「らしさ」を創りだす地域ガバナンス 竹沢えり子(銀座街づくり会議)

④都市空間の使いこなしが生み出す環境価値 忽那裕樹（E-DESIGN）

⑤リノベーションによる地域価値の醸成 松村秀一(東京大学)

【コメンテータ】小浦久子（大阪大学）、中井検裕（東京工業大学）、有賀隆（前掲）

企画戦略小委員会 主査：出口敦（2012～2013）、有賀隆（2014～）

2014年度都市計画部門研究協議会

「地域ガバナンスと都市デザインマネジメント

~次世代のインセンティブ~ 」 参加者：167人

・研究協議会資料集の作成・頒布

（都市デザインマネジメント事例集付）：300部【完売】

企画戦略小委員会 主査：出口敦（2012～2013）、有賀隆（2014～）

３．活動内容（つづき）

２）タスクフォース型WGによる実践及び研究成果の公開

 「空地デザインWG」（2013-2014年度）の実施 ⇒ 2015年度より小委員会に新設

 「高齢化・人口減少に直面する市民社会時代の都市計画とその社会制度ＷＧ」

⇒2015年度研究協議会に向けた企画検討、小委員会新設へ向けた検討開始

３）成果の公表・公開に向けてのWGの運営出版企画WG
 出版企画WG（2013-14年度）

⇒地域文脈デザイン小委員会の成果の出版に向けた支援

 東日本大震災合同調査報告書・都市計画委員会担当巻編集ＷＧ （2013-14年度）

企画戦略小委員会 主査：出口敦（2012～2013）、有賀隆（2014～）

都市計画本委員会 活動報告2013～2014

ホームページ： http://news-sv.aij.or.jp/toshi/s0/

５．小委員会活動の活性化に向けた取り組み

2013年度

 小委員会の自己点検シートの活用・相互評価への反映。自己点検評価と連

動した予算配分

 拡大幹事会（年2～3回）の開催による各小委員会間の活動の共有化

 小委員会メンバーの新陳代謝、若手の登用などを進めるルールの導入

2014年度

 小委員会一斉改廃・新設に合わせた小委員会・ＷＧのテーマ公募制の活用

と、若手グループからの提案の奨励・呼びかけ強化

 小委員会の到達点と成果の明確化（社会貢献へのタスクフォース型を指

向）

 小委員会ホームページの充実化のための定期的点検と継続的な改善

41
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2013 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

（2014 年 3 月 日作成） 

委員会名 建築教育委員会 委員長名：石川 孝重 

運営委員会数  

小委員会数 2 

WG 数 14 

予算総額  760,000 円 

刊行物 
 

 

 
 

講習会 
講習会数 0 回 

 

催し物 

催し物数  4 回 

1． 第 1回見学会「群馬県桐生市桐生新町伝統的建造物群保存地区および周辺 

の建築の見学会」                                  参加者数  12 名 
2．第 44 回工業高校建築教育研修会                 参加者数  24 名 
  （資料名）   同上    
3．第 2 回見学会「世界遺産高野山の歴史的建造物の見学」   参加者数  25 名 
4．第 13 回建築教育シンポジウム「建築教育の多様性－建築体操」 

参加者数  25 名 

大会研究集会 

研究集会数   1 回 

1．研究懇談会：建てない時代の建築教育 
   （資料名）  同上 

主な活動 
問題点等 

 

当該年度は、大会において研究懇談会「建てない時代の建築教育」

を開催し、参加者数は約 70 名と盛会になった。定例の工業高校建築教育研修会

による研修会を２回実施し、工業高校の建築関係教員にとって有意義な会になっ

た。さらに工業高校の教育内容および教科書に関する調査研究が行われており、

その成果は建築教育シンポジウムで報告された。 
 また第 13 回 建築教育シンポジウムを開催した。本シンポジウムでは、午前

の第１部では教育委員会における各小委員会・WG の活動状況について報告が行

われた。午後からの第２部では『けんちく体操』をテーマとして、本会教育賞受

賞者の mosaki 田中元子氏、大西正紀氏を招聘し招待講演を行った。また第３部

では建築教育に関する応募論文の講演会として計４件の研究報告がなされた。会

場からも活発な討論が行われた。 
 傘下の多くの WG ではさまざまな活動が行われているが、特に書籍出版の企画

が進んでおり、2014 年４月出版社より出版予定である。各 WG での審議は行わ

れているが、各 WG が頻繁に、かつ成果を着実に上げられるようサポートしてい

くことが小委員会の課題であり、かつ本委員会の課題である。今年度の課題とし

ては、引き続き建築教育シンポジウムの活性化に取り組む計画である。 
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2014 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

（2015 年 3 月 10 日作成） 

委員会名 建築教育委員会 委員長名：石川 孝重 

運営委員会数  

小委員会数 2 

WG 数 14 

予算総額  785,000 円 

刊行物 
 

刊行点数 1 点 

まち建築 まちを生かす 36 のモノづくりコトづくり 

講習会 
講習会数 0 回 

 

催し物 

催し物数  2 回 

1．第 45 回工業高校建築教育研修会                  参加者数  38 名 
  （資料名）   同上    
 
2． 第 14 回建築教育シンポジウム『まち建築：まちを生かす 36 のモノづくり 

コトづくり』                                        参加者数  25 名 

大会研究集会 

研究集会数   1 回 

1．大学・企業における BIM への取り組みと教育の現状 
   （資料なし） 

主な活動 
問題点等 

 

当該年度は、日本建築学会大会（近畿大会） 建築教育部門 研究懇談会「大

学・企業における BIM への取り組みと教育の現状」を、神戸大学にて開催した。

BIM に取り組んできている大学および企業等から、現状に至るまでの取り組み

過程、成果および社内教育について発表し、大学建築教育全般および建築設計教

育への要望等を中心に討論がなされた。また、2013 年 BIM 教育調査 WG で取

り組んだ企業の BIM 現状および社内 BIM 教育等へのアンケート調査の概略

も発表した。来場者数も多く、活況であった。 
 また第 14 回 建築教育シンポジウムを開催した。本シンポジウムでは、午前

の第１部では教育委員会における各小委員会・WG の活動状況について報告が行

われた。午後からの第２部では上記刊行物のとりまとめを行った伊藤香織主査の

講演が行われた。また第３部では建築教育に関する応募論文の講演会として計４

件の研究報告がなされた。会場からも活発な討論が行われた。 
 傘下の多くの WG ではさまざまな活動が行われているが、書籍出版の形で成果

をあげることができた。各 WG が頻繁に、かつ成果を着実に上げられるようサポ

ートしていくことが本委員会の課題である。来年度の課題としては、引き続き建

築教育シンポジウムの活性化に取り組む計画である。 
 

14



市民協働のデザインWG

住教育ＷＧ

ＢＩＭ教育調査ＷＧ

教育の社会性検討WG

フィールドワーク・スタディ・
カリキュラム検討WG

構造教育検討WG

環境設備教育ＷＧ

建築計画系WG

材料施工教育検討WG

建築教育将来計画小委員会 建築マネジメント教育ＷＧ

2014年度　建築教育委員会組織図

建築教育本委員会 建築教育シンポジウムWG

工業高校建築教育WG

進路調査ＷＧ

建築教育基本構想小委員会 都市計画ＷＧ

15



役職 氏名 所属

委員長 石川 孝重 日本女子大学　住居学科

幹事 長澤 夏子 早稲田大学　理工学術院理工学研究所

幹事 平田 京子 日本女子大学　家政学部住居学科

幹事 元岡 展久 お茶の水女子大学　人間文化創成科学研究科

阿部 浩和 大阪大学　サイバーメディアセンター

衣袋 洋一 芝浦工業大学

伊藤 香織 東京理科大学　理工学部建築学科

伊藤 俊介 東京電機大学　情報環境学部　情報環境学科

浦江 真人 東洋大学　理工学部建築学科

岡田 章 日本大学　理工学部建築学科

小林 正美 明治大学　理工学部建築学科

斉藤 理 山口県立大学　国際文化学部文化創造学科

須永 修通 首都大学東京　都市環境科学研究科　建築学専攻

妹尾 理子 香川大学　教育学部

田中 和夫 東京都立田無工業高等学校　建築科

田村 雅紀 工学院大学　建築学部建築学科

富樫 豊

                                                         合計 17名

建築教育本委員会
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建築教育委員会 活動概況
（2013～2014年度）

主査名：2013～2014年度 石川 孝重

傘下の小委員会・WG一覧：2014年度
● 直属ＷＧ－－建築教育シンポジウムＷＧ 主 査 阿部 浩和 （大阪大学）

－－工業高校建築教育ＷＧ 主 査 田中 和夫 （東京都立田無工業高等学校）
－－進路調査ＷＧ 主 査 長澤 夏子 （早稲田大学）

●建築教育基本構想小委員会 主 査 元岡 展久 （お茶の水女子大学）
－－都市計画ＷＧ 主 査 小林 正美 （明治大学）
－－構造教育検討ＷＧ 主 査 岡田 章 （日本大学）
－－環境設備教育ＷＧ 主 査 須永 修通 （首都大学東京）
－－建築計画系ＷＧ 主 査 伊藤 俊介 （東京電機大学）
－－材料施工教育検討ＷＧ 主 査 田村 雅紀 （工学院大学）

●建築教育将来計画小委員会 主 査 平田 京子 （日本女子大学）
－－建築マネジメント教育ＷＧ 主 査 浦江 真人 （東洋大学）
－－市民協働のデザインＷＧ 主 査 伊藤 香織 （東京理科大学）
－－住教育ＷＧ 主 査 妹尾 理子 （香川大学）
－－ＢＩＭ教育調査ＷＧ 主 査 衣袋 洋一 （芝浦工業大学）
－－アウトリーチＷＧ 主 査 三輪 律江 （横浜市立大学）
－－教育の社会性検討ＷＧ 主査 富樫 豊（NPO地域における知識の結い）

－－フィールドワーク・スタディ・カリキュラムＷＧ 主査 斉藤 理（山口県立大学）

２０１３年度大会
建築教育部門

／研究協議会

「建てない時代の

建築教育」
●コミュニティデザインのための職能と教育

西村浩（建築家 ／ ワークヴィジョンズ代表）

●改修・リノベーションのための職能と教育

青木茂（首都大学東京特任教授 ／ 株式会
社青木茂建築工房主宰）

●不動産マネジメントと建築教育

林厚見（株式会社スピーク／東京R 不動産
2013年8月30日

多くの参加者があり、盛況であった

建築教育フォーラム

• 2013年11月30日開催

• 教育研究論文、各WGの活動報告

• 招待講演 「 建築教育と多様性 」

• チームけんちく体操

• 大西正紀先生（編集者／mosaki）

• 田中元子先生（ライター／mosaki）

第13回建築教育シンポジウム

（建築会館）

２０１4年度大会
建築教育部門／研究懇談会

「大学・企業における BIM への取り組みと教育の
現状」

BIM に取り組んできている大学 および企業等から、現状に至るまでの取り組

み過程、成果および社内教育について発表、大学建築教育全般および建築
設計教育への要望等を中心に討論がなされた。BIM 教育調査 WG で取り組ん
だ企業の BIM 現状・ BIM 教育等へのアンケート調査の概略を発表した。

（1）BIM の現状と社内教育 その 1 

（2）BIM の現状と社内教育 その 2 

（3） BIM の現状と社内教育 その 3 

（4） BIM 教育の現状 綱川隆司(前田建設) 福士正洋(大林組) 村松弘

治(安井建築設計事務所) 衣袋洋一(前掲) 

（5） BIM 社内教育等のアンケート調査概略 澤田英行(前掲) 

建築教育フォーラム

• 2014年11月29日開催

• 教育研究論文、各WGの活動報告

• 招待講演 「まちを生かす36 のモノづ
くりコトづくり」

• 伊藤香織先生（東京理科大学）

第14回建築教育シンポジウム

（建築会館）

工業高校建築教育ＷＧ
２年間の主な活動：

①建築教育に関する調査研究

「建築系学科を設置する高校における進路に関するアンケート調査」を実施

→２０１４年に実施した「第４５回 工業高校建築教育研修会」ならびに

「第１４回 建築教育シンポジウム」で概要を報告の上、論文を投稿

②全国の高等学校教員を対象とした研修の実施

主に高等学校で、建築教育を担当している教員を対象とした研修を実施（写真）

今後予定している主な活動：
①新学習指導要領を踏まえ、示された「評価の観点」

＝｢関心･意欲･態度｣｢思考･判断･表現｣｢技能｣及び
｢知識･理解｣に基づく｢確かな学力｣を育むための、
高等学校建築教育の研究・提案

②他校種との連携を視野に入れたカリキュラムの検討

③調査結果の報告・発表
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材料施工教育検討ＷＧ

主な活動内容(2013～2014)

1)材料施工教育の役割と人材育成に関するアンケート調査
2)材料施工教育カリキュラム・モデル（大学，企業）
3)材料施工に関わる素材マップの作成
4)材料実験を通じた体験的理解のための実験事例紹介
5)材料施工の人材サステインの評価（専門資格の指標化）
6)材料施工のプロフェッショナル講演（退官教員など）
7)材料施工に関わる共同現場調査および技術研修

関東支部 材料施工専門研究委員会・人材サステイン検討WGと連携

ｾﾒﾝﾄ工場 鉄筋
圧接研修

市民協働のデザインWG
研究成果書籍出版・出版記念シンポ

まち建築会議 2014.5.23
@3331 Arts Chiyoda

まち建築――まちを生かす 36 のモノづくりコトづくり
(日本建築学会編)

進路調査WG

2003年より継続して「全国建築系大学・大学院卒

業生の進路調査」を行なってきた。社会動向に
あった建築教育のありかたを探る目的である。

日本建築学会技術報告集にて発表
「建築系大学卒業生の進路調査の経年分析」 Vol.20, No.44, pp.393-398

1998〜2009と建設投資が下がっても
卒業生人数は概ね一定数を維持。

進路調査WG
９年分のデータの分析

・「建築とその関連業種」が85%

・経年での変動は景気の影響を受ける

・男女別、最終進路の別、教育の系の
別で業種割合が異なることが明らかに。

課題：

新築よりもリフォームなどの業種や職種
が増えている実態は、定量的にはわか
らなかったが、企業HP調査から業務分
野の変化からはその一端が伺えた。

・業種不明

・他業種

・その他
建築関連

・工務店

・不動産
デベロッパ

・インテリア
・官公庁

・専門工事

・材料機器

・住宅メーカ

・コンサル

・設計事務所

・ゼネコン
サブコン

・研究教育
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（委員会活動報告会用） 

2013 年度 委員会活動成果報告 
 

（2014 年 3 月 7 日作成） 

委員会名 海洋建築委員会 委員長名：濱本卓司 

運営委員会数 0 

小委員会数 5 

WG 数 0 

予算総額 647,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数  0 点 

 

講習会 

講習会数  0 点 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数  0 点 

 

大会研究集会 

研究集会数  1 回 

１．（名称）「対津波への減災を考える」 
  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

１．一昨年度より継続して進めている「海洋建築計画・設計指針」の原稿作成に

関しては、海洋建築計画・設計指針刊行小委員会において、14 回の会合を

もち、詳細な全原稿のチェックを行い、次年度刊行、講習会開催を予定して

いる。 
２．今年度大会研究協議会「対津波への減災を考える」は，昨年度の「東海・東

南海・南海三連動地震と津波への備え」に続き、学会内でも関心の高い津波

防災をテーマに実施した。用意した資料 190 部は大会初日の午前中に完売し

好評であった。 
３．次年度大会の細分類に新たに「津波」を加えることにより、他の委員会と交

流できる場の創出を試みた。 
４．次年度大会研究協議会は出版間近い「海洋建築計画・設計指針」をテーマに

企画することにより、当委員会の活動を他の委員会に理解していただけるよ

う努めた。  

19



（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 11 日作成） 

委員会名 海洋建築委員会 委員長名：遠藤 龍司 

運営委員会数 0 

小委員会数 5 

WG 数 0 

予算総額 582,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は除く）

刊行点数   1 点 

１．『海洋建築の計画・設計指針』 

講習会 

講習会数   1 回 

１．講習会「海洋建築の計画・設計指針」        参加者数 84 名

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 

*能力開発支援事業委員会承認

企画 

催し物数  0 回 

 

大会研究集会 

研究集会数 1 回 

１．研究協議会「海洋建築計画・設計指針の策定に向けて」 
  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

１．2011 年度より継続して進めてきた『海洋建築の計画・設計指針』が刊行

の運びとなった。本指針の講習会を 2 月 16 日に開催した。 
２．本年度大会研究協議会「海洋建築計画・設計指針の策定に向けて」にお

いて、『海洋建築の計画・設計指針』の概要をあらかじめ報告し、会員各

位から広く意見聴取を行った。 
３．これまで行ってきた津波減災への取り組みを継続することにより、海洋

建築委員会としての独自の発信方法を検討している。 
４．次年度大会研究協議会は刊行された『海洋建築の計画・設計指針』の具

体例として、我が国および海外の海洋建築を紹介し、当委員会の活動を

他の委員会に理解していただけるよう努める。 
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2014年度海洋建築委員会　組織図

海洋建築本委員会 　海洋建築フィールド小委員会

　海洋建築デザイン小委員会

　海洋建築エンジニアリング小委員会

　海洋建築イノベーション小委員会

　海洋建築計画・設計指針刊行小委員会
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海洋建築本委員会 

役職 氏名     所属 

委員長 遠藤 龍司 職業能力開発総合大学校能力開発院建築専攻 

幹事 居駒 知樹 日本大学理工学部海洋建築工学科 

幹事 川上 善嗣 広島工業大学工学部建築工学科 

幹事 関 洋之  (株)梓設計 

幹事 藤田 謙一 千代田化工建設(株) 

幹事 増田 光一 日本大学理工学部海洋建築工学科 

 惠藤 浩朗 日本大学理工学部海洋建築工学科 

 岡田 智秀 日本大学理工学部社会交通工学科 

 川西 利昌 日本大学理工学部海洋建築工学科 

 黒木 正郎 (株)日本設計 

 畔柳 昭雄 日本大学理工学部海洋建築工学科 

 後藤 剛史 GT 建築工房 

 小林 昭男 日本大学理工学部海洋建築工学科 

 近藤 一夫 広島大学大学院工学研究科社会環境システム専攻 

 桜井 慎一 日本大学理工学部海洋建築工学科 

 佐々木 仁 オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド 

 三溝 裕之 日本工営(株) 

 新宮 清志 日本大学名誉教授 

 登坂 宣好 東京電機大学未来科学部建築学科 

 中西 三和 日本大学理工学部海洋建築工学科 

 野口 憲一 近代建築保存技術研究室 

 濱本 卓司 東京都市大学工学部建築学科 

 福住 忠裕  

 堀田 健治 日本大学理工学部海洋建築工学科 

 松井 徹哉 名古屋産業科学研究所研究部 

 矢代 晴実 防衛大学校建設環境工学科 

 横内 憲久 日本大学理工学部まちづくり工学科 

 

合計 27 名 
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2013年度～2014年度
調査研究関係委員会活動報告会

海洋建築委員会
研究活動報告

２０１5年３月２5日

海洋建築委員会 委員長

遠藤 龍司

□2013年度海洋建築委員会の構成

本委員会(27名) 委員長：濱本卓司 幹事：遠藤龍司，藤田謙一，川上善嗣

海洋建築設計指針刊行小委員会
主査 松井徹哉 幹事 各主査

・海洋建築フィールド小委員会
主査 桜井慎一 (幹事 近藤典夫)

・海洋建築デザイン小委員会
主査 関 洋之 (惠藤浩朗)

・海洋建築エンジニアリング小委員会
主査 中西三和 (川上善嗣)

・海洋建築イノベーション小委員会
主査 藤田謙一 (居駒知樹)

□海洋建築委員会における研究等の変遷

○1975 海洋委員会創設
固定式海洋建築指針／浮遊式海洋建築指針

海洋建築計画指針／海洋建築環境指針

海洋建築用語事典 等

— task force 方式 (委員会統一テーマ)—
①2000～2004 都市機能補完型海洋建築
②2005～2006 アダプティブ海洋建築

○2007 海洋建築委員会
③2007～2009 海洋建築アーカイブス

④2010～2012 海洋建築物設計改定指針作成
2011～ 東日本大震災による津波被害調査

および津波防災・減災への取り組み

□活動報告① 201３年度

（１）改定指針「海洋建築の計画・設計指針」の
最終原稿案作成

海洋委員会がこれまでに出版した設計指針を見直し，
改定指針の最終原稿案を作成。
・海洋建築物構造設計指針（固定式）

・同解説（1985）
・海洋建築物構造設計指針（浮遊式）

・同解説（1990）
・海洋建築計画指針 （1988）

（２）大会研究協議会
「対津波への減災を考える」

（３） 津波被害調査報告

□活動報告① 201３年度
第3回調査 6/16~6/19

第2回調査 6/1~6/3

第4回調査 7/22~7/24

第1回調査 5/13~5/15

第5回調査 9/2~9/4

日本建築学会「東日本大震災における
建築物の津波被害」に関する報告会予告」
2011.12.06

久慈

宮古

気仙沼

南三陸

石巻

閖上

山元

女川

釜石

陸前高田
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RC造の被害

転倒９０度（大槌） 洗掘

転倒１８０度（陸前高田） 内部破壊

S造の被害

ホテル（田老）

オフィスビル（釜石）

木造の被害

上部構造流出 （気仙沼） 基礎構造残留（野田）

避難場所

釜石東中学校 中浜小学校の避難場所大川小学校

陸前高田市民体育館 津波避難ビル（釜石）姉吉津波記念碑

避難路

高台避難（小鯖） 高台避難（唐丹）

避難階段（小本）避難ブリッジ（越喜来）

□活動報告① 201３年度

（4）「東日本大震災合同調査報告」
の原稿執筆

1章 津波被害
2章 建築構造物の津波被害
3章 津波による居住地域の浸水及び

地形変化と今後の対策
4章 津波遡上に伴う建築物周辺の流況と津波波圧
5章 津波漂流物の建築物被害に及ぼす影響
6章 津波被災地のハザードマップと避難行動の実態
7章 津波避難施設の現状と今後の課題
8章 津波避難ビルの構造設計法
9章 津波による海域環境の変化
10章 災害時における浮体の利活用
11章 建築物の対津波戦略
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□201４年度海洋建築委員会の構成

本委員会(27名) 委員長：遠藤龍司 幹事：藤田謙一，川上善嗣，関 洋之，

増田光一，居駒知樹

海洋建築設計指針刊行小委員会
主査 松井徹哉 幹事 各主査

・海洋建築フィールド小委員会
主査 桜井慎一 (幹事 近藤典夫)

・海洋建築デザイン小委員会
主査 関 洋之 (惠藤浩朗)

・海洋建築エンジニアリング小委員会
主査 中西三和 (川上善嗣)

・海洋建築イノベーション小委員会
主査 藤田謙一 (居駒知樹)

□活動報告② 201４年度

（１）刊行

□活動報告② 201４年度

（２）大会研究協議会
「海洋建築計画・設計指針の策定に向けて」

（３）講習会「海洋建築の計画・設計指針」
開催日時：2015年2月16日（月）
参加者数：84名

今後の展開

（１）「海洋建築の計画・設計指針」に基づく
海洋建築物の設計例の作成

（２）小委員会の構成
1) 海洋建築企画小委員会
2) 海洋建築計画小委員会
3) 海洋建築設計小委員会

（３）他学会との連携
海洋工学シンポジウム(海洋建築委員会セッション)

津波遡上 さらに津波遡上 さらにさらに津波遡上

浮上式
ペントハウス

襲来前 襲来後

海を利用する建築，
海を利用した津波防災を考える

フローティングシェルターの具現化のための小委員会
・津波建築システム小委員会
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（委員会活動報告会用） 

2013 年度 委員会活動成果報告 
 

（2014 年 3 月 5 日作成） 

委員会名 災害委員会 委員長名：壁谷澤寿海 

運営委員会数 0 

小委員会数 0 

WG 数 4 

予算総額 1,809,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数      0 点 

 

講習会 
講習会数      0 回 

 

催し物 

催し物数       3 回 

1. 第 18 回震災対策技術展（横浜）関連シンポジウム 
 「未来に残る建築－災害を乗り越えて」 
   2/6：パシフィコ横浜・アネックスホール、参加者 63 名 
 
2．支部企画①（中国支部）シンポジウム「中国地方の地域特性をふまえた防災

対策活動の現状」11/22：メルパルク広島（広島市）、参加者 50 名 
 
3．支部企画②（九州支部）災害フォーラム「斜面市街地の自然災害と都市・建

築の備え」11/8：長崎市市民生活プラザホール（長崎市）、参加者 30 名 

大会研究集会 
研究集会数     0 回 

 

主な活動 
問題点等 

・市民向け地震防災対策に関する支部企画の募集・採用 
・ホームページ（災害 Wiki）からの情報発信 
  2013 年 4 月 13 日淡路島付近の地震に関する情報（4/27） 
  2013 年 4 月 16 日イラン南東部の地震に関する情報（04/16） 
  2013 年 4 月 20 日中国四川省の地震に関する情報（4/20） 
  2013 年 7 月 22 日中国甘粛省の地震に関する情報（7/24） 
  2013 年 7 月 2 日インドネシア・スマトラ島アチェ州の地震に関する情報（8/6）
  2013 年 9 月 2 日埼玉県越谷市・千葉県野田市等の竜巻被害（9/3） 
  2013 年 9 月 24 日パキスタンの地震（9/25） 
  2013 年 10 月 15 日フィリピン中部の地震（10/16） 
  2014 年 2 月 8 日から 16 日にかけての大雪による被害（2014/2/28） 
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（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（２０１５ 年 ３月１３日作成） 

委員会名 災害委員会 委員長名：壁谷澤 寿海 

運営委員会数 ０ 

小委員会数 ０ 

WG 数 ３ 

予算総額      ５５２，０００ 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数      １点 

１．『2012 年 5 月 6 日に北関東で発生した一連の竜巻による突風被害の記録』 
  （2014.4） 

講習会 
講習会数      ０回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数      ３回 

１．第 19 回震災対策技術展（横浜）関連シンポジウム 
 「東日本大震災のあの被害はどう解決されたのか－液状化・高層ビル・天井落

下・帰宅困難者」 
  2/5：パシフィコ横浜・アネックスホール（横浜）、参加者 167 名 
２．支部企画①（北海道支部）防災ワンデー「釧路防災講演会 2015－厳冬期の避

難を考える」1/11：アクア・ベール（釧路）、参加者 250 名 
３．支部企画②（東北支部）災害に強いまちづくりシンポジウム「被災地からの

発信」10/28：せんだいメディアテーク、参加者 70 名 

大会研究集会 

研究集会数    １ 回 

１．緊急報告会「2013 年フィリピン地震・台風建築物被害調査および 2014 年大

雪被害調査報告会」9/13、神戸大学、参加者 62 名 
  （資料名）同名 

主な活動 
問題点等 

・市民向け地震防災対策に関する支部企画の募集・採用 
・ホームページ（災害 Wiki）からの情報発信 
  2014 年 4 月 1 日チリ北部沿岸の地震（4/2） 
  2014 年 8 月 3 日中国雲南省の地震に関する情報（8/4） 

2014 年 8 月 20 日広島市北部の土砂災害に関する情報（8/25） 
  2014 年 8 月 24 日サンフランシスコの地震に関する情報（8/25） 
  2014 年 11 月 22 日長野県北部の地震に関する情報（12/13） 
 
 本年度は幸い、国内では大きな災害が発生せず、災害調査団の派遣はなかった。

また、国外においても調査団を派遣することはなかった。そこで災害委員会では、

災害委員会運営規程、日本建築学会の地震災害調査活動指針の改定に向けて議論

を重ねた。 
 現状の問題点としては、災害発生時の情報共有ツールである災害 Wiki の運用

が、実質、機器を含めて特定の委員のボランティアに依存していることであり、

都心で巨大災害が発生した場合の冗長性に疑問がある点である。今後、改善が望

まれる。 
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2014 年度 災害委員会組織構成 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

常置の委員構成 

委員長，幹 事（４名），WG 主査（４名） 

本委員会委員 

支部選出委員 

北海道支部 東北支部 関東支部 東海支部 北陸支部 

近畿支部 中国支部 四国支部 九州支部  

構造委員会選出委員 

応用力学運営委員会 荷重運営委員会 基礎構造運営委員会 

木質構造運営委員会 鋼構造運営委員会 RC 構造運営委員会 

PC 構造運営委員会 壁構造運営委員会 シェル・空間構造運営委員会 

仮設構造運営委員会 振動運営委員会 鋼コンクリート合成構造運営委員会

原子力建築運営委員会   

学術推進委員会選出委員 

材料施工委員会 建築歴史・意匠委員会 防火委員会 建築法制委員会

環境工学委員会 建築社会システム委員会 建築教育委員会 都市計画委員会

建築計画委員会 農村計画委員会 海洋建築委員会 地球環境委員会

情報システム技術委員会  

 

災害本委員会 インターネット WG  

市民講座 WG 

災害マニュアル（強風災害）WG 
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氏　名 所　属 出身支部・委員会

委員長 壁谷澤寿海 東京大学地震研究所

幹事 川瀬　博 京都大学防災研究所

幹事 河野　進 東京工業大学

幹事 楠　浩一 横浜国立大学

幹事 腰原幹雄 東京大学生産技術研究所

前田潤滋 九州大学 茨城県突風被害調査ＷＧ主査

斉藤大樹 豊橋技術科学大学 市民講座ＷＧ主査

丸山　敬 京都大学 災害マニュアル（強風災害）ＷＧ主査

三辻和弥 山形大学 インターネットＷＧ主査

戸松　誠 北海道立総合研究機構 北海道支部

小林　淳 秋田県立大学 東北支部

松本由香 横浜国立大学 関東支部

森　保宏 名古屋大学 東海支部

井上圭一 福井大学 北陸支部

西山峰広 京都大学 近畿支部

三浦弘之 広島大学 中国支部

甲斐芳郎 高知工科大学 四国支部

高山峯夫 福岡大学 九州支部

清家　剛 東京大学 材料施工委員会

伊藤拓海 東京理科大学 応用力学運営委員会

神田　亮 日本大学 荷重運営委員会

金子　治 戸田建設 基礎構造運営委員会

槌本敬大 建築研究所 木質構造運営委員会

宇佐美徹 竹中工務店技術研究所 鋼構造運営委員会

北山和宏 首都大学東京 鉄筋コンクリート構造運営委員会

増田安彦 大林組 プレストレストコンクリート構造運営委員会

山田　哲 東京工業大学 鋼コンクリート合成構造運営委員会

岡田　章 日本大学 シェル・空間構造運営委員会

鹿嶋俊英 建築研究所 振動運営委員会

松永茂実 戸田建設㈱ 仮設構造運営委員会

黒木正幸 大分大学 壁式構造運営委員会

前田匡樹 東北大学 原子力建築運営委員会

大橋竜太 東京家政学院大学 建築歴史・意匠委員会

西野智研 神戸大学 防火委員会

阪田弘一 京都工芸繊維大学 建築社会システム委員会

鍵屋浩司 建築研究所 環境工学委員会

杉山義孝 日本建築設備・昇降機センター 建築法制委員会

長澤夏子 早稲田大学 建築教育委員会

市古太郎 首都大学東京 都市計画委員会

土屋伸一 明野設備研究所 建築計画委員会

佐藤栄治 宇都宮大学 農村計画委員会

増田光一 日本大学 海洋建築委員会

瀧澤重志 京都大学 情報システム技術委員会

藤田正則 山口大学 地球環境委員会

2014年度　災害委員会　委員名簿
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災害委員会活動報告

20１3～20１4年度

2015年3月25日

調査研究関係委員会活動報告会

災害委員会 委員長 壁谷澤 寿海

1

地震・風・水害などに関し，

調査，研究，発表及び建議などを行い，

建築に関する学術・技術・芸術の

進歩発達に寄与する

災害委員会の目的

（運営規定 第2条）

2

1. 災害及び抑制に関する調査，研究

2. 国内外の災害時における調査団の派遣情報収集
などの推進と調整

3. 災害に関する報告書の編集

4. 前項１～３に関する成果の普及

5. 委託研究

6. 内外の関連委員会，学協会，官公庁など
関連機関との連絡調整

7. 理事会からの付託事項

8. その他目的達成に必要なこと

災害委員会の事業

（運営規程 第3条）

3

災害委員会の組織構成

本委員会

インターネットWG  

市民講座WG  

マニュアル（風水害）WG  

マニュアル（復興）WG  

災害調査WG

災害発生ごとに随時

幹事会委員長

4

災害委員会の委員構成

北海道，東北，関東，東海，北陸，近畿，中国，四国，
九州

構造委員会選出委員
応用力学，荷重，基礎構造，木質構造，鋼構造，壁構造，
ＲＣ構造，ＰＣ構造，シェル・空間構造，仮設構造，
振動，鋼コンクリート合成構造

学術推進委員会選出委員
材料施工，建築歴史・意匠，防火，建築社会システム，
環境工学，建築法制，建築教育，都市計画，建築計画，
農村計画，海洋建築，地球環境，文教施設，情報システ
ム技術

委員長，幹 事（４名），WG主査（2名）
支部選出委員

5

定常予算

年間予算： 552,000円（2014）

→本委員会・各ＷＧ開催（ほぼすべて旅費）

市民向け地震防災対策に関する支部企画予算

年間予算： 500,000円

報告書作成費

災害調査報告書作成（刊行物作成費より）

災害委員会の予算

6
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2013年度-2014年度活動

• 2013年度は災害委員会の出番はほとんどなかった
が，それでも日本では竜巻や大雪の気象被害，フィリ
ピンでは大規模な台風と地震被害があったことから，
これらの被害調査結果については2014年の学会大会
で緊急報告会が企画された。委員会活動はアンケー
ト調査のみで，個別に被害調査に出かけられた先生
方に後日ご報告をお願いした。

• 2014年：御嶽山噴火，長野県北部地震（→⒖年度）

• 災害委員会運営規程、日本建築学会の地震災害
調査活動指針の2015改定に向けて議論中。

7

市民講座WGによる企画

２０１３年
「未来に残る建築－災害を乗り越えて－」

２０１４年
東日本大震災のあの被害はどう解決されたのか
－液状化・高層ビル・天井落下・帰宅困難者－

「震災対策技術展」関連講演会
場所：横浜パシフィコ 時期２月上旬

斎藤大樹ＷＧ主査（豊橋技術科学大学）

8

東日本大震災合同調査報告編集委員会

委 員 長 和田 章（東京工業大学名誉教授、日本建築学会）
副委員長 川島一彦（東京工業大学名誉教授、日本地震工学会）
委 員 日下部治（茨城工業高等専門学校校長、地盤工学会）
委 員 末岡 徹（大成建設(株)技術センター技師長、地盤工学会）
委 員 岸田隆夫（地盤工学会専務理事、地盤工学会、2013年1月10日～）
委 員 阪田憲次（岡山大学名誉教授、土木学会）
委 員 佐藤慎司（東京大学教授、土木学会）
委 員 白鳥正樹（横浜国立大学名誉教授、日本機械学会）
委 員 中井検裕（東京工業大学教授、日本都市計画学会、2014年10月9日～）
委 員 中村いずみ（防災科学技術研究所主任研究員、日本機械学会）
委 員 長谷見雄二（早稲田大学教授、日本建築学会）
委 員 壁谷澤寿海（東京大学地震研究所教授、日本建築学会、2013年4月1日～）
委 員 平石久廣（明治大学教授、日本建築学会、～2013年3月31日）
委 員 平野光将（元東京都市大学特認教授、日本原子力学会）
委 員 田所敬一（名古屋大学准教授、日本地震学会）
委 員 岩田知孝（京都大学防災研究所教授、日本地震学会）
委 員 若松加寿江（関東学院大学教授、日本地震工学会）
委 員 本田利器（東京大学教授、日本地震工学会）
委 員 高田毅士（東京大学教授、日本地震工学会）
委 員 後藤春彦（早稲田大学教授、日本都市計画学会、～2014年10月9日）
委 員 竹内直文（(株)日建設計顧問、日本都市計画学会）

（学会名アイウエオ順）

9

東日本大震災合同調査報告書（建築）編集委員会

委 員 長 長谷見雄二
副委員長 壁谷澤寿海
幹 事 加藤 孝明

腰原 幹雄
前田 匡樹

（村尾 修）
調査研究委員会
材料施工 （清家 剛）
構 造 前田 匡樹

（緑川 光正）
各編担当幹事 北山 和宏 【RC】

大迫 一徳 【PC】
田中 照久 【SCCS】
時田 伸二 【壁式】
寺田 岳彦 【S】
竹内 徹 【シェル】
槌本 敬大 【木造】
金子 治 【基礎】

都市計画 加藤 孝明
（村尾 修）

建築計画 森 傑
農村計画 後藤隆太郎
建築歴史・意匠 大橋 竜太
環境工学 村上 公哉
建築社会システム 堤 洋樹
建築法制 米野 史健
建築教育 （石川 孝重）
情報システム技術 瀧澤 重志
海洋建築 中西 三和
防 火 北後 明彦
災 害 壁谷澤寿海

腰原 幹雄
地球環境 （三浦 秀一）
共通編1  川瀬 博

久田 嘉章
共通編2  増田 光一
共通編3  中井 正一
原子力編 瀧口 克己

10

建築編１ 鉄筋コンクリ－ト造建築物(15.4)
建築編２ プレストレストコンクリート造建築物

／鉄骨鉄筋コンクリート造建築物
／壁式構造・組積造(15.1)

建築編３ 鉄骨造建築物／シェル・空間構造(14.9)
建築編４ 木造建築物／歴史的建造物の被害(15.4)
建築編５ 建築基礎構造／津波の特性と被害(15.2)
建築編６ 非構造部材／建築施工(15‐)
建築編７ 火災／情報システム技術(15‐)
建築編８ 建築設備・建築環境(15‐)
建築編９ 社会システム／集落計画(15‐)
建築編10 建築計画(16‐)
建築編11 建築法制／都市計画(16‐)

総集編 資料編（共通）

東日本大震災合同調査報告 (建築編)

11
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2013 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 

（2014 年 3 月 14 日作成） 

委員会名 農村計画委員会 委員長名：岡田知子

運営委員会数 0 

小委員会数 6 

WG 数 2 

予算総額 1,173,000 円 

刊行物
（シンポジウム資料等は除く）

刊行点数 0 点 

講習会
講習会数 0 回 

催し物

催し物数 5 回（うち 1 件共同開催） 

１．研究会「むらを住み継ぐカタチ#02：徳島県三好市 －地域の多様な住み継ぎ方を

考える」 参加者数 25 名

２．2013 年度農村計画委員会春季学術研究会「農山漁村を動かす人々、地域組

織のこれから」 参加者数 23 名

３．研究交流会「チベットの建築文化」 参加者数 11 名

４．日韓研究会「農村の現代的課題」 参加者数 17 名

５．第 8 回住宅系研究報告会（建築社会システム・建築計画・都市計画の 3 委員会と共同開催）

『住宅系研究報告会論文集 8』 参加者数 47 名

大会研究集会

研究集会数 2 回 

１．研究協議会：自立と循環の国土 －北海道の地域づくりを考える

『農村計画部門研究協議会資料：同上』

２．研究懇談会：地域に根ざす住まいの再建 －東日本大震災からの復興

『農村計画部門研究懇談会資料：同上』

主な活動

問題点等

・大会研究集会の研究協議会、研究懇談会は一定の意義と成果が認められたが、

研究協議会の資料頒布が振るわず残部が出た。資料内容の充実を図るとともに

印刷部数と価格について慎重に検討する必要がある。

・小委員会活動は研究会やワークショップを中心に展開しているが、委員会によ

り活性度に差が生じている。本委員会と連携したり、公募により新たな委員を

加えるなど、活性化を図りたい。

・1996年からほぼ毎年、韓国農村建築学会と相互交流を行っている。2013年度は

韓国全州の全北大学にて開催し、今後とも交流を深め、日韓双方の学術向上に

努めていくことを確認しあった。

・東日本大震災対応は集落復興再生小委員会が中心となり、外部資金を導入し、

調査研究および支援等の活動を行っている。また、『東日本大震災合同調査報告

［建築編 9］』を担当し、今年度中の脱稿を予定している。特に、三陸の漁村集落の

復興には強い関心をもって注視しており、春季学術研究会や大会研究集会でも

テーマにとりあげている。さらに、2013 年度技術部門設計競技「次世代に継ぐ

住宅の再建計画 －東日本大震災からの復興」を当委員会が主催して実施した。その成

果を復興計画に役立てるため、入賞作品集（リーフレット）を作成し、広く配布す

る予定である。
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2014 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

（2015 年 3 月 23 日作成） 

委員会名 農村計画委員会 委員長名：岡田知子 

運営委員会数 0 

小委員会数 6 

WG 数 2 

予算総額 1,123,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は除く）

刊行点数  0 点 

 

講習会 
講習会数  0 回 

 

催し物 

催し物数  4 回（うち 1 件共同開催） 

１．2014年度農村計画委員会春季学術研究会「住み続けられる農村の計画、被災

地で何が可能か？」 参加者数 36 名

２．日韓研究会「農漁村における創造的再生と福祉を通じた地域コミュニティ」

 参加者数 22 名

３．研究会「むらを住み継ぐカタチ#03：大分県国東市 参加者数 14 名

４．第 9 回住宅系研究報告会（都市計画・建築計画・建築社会システムの 3 委員会と共同開催）

『住宅系研究報告会論文集 9』 参加者数 48 名

大会研究集会 

研究集会数 2 回 

１．研究協議会：住み継がれるカタチ －フロンティアとしての農山漁村 
『農村計画部門研究協議会資料：同上』 

２．PD：文化的景観のまもりかた －営みの真実性はどのように保たれるのか 
『農村計画部門パネルディスカッション資料：同上』 

主な活動 
問題点等 

・2014 年度から新体制となった。これまでの体制をベースに小委員会を改組し、

活動がスタートした。 
・大会研究集会の研究協議会、パネルディスカッションとも会場は満席状態で何

れも盛況であった。頒布資料についてもいち早く完売し、その関心の高さがう

かがえ、タイムリーなテーマであったといえる。来年度以降も同様の成果が出

せるよう努力したい。 

・1996年からほぼ毎年、韓国農村建築学会と相互交流を行っており、2014年度は

岡山大学で開催した。研究会では日韓の農山漁村が抱える現代的課題を共有し、

相互に発表し議論することの意義について再認識するとともに、今後とも交流

を深め、日韓双方の学術向上に努めていくことを確認しあった。 
・東日本大震災以降、特に、三陸沿岸の漁村集落の復興には強い関心をもって注

視しており、大会研究集会や春季学術研究会でも継続的にテーマとして取り上

げている。また、『東日本大震災合同調査報告［建築編9］』を担当し、今年度中の

脱稿予定である。さらに、委員会が主催して実施した2013年度技術部門設計競

技「次世代に継ぐ住宅の再建計画 －東日本大震災からの復興」の成果を入賞作品集（リ

ーフレット）として作成し、広く配布した。こうした一連の対応は集落復興再生小

委員会が中心となり、外部資金を導入し、調査研究および支援等の活動を行っ

ている。  
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2015年3月25日現在

農村計画本委員会 ルーラルネットＷＧ

委員長：岡田知子（西日本工業大学） 岡田知子（西日本工業大学）

アジア農村フォーラムＷＧ

栗原伸治（日本大学）

集落復興小委員会

後藤隆太郎（佐賀大学）

農山漁村地域組織小委員会

熊野　稔（徳山工業高等専門学校）

農山漁村文化景観小委員会

神吉紀世子（京都大学）

農村環境共生小委員会

藤沢直樹（日本大学）

集落居住小委員会

山崎義人（兵庫県立大学）

農村・国土計画小委員会

柳田良造（岐阜市立女子短期大学）

2014年度農村計画委員会　組織図

幹　事：神吉紀世子（京都大学）

　　　　北澤大佑（地域環境資源センター）

　　　　栗原伸治（日本大学）
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農村計画本委員会

役職 氏名 所属

委員長 岡田 知子 西日本工業大学　デザイン学部建築学科

幹事 神吉 紀世子 京都大学大学院　工学研究科建築学専攻

幹事 北澤 大佑 （社）地域環境資源センター

幹事 栗原 伸治 日本大学　生物資源科学部生物環境工学科

浅井 秀子 鳥取大学大学院　工学研究科社会基盤工学専攻土木工学

井原 満明 （株）地域計画研究所

内田 文雄 山口大学　工学部感性デザイン工学科

大沼 正寛 東北工業大学　ライフデザイン学部 安全安心生活デザイン学科

川口 友子 （財）農村開発企画委員会

川嶋 雅章 明治大学　理工学部建築学科

菊地 成朋 九州大学　大学院人間環境学研究院都市・建築学部門

菊池 義浩 岩手大学　地域防災研究センター

工藤 和美 明石工業高等専門学校　建築学科

熊野 稔 徳山工業高等専門学校　土木建築工学科/環境建設専攻科

後藤 隆太郎 佐賀大学　大学院工学系研究科都市工学専攻

坂本 淳二 広島国際大学　工学部住環境デザイン学科

佐久間 康富 大阪市立大学　大学院都市系専攻

佐藤 栄治 宇都宮大学　大学院工学研究科地球環境デザイン学専攻

澤田 雅浩 長岡造形大学　建築・環境デザイン学科

重村 力 神奈川大学　工学部

篠部 裕 呉工業高等専門学校建築学科

清水 肇 琉球大学　工学部環境建設工学科

鈴木 孝男 宮城大学　事業構想学部

瀬沼 頼子 昭和女子大学総合教育センター

月舘 敏栄 八戸工業大学　建築工学科

沼野 夏生 東北工業大学　工学部建築学科

平田 隆行 和歌山大学システム工学部　環境システム学科

藤沢 直樹 日本大学　生物資源科学部生物環境工学科

三笠 友洋 神奈川大学　工学部建築学科

三橋 伸夫 宇都宮大学　工学研究科

村本 徹 市立名寄短期大学　生活科学科

柳田 良造 岐阜市立女子短期大学　生活デザイン学科

山口 忠志 (公財)練馬区 環境まちづくり公社 練馬まちづくりセンター

山崎 寿一 神戸大学　大学院工学研究科建築学専攻

山崎 義人 兵庫県立大学大学院　地域資源マネジメント研究科

合計 35名
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農村計画委員会活動報告

2015年3月25日

岡田知子

中山間農村地域

総面積：６５％

総人口：１４％

国土面積の74.3％

（都市計画区域：25.7%）

農村計画の対象エリア

水源かん養

洪水の防止

土壌の浸食や崩壊の防止

大気浄化機能

気候緩和機能

生物多様性保全機能

良好な景観形成機能

文化的機能

保健休養機能

体験学習と教育機能

安全な食料供給

本委員会／2期4年／35名

ルーラルネットWG

アジア農村フォーラムWG

集落復興小委員会

農山漁村地域組織形成小委員会

農山漁村文化景観小委員会

農村環境共生小委員会

集落居住小委員会

農村・国土計画小委員会

2014年度～新体制委員会組織

農山漁村等の被災集落・地域における

①これまでの被害実態・復興過程を記録検証する。

②居住地の復興計画、集落施設の再建、生業や住宅を含む社会的再建のあり方を検
討する。

③復興計画を支援する。

④調査、検討会、シンポジウムを開催する。

集落復興小委員会／15

少子高齢時代の農山漁村地域をフィールドとし

①住民主体の地域組織による持続的な地域経営計画と農山村居住のあり方を検討す
る。

②交流会・共同研究、研究会・シンポジウムを開催する。

③全国の地域組織ネットワークをつなぎながら活動を支援し、発展させていく。

④住民主体の先進的な地域経営組織全国事例集・冊子を作成し、公表する。

農山漁村地域組織小委員会／15

農山漁村の自然・生業空間・集落等を一体として「文化的景観」としてとらえ、

①その保全と進展を学術的・技術的に支援する「フィールドスクール」を提案し、開催す
る。

②各地の事例に参画し文化的景観の選定や地域づくり等の支援活動をする。

③時空間的に連続性のある景観の持続について動的真実性、変化の真実性という新
概念を提示する。

④これまでの活動を発展させ、海外事例との交流を行う。

農山漁村文化景観小委員会／12

農村環境共生小委員会／7

農山漁村をとりまく環境において生き物・野生動物との緊張的共生関係について

①農村環境計画、暮らしと生業、都市農村交流・環境学習の各視点から検討する。

②自然と人の生きつづけられる持続可能な農村空間デザインを検討する。

③「（仮）自然共生農村計画・農村空間デザイン論」として冊子をとりまとめる。

我が国の国土計画の空間計画制度のあり方について

①土地利用のコントロールが不十分な田園地域において歴史的背景やその制度的要
因を明らかにし、都市農村計画制度についてさぐる。

②事例地区の調査とそれに基づいた地域に根ざした計画制度を検討する。

③農村地域における統計的、地域的な分析による計画課題を検討する。

④広域の地域国土計画の提言を行い、成果を出版する。

農村・国土計画小委員会／13

「むらを住み継ぐカタチ」をテーマに

①先行事例地での研究会を開催する。

②家屋のみならず農地・山林・墓などの財産継承の課題を検討する。

③伝統的住まい方にみる集住地継承の知恵と工夫の抽出する。

④過疎地域において集住地を継承する現代的方法論の構築する。

集落居住小委員会/15
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委員会活動

調査研究

シンポジウム・研究会の開催

国際交流

情報発信

大会研究集会（毎年、研究協議会１回、PDまたは研究懇談会を１回実施）

春期学術研究会（毎年１回実施）

小委員会主催の研究会・ワークショップの実施

小委員会をベースに外部資金を導入し、各テーマごとに実施

ＨＰの公開、出版物の刊行

韓国農村建築学会とほぼ毎年相互交流を実施

主な調査研究

● 「東北日本沿岸地域の被災集落再生に向けた環境共生・参加型空間計画手法
に関する研究」
三井物産環境基金（東日本大震災復興助成（研究助成）
2011年9月～2014年9月）

●「流動的居住に着目した集住地を継承する主体の養成に関する研究」
科学研究費補助金 基盤研究（B）（一般）（H26～H28）

震災関連の活動

●2010大会PD
「安心して住み継げる故郷（くに）づくり －自然災害、大規模事業、地域衰退にどう取り

組むか－」

●2011年大会研究懇談会
「漁村集落再生のシナリオ－東日本大震災からの復興－」

●2012春季学術研究会（仙台）
「復興支援のとり組みと被災地の現状」

●2012大会研究協議会
「新たな漁村のかたち－東日本大震災からの復興ー」

●2013年大会研究懇談会
「集落に根ざす住まいの再建－東日本大震災からの復興」

●2014春季学術研究会（仙台）
「 住み続けられる農村の計画、被災地で何が可能か？」

大会研究集会・春季学術研究会など 技術部門設計競技

●2013年度技術部門設計競技

「次世代に継ぐ住宅の再建計画

ー東日本大震災からの復興」

大会研究集会・春季学術研究会

●2013大会研究協議会
「自立と循環の国土 －北海道の地域づくりを考える」

●2013年春季学術研究会
「農山漁村を動かす人々、地域組織のこれから」

●2014大会研究協議会
「住み継がれるカタチ －フロンティアとしての農山漁村」

●2014大会パネルディスカッション
「文化的景観のまもりかた －営みの真実性はどのように保たれるのか」

研究会

●研究会 2013年6月29日
むらを住み継ぐカタチ#02：徳島県三好市

●研究会 2014年11月22日
むらを住み継ぐカタチ#03：大分県国東市

二地域居住や週末居住など現在の住まいや動的な居住の様相とともに、家屋・農地・山林・墓などの財産をいかに継承
していくかとの関係性から、集住地を継承するための現代的方法に資する知恵や工夫を抽出することを目指し、継続的
に研究会を開催している。
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ワークショップ 自然再生にとり組むボランティア活動と参与観察

●登山整備 みろく山の会

●エコツーリズム NPO丹沢自然学校

●間伐作業 NPO伊勢原森林里山研究会

●荒廃農林地支援 8/27NPO四十発瀬川・自然村

研究会・国際交流

●研究会交流会 2014年1月31日
「チベットの建築文化」

中国建築学会副 理事長の徐宗威が中心に進めているチベットのラサとシガツェの建築保存活動を支援しつつ、
研究蓄積や文化交流などの実績の少ないこの分野（チベット伝統的建築文化）の理解を深めるため日中学術交
流を開催するものである。

過去10年の実績

2005年：韓国・慶州

2006年：日本・那覇

2007年：韓国・淳州

2008年：日本・札幌

2010年：韓国・ソウル

2012年：日本・山口

2013年：韓国・全州

2014年：日本・岡山

国際交流 日韓研究交流会 1996年～実施

韓国農村建築学会とほぼ毎年相互交流を実施

今後とも交流を深め、日韓双方の学術向上に努めていくことを確認しあった。

情報発信 農村計画委員会ホームページの充実

情報発信

農山漁村文化景観小委員会

FACEBOOK開設（英語）

https://www.facebook.com/
Cultural.Landscape.AIJSubCom

これまでの活動を発展させ、
海外事例との交流を行うため
英語で情報発信

ご清聴ありがとうございました
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（委員会活動報告会用）

2013 年度 委員会活動成果報告 

（2014 年  3 月 3 日作成） 

委員会名 建築計画委員会 委員長名：菊地 成朋

運営委員会数 5 

小委員会数 25 

WG 数 27 

予算総額 5,400,000 円 

刊行物

（シンポジウム資料等は

除く）

刊行点数 0 点 

講習会

講習会数 0 回 

催し物

（シンポジウム・セミナー等） 

*能力開発支援事業委員会

承認企画

催し物数 16 回 

１．第 58 回 建築人間工学研究会 「KINECT」をつかった動作計測ワークショッ

プ -深度データ編-                 参加者数  20 名

（資料名）同上

２．ワークプレイス・デザイン連続ゼミナール第 1 回「フリーアドレス再考」

参加者数  60 名

（資料名）同上

３．ワークプレイス・デザイン連続ゼミナール第 2 回第 2 回「外で働く〜企業の

場合」                      参加者数  38 名

（資料名）同上

４．第 76 回空間研究小委員会研究会「いま、大学キャンパスに求められる空間

とは」                      参加者数  87 名 

（資料名）同上

５．第 2 回 UOD 研究会「社会的な困難に直面するユーザーを支えるデザイン」

参加者数  30 名 

（資料名）同上

６．第 3 回 UOD 研究会「空港設計のプロセスから考える「ユーザー参加」型設

 計の成果と課題」                参加者数  33 名 

  （資料名）同上
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７．第 4 回 UOD 研究会「見落とされてきた真のニーズを汲み取り”さりげなく”

  デザインする方法とは- 高齢者・障がい者とその家族の「自分らしい生活」

  に向けた住宅改修を通じて-」            参加者数 37 名 

（資料名）同上 

８．第 5 回 UOD 研究会「研究会「患者側ニーズを中心とした医療施設の計画設

  計を考える」                    参加者数 40 名

 ９．第 31 回 地域施設計画研究シンポジウム       参加者数 64 名

（資料名）地域施設計画研究 31 

10. 公開研究会「自然災害と居住文化」                    参加者数 16 名 

11. 研究会「日本からみた海外の学校建築  -なぜ、どのように海外事例を参照

   するのか？-」                                         参加者数 46 名 

（資料名）同上 

12. 公開研究会「高齢者・障がい者の暮らしと居場所を考える－被災地のサポー

  ト拠点の取組みから－」                参加者 20 名 

13．「もやいの家瑞穂＋サンビレッジ瑞穂」見学会       参加者 21 名 

14．研究会「社会システムと場所の質からよみとく北欧の「ふつう」の生活」 

                           参加者数 48 名 

（資料名）同上 

15．第 22 回安全計画シンポジウム 「超高層建築物の全館避難を再考する」 

  （資料名）同上 

                            参加者数 47 名 

16．公開研究会「もうひとつの居場所（サードプレイス）をどこに持つ？」―家

  族を超えたつながりの場―」             参加者数 29 名 

大会研究集会 

研究集会数     3 回 

１．研協：「復興のプラニングⅡ －生活圏の再生と再建」 

  （資料名）同上 

２．PD： 「そこへ住まうことの意味～住まいと住まい方、その選択の現代性～」

３．PD：「非常時から日常へ」 

  （資料名）同上 

主な活動 

問題点等 

１．今後の復興では建築分野と都市分野の連携が不可欠という認識から，2013

年度大会において都市計画委員会と連携して連続研究協議会を開催した。 

２．活動に即した体制とするために，小委員会・WGの組織改編を行った。その

中で，震災関連計画系研究情報ＷGと住宅復興事例ＷＧを委員会直属のWGとして

設置し，震災復興関連の継続的な取り組みにあたることとした。 
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（委員会活動報告会用）

2014 年度 委員会活動成果報告 

（2015 年 3 月 6 日作成） 

委員会名 建築計画委員会 委員長名：大原 一興

運営委員会数 5 

小委員会数 25 

WG 数 23 

予算総額 5,337,000 円 

刊行物
（シンポジウム資料等は除く） 

刊行点数 1 点 

１．『公共施設の再編－計画と実践の手引き』

講習会
講習会数 0 回 

催し物
（シンポジウム・セミナー等）

*能力開発支援事業委員会承認

企画

催し物数 15 回 

１．ワークプレイス・デザイン連続ゼミナール 第 3回「ディスロケーション

する働き方と場」                  参加者数 29 名 
 （資料名）同上

２．第 77回 空間研究小委員会研究会・第 59回建築人間工学小委員会研究会 

「暮らしの空間をシェアする－新しい居住の形態－」   参加者数 63 名 
 （資料名）同上

３．第 6 回 UOD 研究会「発達障害をもつ学生の困難とニーズから大学キャン

パスの学習・教育環境を考える－建築系・工学系の専門教育方法と建築環境

配慮を中心に－」                    参加者数 34 名 
 （資料名）同上

４．第 78回空間小委員会研究会「コミュニティのある街の形成と空間につい

て－ジョンソンタウンを事例として－」                 参加者数 27 名 
 （資料名）同上

５．第 32回地域施設計画研究シンポジウム               参加者数 44 名 
（資料名）『地域施設計画研究 32』 

６．公開研究会「公共施設の再編における地域コミュニティ拠点」 

（資料名）同上                                      参加者数 25 名 
７．研究会「地方におけるこれからの公立文化施設」   参加者数 75 名 

（資料名）同上

８．公開研究会「教育と公共施設再編の観点からみた学校統廃合の歴史・現

状・可能性」                   参加者数 57 名

 （資料名）同上

９．公開研究会「社会的養護を必要とする子どもの生活の場としての施設の

あり方」                                         参加者数 36 名 
 （資料名）同上

10．第 60回建築人間工学研究会「パラリンピックアスリートが語るユニバー

サルデザイン」                                   参加者数 21 名 
 （資料名）同上

11．公開研究会「公共施設再編と都市計画政策の整合性・総合性」 

（資料名）同上                                      参加者数 26 名 
12．公開研究会「あれから 4 年：仮設から災害公営住宅へ～高齢者・障がい者

の暮らしの場を考える」                             参加者数 44 名 
（資料名）同上
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13．ワークプレイス・デザイン連続ゼミナール 第 4 回「変革するワークス

タイルの今」                                     参加者数 51 名 
 （資料名）同上

14．公開研究会「こどもの環境づくり－その意義と実践」    参加者数 70 名 
（資料名）同上

15．第9回住宅系研究報告会（都市計画・建築計画・建築社会システムの4委員会と共同開

催）

『住宅系研究報告会論文集 9』  参加者数 48 名 

大会研究集会

研究集会数  2 回 

１．研究協議会「コンピュテーショナルデザインは構法計画を再定義するか」 
（資料名）同上

２．PD「公立小中学校を中心とした公共施設再編における課題 
－施設および地域の安全・安心の視点から」

（資料名）同上

主な活動

問題点等

１． 改編した小委員会・WG の活動を始動させ、それぞれのテーマにしたが

って、公開研究会・出版等の準備を進めてきた。社会的ニーズに対応し

たテーマによって研究活動を行っているが、これまでの分類では対応で

きない横断的な組織が必要となってきていることも実感している。

２． 震災関連の研究活動としては、研究活動の蓄積にともない、アーカイブ

としての情報を活用する段階になってきており、同時に報告をまとめる

段階となったことから報告書作成にも WG を直属設置した。 
３． 大会研究集会では、２つの研究集会を主として担うことにしたが、特別

委員会などで建築計画委員会の委員が主体的に実施したものも複数あ

る。他の委員会との連携・協働は、ますます重要と考えられる。
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2014年度建築計画委員会 組織図 

(住宅計画運営委員会) 住宅計画小委員会 

住宅地計画小委員会 住宅地再生デザイン WG 

高齢者・障がい者等居住
小委員会 

高齢者・障がい者の居住に関わる 
最新事例収集WG 

比較居住文化小委員会 

コミュニティ居住小委員会 仮設住宅リユーススタディ WG 

ライフスタイル小委員会 

(施設計画運営委員会) 医療施設小委員会 
医療施設の安全・安心に関わる 
事例集作成WG 

教育施設小委員会 戦後学校建築計画史WG 

地域施設計画小委員会 

ワークプレイス小委員会 

福祉施設小委員会 福祉転用のための計画技術開発ＷＧ 

こども施設環境情報収集WG 

幹事会 文化施設小委員会 劇場・ホール WG 

ミュージアム WG 

建築計画本委員会 (計画基礎運営委員会) 安全計画小委員会 

建築人間工学小委員会 建築人間工学初学者用関連情報WG 

復興事例収集WG 空間研究小委員会 新空間探求WG 

空間研究調査分析方法WG 

計画系震災研究アーカ
イブWG 

環境行動研究小委員会 まちの居場所WG 

災害と人間行動研究WG 

東日本大震災合同
調査報告書（建築
計画）ＷＧ 

設計方法小委員会 設計方法レビューWG 

情報設計小委員会 建築の予言研究WG 

ユーザー・オリエンティド・ 
デザイン小委員会 

ユーザのニーズを反映した建築計画・ 
デザインを生み出す手法WG 

(構法計画運営委員会) 各部構法小委員会 

木造建築構法小委員会 

オープンビルディング小委員会 現代構法計画研究WG 

オープンビルディング事例情報収集ＷＧ 

モジュール関連JIS規格のあり方検討WG 

(設計計画運営委員会) 公共施設マネジメント小委員会 

ＥＢＤ小委員会 

建築設計計画評価小委員会 
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建築計画本委員会 

役職 氏名 所属 

委員長 大原 一興 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 

幹事 小見 康夫 東京都市大学工学部建築学科 

幹事 清水 郁郎 芝浦工業大学工学部建築工学科 

幹事 日色 真帆 東洋大学理工学部建築学科 

幹事 広田 直行 日本大学生産工学部建築工学科 

幹事 森 傑 北海道大学大学院工学研究院建築都市空間デザイン部門 

天野 克也 東京都市大学建築学科 

石井 敏  東北工業大学建築学科 

井上 えり子 京都女子大学家政学部生活造形学科 

江口 亨  横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 

大月 敏雄 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 

筧 淳夫  工学院大学建築学部建築デザイン学科 

川窪 広明 大手前大学メディア・芸術学部メディア・芸術学科 

岸本 達也 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科 

黒野 弘靖 新潟大学工学部建設学科建築学講座 

斎尾 直子 東京工業大学教育施設環境研究センター 

鈴木 義弘 大分大学工学部福祉環境工学科建築コース 

谷口 尚弘 北海道科学大学建築学科 

角田 誠  首都大学東京都市環境学部建築都市コース 

中井 孝幸 愛知工業大学工学部建築学科 

中園 眞人 山口大学工学部感性デザイン工学科 

西出 和彦 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 

西野 辰哉 金沢大学理工研究域環境デザイン学系 

橋本 都子 千葉工業大学工学部デザイン科学科 

水村 容子 東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科 

柳澤 要  千葉大学大学院工学研究科建築・都市科学専攻 

柳瀬 亮太 信州大学工学部建築学科 

横山 ゆりか 東京大学総合文化研究科広域システム科学系情報・図形科学 

合計 28 名 
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建築計画委員会活動報告
2013年度～2014年度

大会研究協議会

■2013年度
復興のプラニングⅡ－生活圏の再生と再建

■2014年度
コンピュテーショナルデザインは構法計画を再定義するか

大会研究協議会 2013年度（北海道）

復興のプランニングⅡ

－生活圏の再生と再建

■趣旨 都市計画部門（同Ⅰ）との連携

生活圏をキーワードに生活再編への動きを考察する

■成果

これまでの生活の再生・再建に向けた実例の報告

実際の集団移転の手法と評価から、住民の主体性を活かしたこまかな意
見の反映、ていねいな地元合意形成が重要

行政と住民の両者の要望への応えることが必要

■課題

人口減少社会への対応として、日常を構想化するにあたり、時間軸を視
野にいれた研究の必要性が求められ、それに関しても、他部門と連携し
た継続的な議論が求められる。

大会研究協議会 2014年度（近畿）

コンピュテーショナルデザインは構法計画を再定義するか

■趣旨

急速に進化しつつあるコンピュテーショナルデザインの実情から構法計
画のあり方を考察する

■成果

マスカスタマイゼーションを指向したDTPに似た生産実態、「かたち」
から「しくみ」にシフトしつつあること、アルゴリズミックデザイン、
BIMの可能性と課題、ICT教育のあり方、などの話題が提供された。

従来の限界や職域の境界を突破する可能性が見いだされた。

■課題

構法の文法そのものを自由にデザインできるのではないか、時間や地域
を超えた建築生産のあり方と可能性をさらに追求する必要性がある。

その他の大会研究集会

■2013年度テーマ
・PD： 「そこへ住まうことの意味～住まいと住まい方、そ
の選択の現代性～」

・PD：「非常時から日常へ 見えない避難生活の現場か
ら」

■2014年度テーマ
・PD「公立小中学校を中心とした公共施設再編における
課題 －施設および地域の安全・安心の視点から

震災関連の活動

■住宅復興事例収集 WG（2012～2013）
復興事例収集 WG （2014～）

■ 震災関連計画系研究情報 WG （2011～
2013）
計画系震災研究アーカイブ WG （2014～）

■東日本大震災合同調査報告書（建築計
画）WG（2014～）
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住宅復興事例収集 WG (2012年度〜2013年度)

・住宅復興に向けて進行中のプロジェクトをリストアップ

・行政施策と生活実態とを照合した課題を把握

・参考となる既往の復興事例の収集

→ 2013年度大会PD「日常へ」資料集を作成

「住宅の復興に向けての事例紹介」として公開

2013年度大会PD「日常へ 見えない避難生活の現場から」開催

ＷＧの成果を発表し、日常性の回復について議論

成果を震災関連計画系研究情報WGのページに掲載。

2015年度から復興事例収集WGとしてさらに展開させ作業を継続

■目的
東日本大震災の住宅復興の過程について、すぐれた取組みを収集し、資
料として記録すること。

計画系震災研究アーカイブ WG (1)

■ホームページのリニュー
アル

http://news-
sv.aij.or.jp/keikaku/shinsai-
infoWG2014/index.html

日本建築学会 →委員会活動 →常置調査研究
委員会 →建築計画委員会 →計画系震災研
究アーカイブWG ホームページ

東日本大震災後に震災関連の建築計画学研究の推進を支援するために設置。情報交
換・研究成果の蓄積・公開を目的とする。本WGの前身である「震災関連計画系研究情
報WG」（2011～2013年度）のホームページが速報・中間情報の交換を中心としたのに
対し、成果報告・まとめへと軸足を移し継続する。

計画系震災研究アーカイブ WG (2)
■公開内容の改訂

学会で発表された研究成果の諸リストを継続し、さらに計画系会員によって行われた
東日本大震災関連の活動の紹介・東日本大震災合同調査報告書（建築計画部門）の
進捗情報 を新たな情報として加え、３つの軸として公開している。

計画系会員による東日本大震災関連研究・支援活動サーベイ フォーム
（2014年9月30日調査終了）

WG提供資料 （2014年11月5日-）
計画系会員による東日本大震災関連研究・支援活動サーベイ結果報告
大会・計画系部門・東日本大震災関連研究発表リスト（2011-14）
 2014年度大会建築計画部門震災関連オーガナイズドセッション報告（2012年より継続）

東日本大震災合同調査報告書（建築計画部門）進捗情報（2014年11月5日-）
報告書構成案

以上が現在掲載されている情報である。今後も論文集等の情報の追加・合同報告書の概要など
情報の一層の拡充に努める予定である。

今後、会員による成果から得られた知見が互いの研究に反映され、研究の一層の進展
が見られることと考える。一方で、今回の震災研究は合同調査報告書の完成をもって一
定の区切りを迎える。本WGもその時点をもって区切りを迎えるものと思われる。

東日本大震災合同調査報告書（建築計画）WG

■合同調査報告書（建築計画）進捗状況の公開
http://news-sv.aij.or.jp/keikaku/shinsai-infoWG2014/index.html
日本建築学会 →委員会活動 →常置調査研究委員会 →建築計画委員会

→計画系震災研究アーカイブＷＧのホームページ→合同調査報告書（建築計画）進捗情報

■章構成と取りまとめ担当者
 第1章 建築計画分野における調査研究 森傑(北海道大学)
 第2章 人間の行動 石井敏(東北工業大学)
 第3章 住宅 黒野弘靖(新潟大学)
 第4章 公共建築 坂口大洋(仙台高専)
 第5章 避難所・避難施設 伊藤俊介(東京電機大学)
 第6章 仮設建築 岩佐明彦(新潟大学)
 第7章 震災復興と計画技術 新井信幸(東北工業大学)

■スケジュール
2015年3月執筆依頼、2015年6月第1稿、2016年2月最終稿、2016年3月建築計画委員会（3月）にて査
読依頼、2016年8月建築計画委員会（7月）査読終了・発行

建築計画委員会として、東日本大震災合同調査報告書「建築編10（建築計画）」の編
集・執筆に取り組むことを目的とし、2014年8月に設置。

運営委員会・小委員会の活動

住宅計画運営委員会

住宅計画小委員会
住宅地計画小委員会
高齢者・障がい者等居住小委員会
比較居住文化小委員会
地域居住小委員会（～2013年度）
コミュニティ居住小委員会（2014年度～）
ライフスタイル小委員会
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住宅計画小委員会

■2013-2014年度の主な活動
１）東日本大震災の住宅復興等に関する研究
① 仙台、南三陸仮設住宅居住者調査
② 復興公営住宅の建築計画像に関する研究発表（４編）

２）住宅系研究論文報告会の実施
① 第８回（2013）発表論文数29編、参加者56名
② 第９回（2014）発表論文数20編、参加者50名

３）研究者と実務者のクロストークの開催
① 住宅復興における実務と研究

・集合住宅研究会（復興公営住宅設計事務所）
② リフォームにおける実務と研究

・住友林業
③ マンション・集合住宅供給における実務と研究

・市浦ハウジング＆プランニング、長谷工コーポレーション

住宅地計画小委員会

■2013-2014年度の主な活動
1）「巡業型活動」事例見学会+研究会

：既成住宅地の実態と経年変化の把握により、今日的な課題や可能
性を検討

：住宅計画から地域計画まで幅広い専門家が結集し、多面的な評
価・議論

：事例報告書の作成

・海外の計画住宅地・現代集合住宅調査

（マニラ・ジャカルタ・シンガポール等）

2）東日本大震災復興支援研究

：仮設住宅地現況把握および災害復興公営住宅調査

・現地調査（2013.2.宮城県・弘前大学 北原先生）

・研究委員会（2014.3宮城大学 永松先生）

高齢者・障がい者等居住小委員会
• ■設置目的

• 高齢者・障がい者の居住環境の現状と課題の整理

• 被災地で安心して居住することを可能にする居住環境と生活支援

• 高齢者等の地域居住を可能にするための復興計画の課題とあり方の検討
■活動
2013年度

• 委員会研究会の開催 集合住宅での住民支え合いの先進例、高齢者向
け住宅の動向、北欧の動向について研究者を招いて講演・勉強会

• 公開研究会「高齢者・障がい者の暮らしと居場所を考える〜被災地のサ
ポート 拠点の取組みから〜」 開催（2月,参加者20名）

2014年度

• 見学会（＋勉強会）の開催 高齢者・障がい者等の居住・震災後の居住
に関する先進事例（7月仙台・石巻、9月神戸、11月横浜）

• 公開研究会「あれから 4 年:仮設から災害公営住宅へ～高齢者・障がい
者の暮らしの場を考える」開催（2月,参加者44名）

■成果
被災地における高齢者等居住に関わる実態把握と課題整理
■課題
被災地への継続的な関わりと情報収集・情報発信、より多くの事例の収集

見学事例集作成

比較居住文化小委員会

■2013年度の主な活動
・公開研究会『自然災害と居住文化』（2013年11月）

・webサイトの立ち上げ

http://news-sv.aij.or.jp/keikakusub/s25/committee.html

■2014年度の主な活動
・公開研究会『人の移動と居住文化』（2015年3月）

・拡大研究会『パブリックヒストリーの実践としての

南カリフォルニアにおけるハウス・ミュージアム』（2015年3月）

■成果と課題
・フィールドワークを基にした研究事例の整理と集積、研究者相互の

交流がなされている

・委員会HPを開設したがコンテンツが不十分である

・書籍の刊行スケジュールが遅れ気味である

当小委員会は、激変する現代において
居住文化を取り巻く状況をフィールドワークに

よって究明しています。

地域居住小委員会（～2013年度）
コミュニティ居住小委員会（2014年度～）

■主な活動

１）歴史的市街地まちづくり事例見学・研究交流（2013年）
①京都膏薬辻子地区見学・研究報告（森重）、堀川団地まちづく
り見学／学生含め11名参加
協力：京都府住宅供給公社ほか
②奈良今井町地区見学・研究報告（牧野）、今井町
・八木空き家バンクヒアリング／学生含め11名参加
協力：NPO法人今井まちなみ再生ネットワークほか

２）郊外居住地まちづくり事例見学・研究交流（2014年）
①横浜市郊外居住地における丘陵地居住のまちづくり事例見
学・研究報告（安武・藤岡）・交流会／住民ら80名参加
協力：川島地域まちづくり検討会、横浜市保土ケ谷区ほか
②小委員会委員５名による科研費研究成果の共有

地方都市の居住課題について（安武・原田）、首都圏郊外の居住
課題について（藤岡・新井・小杉）

３）復興過程におけるコ
ミュニティ構築・再建支援
（2011～継続中）
小委員会委員やＷＧメンバー
による主に宮城県を中心とし
た活動と情報共有
・仙台（新井・小杉・藤岡ほか）
・石巻（真野・野田・片岡ほか）
・気仙沼（阿部ほか） 等

2015年度大会オーガナイ
ズドセッション企画実施

「居住の安定を支えるコ
ミュニティ空間」（17編応募）

仮設住宅リユーススタディＷＧ活動の成果とあわせて公開研究会の開催等、次期へ

奈良今井町見学のようす

ライフスタイル小委員会

■設置目的
• 住宅建築は、そこに住む人々の生活のあり

方に規定されていることから、生活者自身
を知ることが重要である。そこで、個人や家
族の生き方やその集団の生活のあり方、そ
の文化的価値に注目した研究活動をおこ
なうために、ライフスタイル小委員会を設置
する。

• 2013年度は「少子高齢社会における家族
のゆくえと住まいのこれから－共同・協働と
住まい」をテーマに活動を進める。

2014年度は 「現代の諸問題に対応する住
まいの周縁領域」に関する枠組みと課題に
ついて討議する。

■2013-2014年度の主な活動
・公開研究会の開催

「もうひとつの居場所（サードプレイス）をど
こに持つ？」―家族を超えたつながりの場
―参加者29名

・実践者と研究者、運営者の３者から、「つな
がる場」の実態と課題を検証し、委員内での
「つながる場」への必要性・課題を共有化

・事例の収集： 先進事例の見学

ライフスタイルと住宅地の新たな潮流につ
いて 「MAD Cityプロジェクト」プロジェクト
の枠組み、多様な住人の関わり、セルフDIY
の現状など

・「住宅系研究報告会論文集」に対する支援
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施設計画運営委員会

医療施設小委員会
教育施設小委員会
地域施設計画小委員会
ワークプレイス小委員会
福祉施設小委員会
文化施設小委員会

医療施設小委員会 2013-2014年度活動報告

■設置目的

社会的ニーズへの対応に止まらず、医療政策・制度や医
療関連技術の革新に従って年々変革が求められる医療施設
の建築計画について、今日的主題を設定し、それに従い研
究者・実務者・関係者らと検討・提案を行う。

■主な活動

・小委員会委員12名＋WG委員12名で活動

・施設見学会・勉強会の実施(5回)による知見の蓄積と議
論の展開

／テーマ「精神科病院の安全・安心/のぞえ総合心療病院」「基幹災害拠点病院の安
全・安心/佐賀県医療センター好生館」（2014年6月実施、参加者数13名）

／テーマ「一般病床の安全・安心/星総合病院」「精神科病院の安全・安心/竹田綜合
病院」（2014年7月実施、参加者数16名）

／テーマ「リハビリテーション病院の安全・安心/西宮協立リハビリテーション病
院」（2014年9月実施、参加者数17名）

／テーマ「精神科病院の災害時の安全・安心/高知県立あき総合病院」「小児科病院
の災害時の安全・安心/四国こどもとおとなの医療センター」（2014年12月実施、
参加者数12名）

／テーマ「周産期医療の安全・安心/八千代医療センター」（2015年3月実施予定）

■次年度以降の検討課題

・事例集の刊行企画の検討

・中間報告としての公開研究会の開催

▲西宮協立リハビリテーション病院内での
勉強会の様子

▲ 星総合病院の見学会の様子

■2013-2014年度の主な活動
・戦後の学校建築計画に関わった研究
者，設計者，行政関係者などの講演を
まとめ書籍として出版する計画を進めた。

・学校施設を取り巻く様々なテーマから
委員会内の情報交換を行うと共に公開
研究会を開催した。

①「日本からみた海外の学校建築 -な
ぜ、どのように海外事例を参照するの
か？-」→海外事例研究の目的や意義
を紹介し，学校建築計画に於ける海外
事例研究の役割について議論を行った
（参加者数45名 ）。

②「教育と公共施設再編の観点からみ
た学校統廃合の歴史・現状・可能性」→
公共施設マネジメント小委員会との共同
企画・開催により，学校統廃合について
多角的に議論した（参加者数57名 ）。

・毎年１〜２回の学校を始めとする教育
施設の見学会を実施。

教育施設小委員会

■設置目的
・学校建築に関する研究及び設計事例
について情報交換を行い、見学会の企
画実施、研究会の開催、シンポジウムを
通じて発信する。

・戦後学校建築計画に関して行った関係
者へのインタビューを元に，今日の学校
建築の歴史的な記録をまとめ，出版する。

公開研究会の様子：会員外の参加者も多く集まり，多角的な議論が
なされた（2014.10）。

■ 2013・2014年度の主な活動
各種建物，地域，都市等の施設計画に関する

全国の研究者・実務者が，研究発表と交流活動
を行い，地域施設の計画研究と設計の深化を図
るため，各年度７月に2日間にわたる地域施設計
画研究シンポジウムを開催した。

その際，論文募集，論文概要の審査，論文の審
査，再文審査等の過程を経て，地域施設計画研
究 を編集・発行した。

〈開催日、発表論文数〉

○ 2013年度

第31回地域施設計画研究シンポジウム

7月18・19日 地域施設計画研究31（44編）

○ 2014年度

第32回地域施設計画研究シンポジウム

7月17・18日 地域施設計画研究32 （34編）

地域施設計画小委員会

■ 設置目的

地域の生活や活動を支え
る各種建物，そして都市か
ら農山村までの多様な地域
施設の計画と設計の横断
的な研究を進展させること
が重要であるとの認識のも
とで，小委員会を設置し，全
国的な地域施設の研究者と
設計者が研究発表と交流
活動を行い，社会へ情報発
信することを目的としている。

■2013-2014年度の主な活動

各委員のワークプレイスに関する知見に加え、外部

の講師を迎えて「ワークプレイス・デザイン連続ゼミ

ナール」を開催し、明日の働き方や働く場に関し、参

加者と共に考察した。

第1クールとして、以下の4回が開催、計画された。

第1回（2013年5月23日開催）「フリーアドレス再考」

第2回（2013年9月20日開催）：「外で働く〜企業の場合」

第3回（2014年5月27日開催）：「ディスロケーションする働き方と場 」

第4回（2014年11月15日開催）：「変革するワークスタイルの今」

2015年度に、新たな第2クールの4回を加え、あらた

めて、小冊子とを作成する予定でいる。

ワークプレイス小委員会
■設置目的

人々の働き方や働く場所が多様化する社会

状況に対応して、オフィス・ビル（建築）にとど

まらず様々な業態の働く場としての「ワークプ

レイス」のあり方を提案する目的で研究活動

と研究交流を行う。

第1回「フリーアドレス再考」の模様
第2回：「外で働く〜企業の場合」の模様

■2013-14年度の主な活動
1）出版

① 「こどもの環境づくり事典」 （2014年9月）

2）公開研究会

①13/7/19:「空き家・空きビルの福祉転用

の実践と課題 」（建築会館）参加者30名

②14/11/15：「社会的養護を必要とする子どもの生活の場
としての施設のあり方」（大阪市） 参加者34名

③15/2/14：「こどもの環境づくり その意義と実践」（東京大
学）参加者60名

④15/3/14：「空き家・空きビルの福祉的活用のすすめ方」
（建築会館）参加者60名＜見込み＞

3）見学会

①14/2/11：グループホーム「もやいの家 瑞穂」ほか（岐阜
県瑞穂町）、参加者22名

②14/9/10：小児がん治療施設「チャイルド・ケモ・ハウス」
（神戸市中央区港島中町）、参加者12名

③14/11/22-23：福祉施設転用研究見学会および講演会
見学先：鎌倉市、横浜市の４件、参加者9名

④15/2/14：東京都内３ヵ所の保育園、参加者計36名

福祉施設小委員会

■設置目的

1）福祉施設の現状の課題解
明と新しい展開の検討

2）施設環境づくりに関する実
践的研究とその普及

3)委員会における上記の研究
活動成果の出版

■組織
・委員会（15名）： 2013年３回

2014年６回

＜傘下ＷＧ：2014年度＞

・福祉転用のための計画技術
開発WG：８名

・こども施設環境情報収集WG

：９名
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文化施設小委員会（2013-14年度）

■設置目的
・公立文化施設の計画・設計・運営等、整備・利活用全般に関する調査研究
・文化施設及びそれを取り巻く環境に関わる諸課題の知見の共有と成果の公
開■組織
・小委員会の傘下に、劇場・ホールWGとミュージアムWGを設置
・WGはより専門的な諸課題を扱いながら、小委員会と一体的な活動を行う

■2013-14年度の小委員会（□各WG）活動
・公開見学会：穂の国とよはし芸術劇場
・公開研究会：避難訓練コンサート、見学会、

シンポジウム：上田市サントミューゼ
「地方におけるこれからの公立文化施設」

□劇場・ホールWG
・劇場椅子メーカーの

見学会と勉強会
・舞台機構メーカーの海外

事例講演と勉強会

□ミュージアムWG
・ミュージアムの計画・設計

第一人者の講演と勉強会
・展示ケースメーカーの

講演と勉強会
・地域資源の文化施設への転用

事例の見学会と勉強会
・東京国立博物館の見学と

臨床保存勉強会
・公開見学会：津田ホール

3月の閉館前に行う見学会

計画基礎運営委員会

安全計画小委員会
建築人間工学小委員会
空間研究小委員会
環境行動研究小委員会
ユーザー・オリエンティド・デザイン小委員会
設計方法小委員会
情報設計小委員会

2013年度 「建築物の全館避難に対する安全計画」

・対 象：超高層オフィスビル （特定少数）

・火災時の全館避難のあり方を、建築計画（ハード）や誘導方法（ソフト）を含めて検討

・委員会開催回数：6回

・第22回安全計画シンポジウム「超高層建築物の全館避難を再考する」 2014年3月開催

2014年度 「建物の用途･空間特性に応じた避難施設等の安全計画」

安全計画小委員会

・対 象：大規模競技場、大規模商業施設、展示場等 （不特定多数）

・日常時、非常時に求められる安全計画に関する国内･海外基準を

調査し、安全計画の要件、目標性能等を整理。

例 Inclusive Design Standard（英国 包括的デザイン基準）、

Green Guide（英国スタジアムの安全基準）

・委員会開催回数：6回

・2015年度安全計画シンポジウムを予定

事例：新国立競技場（8万人収容） 英国：スタジアム安全基準

Green Guide

建築人間工学小委員会 2013～2014年度活動成果報告

2013年度 計6回開催、 2014年度 計4回開催

第58回「KINECT」をつかった動作計測ワークショップ -深度データ編-」13.5.13 （20名）
第59回「暮らしの空間をシェアする̶新しい居住の形態̶」14.6.29 （63名）
第60回「パラリンピックアスリートが語るユニバーサルデザイン」14.11.29 （25名）
シンポジウム 「五感を活⽤したサイン環境デザインの可能性」15.2.28（42名）
第61回「⼈間⼯学に関連する国際標準・基準の動向」(計画準備中)  15.5.16

2015年度 ⼤会時に研究協議会 準備中
「建築におけるユニバーサルデザインの到達点と展望 ─建築において多様な⼈間をどのように捉えるか」

Trip in North America（吉岡）13.6.24
⾏動観察調査からみたカフェのサードプレス利⽤（畠⼭）13.8.31
⼼と建築（武⽥）13.11.29
脳卒中⽚マヒ者の後遺症状からみた外出環境について（⽼⽥）14.2.18
『終の住処』再考（橋本）14.4.11
消防団員の災害対応⼒の向上を⽬的とした災害図上演習の紹介（飯塚）14.7.28
ユニバーサルデザインorインクルーシブデザイン？（古瀬）14.10.2

危ないデザイン（⽥中）13.4.26、誰のためのデザイン？（後藤）13.4.26、
⻘⽊義次の計画発想法（⼭﨑）13.5.27
書評会ストアの開設 14.4.15

設置⽬的 建築空間・設備機器・家具の安全性や快適性の実現に必要な⼈間⼯学関連の知⾒を蓄積・
更新し、これらを供給者ならびに⽣活者に提⾔することを⽬的とする

委 員 会

研 究 会

研究協議会

ｼｮｰﾄﾚｸﾁｬｰ
委員会開催時
に委員による

研究発表

書 評 会

ショートレクチャー

シンポジウム(⾦沢) 15.2.28

空間研究小委員会 2013〜2014年度 活動報告

１．公開研究会の開催

◯第76回空間研究小委員会研究会「いま、大学キャンパスに求められる空間とは」

参加者数 ８７名 （2013年6月8日開催）

（資料名）いま、大学キャンパスに求められる空間とは

◯第77回空間研究会 暮らしの空間をシェアする—新しい居住の形態—

参加者数 ６３名 （2014年6月29日開催）

（資料名）暮らしの空間をシェアする—新しい居住の形態—

◯第78回空間研究会 コミュニティのある街の形成と空間について

参加者数 ２７名 （2014年7月26日開催）

（資料名）コミュニティのある街の形成と空間について -ジョンソンタウンを事例として-

２．ミニ研究会の開催

若手研究者による研究発表会を、委員会開催にあわせて３回実施

・永峰麻衣子氏 ・飯塚 裕介氏 ・恒松 良純氏

３．出版

「建築・都市計画のための空間学事典（増補改訂版）」の刊行企画が決定

建築・都市空間についての研究全般における様々な調査方法や分析方法を取り上げ、
その有効性や可能性を検討する。

環境⾏動研究⼩委員会 2013〜2014年度活動報告
【⽬的】環境⾏動研究的視点から、実際に体験される環境・場所の質を分析・評価
するための理 論構築を⾏うとともに、⼈と環境との豊かな関係を紡ぎ出す環境・場
所の創出・維持を⽬指す。

■国内シンポジウム
□社会システムと場所の質からよみとく北欧の「ふつう」の⽣活
・⽇程：2013年12⽉14⽇ 場所：⽇本建築学会
・参加者：48名（会員35名 会員外9名 学⽣4名）
■単⾏本出版に向けての活動
□単⾏本『まちの居場所まちの居場所をささえる／まもる／そ

だてる／つなぐ（仮称）』の出版に向け、2012年度から継続
して、各地のまちの居場所の⾒学会（⼤阪（千⾥ニュータウン
2013年3⽉）・名古屋（⾼蔵寺ニュータウン2012年9⽉）・
東北（2014年3⽉）・神⼾（北野⼯房2014年9⽉）など）と、
議論を重ねた。2015年2⽉には単⾏本の構成・内容を議論する
ためのまちの居場所WGとの拡⼤研究会を開催。

■環境⾏動研究に関する基本図書・⽂献リストの作成
□単⾏本『まちの居場所まちの居場所をささえる／まもる／そ
だてる／つなぐ（仮称）』の出版に向け、環境⾏動研究、及び、
まちの居場所に関する図書・⽂献などのリストを作成

■記活動成果のウェブサイトへの掲載、情報発信・提供

2013年度「北欧」公開研究会

まちの居場所の⾒学会（北野⼯房）

49



ユーザー・オリエンティド・デザイン小委員会
設置目的：「ユーザー・オリエンティド」（利用者中心）の理念を活動方針とし、いかなる心身状

況の者でも利用可能な建築環境の構築を目指した研究活動を展開

■委員会・WG合同委員会開催 2013年度 ５回 2014年度 ２回 計７回

■公開研究会開催 ５回
第2回 「社会的な困難に直面するユーザーを支えるデザイン」 （2013年6月30日）
第3回 「当事者参加のプロセスから考える空港設計の成果と課題」（2013年8月29日）
第4回 「見落とされてきた真のニーズを汲み取り”さりげなく”デザインする方法とは」

（2013年11月22日）
第5回 「患者側ニーズを中心とした医療施設の計画設計を考える」 （2014年3月8日）
第6回 「発達障害をもつ学生の困難とニーズから大学キャンパスの学習・教育環境

を考える」 （2014年7月12日）
■見学会

第２回研究会時…大阪市西成区の無料定額宿泊所等
2013年全国大会・第３回研究会時…新千歳空港

■今後に向けて取り組んでいる現在の活動
・公開研究会の成果をもとに、「書名：利用者にとって本当のニ
ーズを 活かすための建築デザイン 施設別の事例から（仮題）」
の来年度刊行 に向けて鋭意執筆・編集中

設計方法小委員会 2013-14年度
2013年度
### 「関係性のデザイン」に関する事例収集・調査研究活動

- NPO、東日本大震災を受けた対応等
- 「関係性のデザインマップ」モデル化、支援ソフトについて検討

### 設計方法研究の新しい展開を探る
- 生態学的アプローチについて講師を招いて議論
- 住宅設計のプロセス研究事例

### これまでの成果の普及展開 「設計方法の教科書」について検討

2014年度
### 「Designシンポジウム2014」開催

- 日本機械学会，精密工学会，日本設計工学会，日本建築学会，日本デザイン学会，人工知能学会の6学会共催
- 2014年11月11日~13日 東京大学生産技術研究所にて 日本設計工学会を幹事幹事として
- 一般発表96編，

### 研究会
- 委員会開催に合わせてオープンで実施。
1. 2014年5月29日［木］ 山口純「C.S.パースの記号論にもとづく探求としての設計プロセス」
2. 2014年6月25日［水］ 関博紀「建築行為の生態学的分析」
3. 2014年7月28日［月］ 五十嵐雄哉「屋内位置情報を活用したコミュニケーションサービス」
4. 2014年9月25日［木］ 近藤伸亮「設計プロセスを設計するのは何だろう？」
5. 2014年10月21日［火］ 羽鳥達也「建築設計の現状から」
6. 2014年12月10日［水］ 山田哲弥「人間環境系デザイン研究の実践」
7. 2015年1月13日［火］ 脇坂圭一「建築トータル・コミッショニング（性能検証）」
8. 2015年2月24日［火］ 本江正茂「アルベルティ·パラダイム」

### 「設計方法論」教科書企画 進行中

情報設計小委員会 2013-2014

構法計画運営委員会

オープンビルディング小委員会
各部構法小委員会

木造建築構法小委員会

モジュール関連JIS規格のあり方検討WG

オープンビルディング小委員会

立川市子ども未来センターの現地調査、
関係者へのヒアリング（2013/12/17）

18th International Conference
on Open Building ポスター

CIBW104、Kendall 教授との共同ワーク
ショップ（2013/7/5～26）

UIAダーバン大会CIBW104国際コン
ファレンスへの参加 （2014/8/3～7）

目標
・長期利用が可能な集合住宅の計画／設計／施工技術、 ・マスハウジング期建物、及び、
団地のストック活用手法、 ・住宅におけるカスタマイゼーション手法の体系化、 ・CIB 
W104の日本窓口として、オープンビルディングに関する研究・実績・教育の普及活動。

主な活動（２０１３〜２０１４）
0.委員会の開催（2014第1回（6/24）：ヨーロッパ研修旅行の報告、・第２回（9/30）：UIA
ダーバン大会とジョイントで開催されたCIBW104国際コンファレンスの報告、・第３回
(12/10)：国際シンポジューム「サステナブル社会のまちづくり」(12/1~3)の報告、・第４回
(2/24)：豪Queensland工科大学のKaren Manley准教授講演）
１．CIBW104、Kendall 教授と共同して学生ワークショップ開催（2013/7/5~26） ２．立川
市旧市庁舎をPPP によりコンバージョンして開設された立川市子ども未来センターの現地
調査、関係者へのヒアリング（2013/12/17） ３．北京で開催されたCIBW104国際コン
ファレンスに委員も含め日本から５人で参加。論文投稿と発表 (2013/11/15~17) ４．
UIAダーバン大会とジョイントで開催されたCIBW104国際コンファレンスに主査、幹事二人

も含め３人で参加。論文投稿と発表、そして主査はパネルディスカッションのモデレイター
をつとめた。(2014/8/3~7) ５．上記コンファレンスで発表したCosta Marianne氏にゲスト

スピーカーとしてジャカルタ・ソール・サンパウロの３都市の居住空間のアダプタビリティに
関する比較を行なった研究の発表ならびに意見交換。(2014/9/30)

各部構法小委員会 2013～2014年度 活動報告

■2014大会 研究協議会
・オープンビルディング小委員会と共同で企画・実施し、
委員会メンバーによる協議会資料を作成

・協議会での討論では、コンピュテーショナル・デザイン
の進展が、従来の構法計画における生産技術の「限界」
や職域などの「境界」を突破する可能性に関して協議

１．改修構法データベースの試験運用WEBページを開設し
（IP：133.78.205.80）、課題を抽出（以下の3つ）
①著作権②設計者の守秘義務③施主のプライバシー

２．（改修）構法写真データベースの試作と課題抽出

目的 １．大会の研究協議会・PD ２．「参加型ナレッジベース」の構築

成果

１．協議会論文集「コンピュテーショナルデザ
インは構法計画を再定義するか」を作成
２．2015年度大会のＰＤに向けて、企画案を
検討開始

活動

■ナレッジベース・システム概要

■構法写真データベース

■2015大会 PDに向けて

（例）写真のアップロード
ダウンロードの仕組み

主なシステム要件

①画像に付与するタグの項目 ②タグの編集、類語への対応 ③公開レベル
の設定とそれによる検索結果のフィルタリング④検索結果の保存（ビュー）
⑤アップロード／ダウンロードの仕組み

・2014大会の研究協議会で協議された内容を、更に深
掘りするために、ビルディングエレメントとコンピュテー
ショナルデザインをつなぐものに関して、オープンビル
ディング小委員会と企画中
・構法と性能を結びつけるツールとしてＢＩＭが有力視さ
れているが、ＢＩＭ内における部位／部品分割等の考え
方に、共通のルールが形成されていないのが現状
・その1つの切り口として「 iBE 論」を提案予定
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木造建築構法小委員会

木造建築を、過去から現在につながる歴史性を有し、
かつ持続可能な社会を支えるエコロジカルな建築と認
識し、災害復旧住宅を含めた現状認識を行い、今後
の方向性を見いだしていくことを目的としている。

■主な小委員会活動（研究会）
2013年度
• 日本の伝統的木造民家における部材名称の標準化と英語

表記に関する研究(伝統木造用語ＷＧ成果発表会)
• 国土交通省からの話題提供と意見交換
• 木造仮設住宅の再使用・再利用に関する研究発表と討論
2014年度
• 最近木造関連で見てきたこと・考えたこと
• スイスの山村における木造住宅の更新の手法に関する調

査報告

■成果
(1)研究会・見学会 伝統的な構法、震災における木造仮設住宅、国内外における木造建築の情報収
集から、持続可能な社会を支える現代の木造建築構法のあり方を探るための知見を得ることができた。
(2)伝統木造用語ＷＧ 日本民家の用語法について、文献に用いられている呼称の対応をデータベー

ス化した。また日英の用語比較について、日英の包括的な架構類型を対比的に示し、日英の語義の
比較を図式的に行った結果、日英の構造部材用語の異同性を視覚的かつ体系的に整理した。

東日本大震災における木造仮設住宅

日英部材用語の比較

公共施設マネジメント小委員会

建築計画技術小委員会(～2013)
ＥＢＤ（ Evidence-Based Design）

小委員会(2014～)

建築設計計画評価小委員会

設計計画運営委員会

■2013-2014年度の主な活動
1.先行自治体視察

2014.5/20埼玉県宮代町, 2014.7/17埼玉県さいたま市,

2014.9/12大阪府豊中市

2.公開研究会
• 8/22「公共施設の再編における地域コミュニティ拠点の住民による管

理・運営化に向けた現状と課題」（参加25名）

• 10/25「教育と公共施設再編の観点からみた学校統廃合の歴史・現
状・可能性」（教育施設計画小委員会と共催、参加57名）

• 12/17「公共施設再編と都市計画政策の整合性・総合性」（参加26名）

3.出版物刊行
「公共施設の再編-計画と実践の手引き」、森北出版、2015.2

公共施設マネジメント小委員会
■設置目的

人口減少時代における公共施設再編の諸
問題を、高水準・高質かつ持続的な公共施
設整備のチャンスとしてとらえ、機能／空間
／配置という建築計画の基本からまちづくり
まで含めた枠組みで総合的に検討する。

10/25公開研究会

（2013年度の主な活動）
課題のうち、2013年度は主として

②③について、研究会を開催して
議論をおこなった。

これらより、建築計画技術として
は、建築計画のエビデンス（根拠）
の策定に至る手法の追究が重要
との結論に達し、次期の小委員会
の設立に向けての理論の精査を
おこなった。

建築計画技術小委員会 2013年度の活動

■設置目的
環境共生、都市再生、ユニバーサルデ

ザイン等の新しいニーズに対応した設計
計画の実践、社会的制度、高度な実務教
育の推進などへの要請に応えるため、以
下の課題に取り組む。

①建築計画の学理体系、設計計画の方
法・知識を整備する。

②建築計画と社会システム（建築基準法・
都市計画法・景観法・建築士法等の法制
度、性能等の基準・標準）との関係につい
て提言する。

③研究と実践をリンクする様々なツールや
仕組みを探求する。

ＥＢＤ（ Evidence-Based Design）小委員会 2014～

設置目的

建築・都市空間の計画技術のエ

ビデンス（根拠）を体系化する。

①建築計画におけるEvidence-

Based（根拠に基づく）アプローチ

②ビルディングタイプに共通した

根拠、ビルディングタイプに固有

の根拠の研究

③空間構成の性能評価、利用

者・管理者による評価の研究

活動内容 （2014年度小委員会 新設 ）
１．EBDの概念についての検討
２．スペースシンタックスによるEBDについて検討・議論
３．病院建築PFIのEBDについて検討・議論（拡大委員会）
４．事務所建築のEBDについて検討・議論
５．教育施設のEBDについて検討・議論
６．安全計画のEBDについて検討をし、議論

建築設計計画評価小委員会

■設置目的
• １．設計方法論に関する計画学の新しい枠組みの構築

• ２．建築計画学からの作品評価方法論の構築

第１１回建築家の自邸見学（内田祥哉邸）の様子

■2013年度-2014年度の主な活動：
〈2013年度〉

• １．現代建築作品・プロジェクトを建築計画学から評価するた
め、2010-2012年度に見学してきた「建築家の自邸」に関す
るインタビューをもとに、普遍性・独自性のあらわれかたを把
握し、設計計画におけるクライテリア（評価軸・評価基準）と
評価方法を検討。

• ２．成果を広く社会に敷衍させるため、講評方法を検討。

〈2014年度〉

• 1．活動成果の取りまとめとして前年度まで検討してきた出版企画・仮称「建築家の自邸」について、
出版社の意向との調整が難しくなったこと、設計者と委員の語りによる面白みを伝えるためには頁
数が多くなること、版権ほかの問題があることから断念し、web出版への移行を検討。

• ２．web出版後、設計計画評価に関するシンポジウムの開催企画を検討。
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（委員会活動報告会用） 

2013 年度 委員会活動成果報告 
 

（2014 年 3 月 18 日作成） 

委員会名 構造委員会 委員長名：緑川光正 

運営委員会数 13 

小委員会数 70 

WG 数 77 

予算総額 21,907,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 11 点 

１．『期限付き建築物設計指針』 
２．『鋼構造物の座屈に関する諸問題 2013』 
３．『建築構造設計における冗長性とロバスト性』 
４．『原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説』 
５．『大振幅地震動と建築物の耐震性評価 －巨大海溝型地震・内陸地震に備えて』 
６．『免震構造設計指針』 
７．『長周期地震動と超高層建物の対応策 －専門家として知っておきたいこと』 
８．『合成構造設計規準』 
９．『鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説』 
10．『既存コンクリートブロック塀の耐震診断指針(案)・同解説』 
11．『建築形態と力学的感性』 

講習会 

講習会数 11 回（18 会場＋e ラーニング） 

１．講習会「期限付き建築物設計指針」  参加者数：東京66名
２．講習会「鋼構造物の座屈に関する諸問題2013」 
  参加者数：東京223名・名古屋144名
３．「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準」改定講習会 
 参加者数：東京123名
４．講習会「大振幅地震動と建築物の耐震性評価 －巨大海溝型地震・内陸地震に備えて」
  参加者数：東京 206 名・大阪 84 名

５．「免震構造設計指針」改定講習会 
 参加者数：東京226名・名古屋58名・大阪84名
６．講習会「長周期地震動と超高層建物の対応策 －専門家として知っておきたいこと」
  参加者数：東京 249 名・名古屋 62 名・大阪 86 名

７．講習会「合成構造設計規準ならびに鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準」 
 参加者数：東京254名・名古屋83名・大阪109名・広島59名・福岡89名
８．講習会「既存コンクリートブロック塀の耐震診断指針」 参加者数：東京109名
９．e ラーニング講習会「鋼構造設計規準 －許容応力度設計法」 

2013年4月1日～2014年3月31日間の参加者数：18名
10．eラーニング講習会「仮設構造物計画の手引き」 

2013年4月1日～2014年3月31日間の参加者数：89名
11．eラーニング講習会「地盤アンカーの設計・施工に関するQ&A」 

2013年4月1日配信開始～2014年3月31日間の参加者数：13名

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数 9 回（うち 1 件は他の委員会と共同開催） 

１．第59回構造工学シンポジウム（日本学術会議関連事業） 参加者数：436名
『同名資料』 
『構造工学論文集Vol.59B』 
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２．建築構造設計における冗長性とロバスト性シンポジウム 参加者数： 59名
『同名資料』 

３．第33回地盤震動地域交流会（2013） 参加者数： 92名
４．コロキウム「構造形態の解析と創生2013」（［情報システム技術委員会］アルゴリズ

ミック･デザイン応用小委員会と共同開催） 参加者数： 85名
『同名資料』 

５．第10回複合・合成構造の活用に関するシンポジウム（土木学会と共催） 
『第10回複合・合成構造の活用に関するシンポジウム講演集』［CD-ROM］ 
 参加者数： 131名

６．第41回地盤震動シンポジウム「2011年東北地方太平洋沖地震から分かった
新たな知見と予測地震動への反映 －巨大地震に備えるための地盤震動研究（その3）」
『同名資料』 参加者数： 131名

７．小規模建築物の地盤調査法シンポジウム「宅地の液状化判定のための地盤調
査法」  参加者数： 128名
『同名資料』 

８．「シェル･空間構造」セミナー2013 －空間骨組構造の性能評価と制御 
『同名資料』 参加者数： 47名

９．シンポジウム「建築のかたちと力学的感性 －事例に学ぶデザインアプローチ」 
『同名資料』 参加者数： 47名

大会研究集会 

研究集会数 9 回 

１．PD：建物の強非線形挙動の再現における可能性と課題 
『構造部門(応用力学)パネルディスカッション資料：同上』 

２．PD：建築物の性能設計・再考 －想定外事象も踏まえて  
『構造部門(荷重)パネルディスカッション資料：同上』 

３．PD：建築基礎設計・施工のための地盤評価と活用 
『構造部門(基礎構造)パネルディスカッション資料：同上』 

４．PD：建築構造用鋼材特性の現況とその活用 
『構造部門(鋼構造)パネルディスカッション資料：同上』 

５．PD：鉄筋コンクリート造建物の等価線形化法を用いた耐震性能評価法 
『構造部門(RC 構造)パネルディスカッション資料：同上』 

６．PD：プレストレストコンクリートの設計法について考える 
『構造部門(PC 構造)パネルディスカッション資料：同上』 

７．PD：CES 造建物の構造性能評価指針(案)の制定に向けて 
『構造部門(SCCS)パネルディスカッション資料：同上』 

８．PD：免震・制振技術の現状と来るべき大地震への備え 
『構造部門(振動)パネルディスカッション資料：同上』 

９．PD：既存コンクリートブロック造の地震被害と耐震診断法 
『構造部門(壁式構造)パネルディスカッション資料：同上』 

主な活動 
問題点等 

本委員会は、わが国の建築を支える「構造」「計画・意匠」「環境」の一角を担
い、建築構造に係わる研究者・実務者達が集う場として機能してきた、傘下に13
運営委員会を擁する本会最大の常置調査研究委員会である。2009年度以来、建築
構造に関する研究開発【先進】、研究成果の社会還元【普及】、構造分野間の横断
的な取り組み【融合】を掲げて活動している。 
「構造委員会－これからの活動」（2011.9）に記したアクションプランである(A)

若年層の構造への誘い、(B)めりはりのある出版に、2013年度から（C）規準・
指針類の国外情報発信を新たに加えた。(A)については、学生達に構造の醍醐味
を感じる機会を設けるという主旨に沿って見学会を企画立案し、2012年度に続い
て2013年度大会終了翌日に大会実行委員会主催で「構造デザイン探訪ツアー」を
実施した。(B)については、出版物の時宜を得た出版・改定（訂）と品質維持をめ
ざし、刊行予定である規準・指針 6件の原稿本文を本会HPに掲載して会員から
の意見を広く募るとともに、出版物の査読や評価を実施した。（C）については、
鋼構造、鋼コンクリート合成構造、免震構造などの指針の英文化に着手した。ま
た、【融合】への取り組みの一環として構造分野間の情報交換の機会を設けた。

今後とも、東日本大震災をはじめとする巨大災害の軽減を図るための調査研究
を継続することにより、社会と国民そして世界の安全・安心に貢献したい。 
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（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 25 日作成） 

委員会名 構造委員会 委員長名：緑川光正 

運営委員会数 13 

小委員会数 70 

WG 数 79 

予算総額 22,362,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 7 点 

１．『建築技術者のためのガイドブック：小規模建築物を対象とした地盤・基礎』

２．『やさしくわかる建物振動制御』 

３．『鋼構造制振設計指針』 

４．『乗入れ構台設計・施工指針』 

５．『建築物の耐衝撃設計の考え方』 

６．『プレストレストコンクリート造建築物の性能評価型設計施工指針(案)・同
解説』 

７．『建築物荷重指針・同解説』 

講習会 

講習会数 8 回（16 会場＋e ラーニング） 

１．講習会「鋼構造制振設計指針」 参加者数：東京226名・大阪125名

２．講習会「乗入れ構台設計・施工指針」 参加者数：東京96名・大阪46名

３．講習会「建築物の耐衝撃設計を考える」 参加者数：東京148名

４．講習会「プレストレストコンクリート造建築物の性能評価型設計施工指針」
 参加者数：東京138名・大阪88名

５．2014年度支部共通事業「建築物荷重指針」改定講習会 
 参加者数：東京523名・札幌38名・仙台57名・名古屋120名・金沢27名・
 大阪175名・高知34名・広島54名・福岡86名

６．e ラーニング講習会「鋼構造設計規準 －許容応力度設計法」 
 2014年4月1日～2015年3月25日間の参加者数： 4名

７．e ラーニング講習会「仮設構造物計画の手引き」 
 2014年4月1日～2015年3月25日間の参加者数：25名

８．e ラーニング講習会「地盤アンカーの設計・施工に関する Q&A」 
  2014年4月1日～2015年3月25日間の参加者数： 2名

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数 9 回（うち 1 件は他の委員会と共同開催） 

１．第60回構造工学シンポジウム（日本学術会議関連事業） 参加者数：418名
『同名資料』 
『構造工学論文集Vol.60B』 

２．シンポジウム「建物の振動制御技術の普及と発展」 参加者数： 53名
『同名資料』 

３．第34回地盤震動地域交流会（2014）  参加者数： 85名

４．「シェル･空間構造」セミナー2014：コンクリートシェルの構造設計に関す
る動向と将来展望 参加者数： 83名
『同名資料』 
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５．コロキウム「構造形態の解析と創生2014」（［情報システム技術委員会］アルゴリズ

ミック･デザイン応用小委員会と共同開催） 参加者数： 68名
『同名資料』 

６．第 1 回シェル･空間構造チュートリアルセミナー「空間構造の耐震設計」 
『同名資料』  参加者数： 48 名

７．第42回地盤震動シンポジウム「東北地方太平洋沖地震後の想定巨大地震と予
測地震動を考える －巨大地震に備えるための地盤震動研究（その4）」 
『同名資料』 参加者数：137名

８．第 2 回シェル･空間構造チュートリアルセミナー「空間構造の最適化と制御」
『同名資料』  参加者数： 41 名

９．シンポジウム「鉄筋コンクリート部材における性能評価の現状と将来」 
『同名資料』 参加者数：117名

大会研究集会 

研究集会数 10 回 

１．研究協議会：兵庫県南部地震から20年 －建築構造のその後と展望 
『構造部門研究協議会資料：同上』 

２．PD：新潟地震から50年 －液状化地盤における基礎構造耐震設計の進展と課題 
『構造部門(基礎構造)パネルディスカッション資料：同上』 

３．PD：木造から木質構造へ －10の理論、10の技術 
『構造部門(木質構造)パネルディスカッション資料：同上』 

４．PD：塑性設計法が魅せる新たな世界 －鋼構造塑性設計指針の改定に向けて 
『構造部門(鋼構造)パネルディスカッション資料：同上』 

５．PD：既存中層 RC 建築物の等価線形化法による耐震性能評価法 
『構造部門(RC 構造)パネルディスカッション資料：同上』 

６．PD：FRP 材を用いた合成構造に関する動向と将来への展望 
『構造部門(SCCS)パネルディスカッション資料：同上』 

７．PD：オリンピック競技施設の構造デザイン 
『構造部門(シェル･空間構造)パネルディスカッション資料：同上』 

８．PD：大地震おける地盤-基礎-建物系の応答評価の現状と課題 －兵庫県南部地震

から20年を迎えるにあたって 
『構造部門(振動)パネルディスカッション資料：同上』 

９．PD：海外組積造住宅の地震災害軽減化とその課題 
『構造部門(壁式構造)パネルディスカッション資料：同上』 

10．PD：原子力発電所建築物の寿命を考える 
『構造部門(原子力建築)パネルディスカッション資料：同上』 

主な活動 
問題点等 

本委員会は、わが国の建築を支える「構造」「計画・意匠」「環境」の一翼を担

い、建築構造に係わる研究者・実務者達が集う場として機能し、傘下に13運営委

員会を擁する本会最大の常置調査研究委員会である。2009年度以来、建築構造に

関する研究開発【先進】、研究成果の社会還元【普及】、構造分野間の横断的な取

り組み【融合】を掲げて活動している。 
「構造委員会－これからの活動」（2011.9）に記したアクションプラン(A)若年層

の構造への誘い、(B)めりはりのある出版に、2013年度から(C)規準・指針類の

国外情報発信を加えた。(A)では、2012年度以来続く「構造デザイン探訪ツアー」

を2014年度大会前日に大会実行委員会主催で実施した。また、2014年度技術部

門設計競技「自然物の優れた力学的特性を取り入れた新たな構造デザイン」を実

施した。(B)では、時宜を得た出版・改定(訂)と品質維持をめざし、出版予定で

ある規準・指針 4件の原稿本文を本会HPに掲載して会員からの意見を広く募る

とともに、出版物の査読や評価を実施した。さらに『東日本大震災合同調査報告：

建築編2・3・5』を刊行した。(C)では、鋼構造、鋼コンクリート合成構造、免

震構造、仮設構造関連の規準・指針の英文化を引き続き行った。また、【融合】

への取り組みの一環として構造分野間の情報交換の機会を設けた。 
今後とも、東日本大震災をはじめとする巨大災害の軽減を図るための調査研究

を継続し、社会と国民そして世界の安全・安心に貢献したい。 
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　　　　　　　　　　2015年3月25日現在

荷重運営委員会

2014年度構造委員会　組織図

構造工学論文集編集小委員会

構造設計・解析の最適化理論応用小委員会

「都市機能の維持・回復のための調査・研究」研究監視委員会

応用力学運営委員会

不整形構造物のモデリング検討小委員会

構造物のレジリエンス評価小委員会

耐衝撃性能評価小委員会 耐衝撃設計法活用検討ＷＧ

強非線形問題の理論と応用小委員会

荷重指針関連資料編集ＷＧ

信頼性工学利用小委員会 建築物荷重指針第2章改定作業ＷＧ

信頼性工学動向調査研究ＷＧ

耐震設計における地震荷重検討小委員会

風荷重小委員会 設計風速ＷＧ

風力係数・風圧係数ＷＧ

風応答ＷＧ

ＣＦＤガイドラインＷＧ

雪荷重・対雪設計小委員会 対雪設計技術ＷＧ

風疲労ＷＧ

実大ストームシミュレータ検討ＷＧ

温度荷重小委員会

構造本委員会
固定・積載荷重小委員会

建築物の減衰機構とその性能評価小委員会 各種建築物の実測データベースによる減衰評価ＷＧ

耐震耐風設計における減衰機構ＷＧ

地盤と建物の動的相互作用による減衰評価ＷＧ

津波荷重小委員会

小規模建築物地盤調査小委員会

杭基礎の耐震設計法小委員会 杭の耐震設計ＷＧ

建築基礎構造設計指針改定小委員会 基礎構造の計画ＷＧ

基礎構造の地震力評価ＷＧ

地盤モデルＷＧ

直接基礎ＷＧ

基礎構造運営委員会
杭鉛直ＷＧ

擁壁ＷＧ

基礎構造の施工管理ＷＧ

異種基礎ＷＧ

パイルド・ラフトＷＧ

地震時土圧ＷＧ

液状化対策小委員会

地盤評価刊行小委員会

木質構造災害ＷＧ

木質構造設計規準改定骨子作成ＷＧ

ＣＬＴ構造設計資料作成小委員会

木質構造運営委員会

木質構造材料・接合部の変形破壊小委員会 木質構造の変形破壊資料編集ＷＧ

大規模木質構造設計法小委員会

伝統的木造構法の構造要素設計法小委員会

耐震要素・構造システム評価小委員会 木質ラーメン設計法ＷＧ

小規模木質制振構造ＷＧ

木質構造の振動障害に関する小委員会

鋼構造関連規準・指針の英文化ＷＧ

鋼構造座屈小委員会

鋼構造接合小委員会 鋼構造柱脚ＷＧ

鋼構造運営委員会

梁端混用接合ＷＧ

鋼構造素材小委員会

鋼構造制振小委員会

鋼構造耐火設計小委員会

鋼構造環境小委員会

鋼構造塑性設計小委員会

津波荷重シミュレーションＷＧ

木質構造振動障害データ解析ＷＧ
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鉄筋コンクリート構造
運営委員会

振動運営委員会

ＲＣ規準改定ＷＧ

ＲＣ規基準の英文化ＷＧ

過大外力対応課題検討ＷＧ

等価線形化法に基づく耐震性能評価指針作成小委員会 等価線形化法に基づく地震応答評価法ＷＧ

等価線形化法に基づく耐震性能評価指針原案作成ＷＧ

等価線形化法に基づく耐震性能評価指針設計例作成ＷＧ

梁柱部材性能評価ＷＧ

壁部材性能評価ＷＧ

柱梁接合部性能評価ＷＧ

保有水平耐力計算規準小委員会 保有水平耐力規準ＷＧ

保有水平耐力規準設計例ＷＧ

鉄筋コンクリート部材性能小委員会 ＲＣ部材性能調査ＷＧ

ＲＣ基礎構造部材の耐震設計指針編集ＷＧ

既存中層ＲＣ建物の耐震性能評価小委員会 既存中層評価法ＷＧ

既存中層評価例作成ＷＧ

ＰＣ耐震設計小委員会

プレストレストコンクリート
構造運営委員会

ＰＣ規準指針小委員会 ＰＣ材料・施工ＷＧ

ソケット基礎設計・施工ＷＧ

ＰＣ部材構造性能評価小委員会 ＰＣ実験データベースＷＧ

ＰＣ常時荷重設計法小委員会

合成構造の地震被害対策ＷＧ

ＳＲＣ規準英文化ＷＧ

鋼とコンクリートの機械的ずれ止めＷＧ

鋼コンクリート合成構造
運営委員会

柱ＲＣ梁Ｓ混合構造の設計指針検討ＷＧ

合成構造規準国際標準化検討小委員会

ＣＥＳ構造性能評価指針検討小委員会

ＣＦＴ構造設計規準検討小委員会

ＦＲＰ合成構造の建築への適用性検討小委員会

シェル・空間構造ホームページＷＧ

ラチスシェル屋根構造設計指針出版ＷＧ

国際学術交流ＷＧ

立体骨組構造小委員会 柔および剛な立体構造の形態と力学特性ＷＧ

シェル・空間構造
運営委員会

耐震診断・改修小委員会

ＲＣシェル構造小委員会

構造設計小委員会

衝撃作用連成問題小委員会

空間構造における数値解析小委員会

ケーブル・膜構造小委員会 ケーブル指針改定編集ＷＧ

構造形態の解析と創生小委員会

大振幅予測地震動に対する耐震設計法検討小委員会 南海トラフ巨大地震に対する耐震設計検討ＷＧ

地盤震動小委員会 地盤震動シンポジウム企画ＷＧ

強震波形作成と利活用ＷＧ

地盤基礎系振動小委員会

免震構造小委員会 免震構造設計指針英文化ＷＧ

免震観測記録分析ＷＧ

建物の振動制御性能評価小委員会

強震観測小委員会 強震観測アーカイブ検討ＷＧ

山留め指針小委員会 近接山留めの手引き編集ＷＧ

構造モニタリング小委員会

地盤アンカー指針改定小委員会 地盤アンカー設計ＷＧ

期限付き建築物構造性能小委員会

地盤アンカー施工ＷＧ

仮設構造計画小委員会

仮設構造運営委員会
山留め計画・管理ＷＧ

山留め設計ＷＧ

地下水・周辺影響ＷＧ

維持管理指針改定準備ＷＧ

鉄筋コンクリート組積造構造設計･計算規準原案検討ＷＧ

壁式構造運営委員会

既存補強コンクリートブロック造耐震診断指針作成小委員会

壁式鉄筋コンクリート造設計・計算規準検討小委員会 壁式鉄筋コンクリート造設計・計算規準設計例作成ＷＧ

海外組積造耐震性検討小委員会

ＲＣ厚肉床壁接合部の構造性能検討ＷＧ鉄筋コンクリート厚肉壁式床壁構造設計指針作成小委員会

原子力建築運営委員会
耐震構造評価小委員会 裕度評価検討ＷＧ

原子力建築物維持管理小委員会

57



構造本委員会

役職 氏名 所属

委員長 緑川 光正 北海道大学大学院　工学研究院建築都市空間デザイン部門

幹事 加藤 研一 小堀鐸二研究所　地震地盤研究部

幹事 塩原 等 東京大学　工学系研究科建築学専攻

幹事 竹脇 出 京都大学　工学研究科建築学専攻

荒木 秀夫 広島工業大学　工学部・建築工学科

五十田 博 京都大学　生存圏研究所

伊藤 優 （株）日本設計　構造設計群

稲井 栄一 山口大学　大学院理工学研究科建築デザイン工学分野

井上 正文 大分大学工学部福祉環境工学科／建築コース　工学部

植松 康 東北大学　大学院工学研究科都市・建築学専攻

大崎 純 広島大学　大学院工学研究科建築学専攻

甲斐 芳郎 高知工科大学　システム工学群

河野 昭彦 九州大学　大学院人間環境学研究院都市建築学部門

北山 和宏 首都大学東京　都市環境学部建築都市コース

小林 克巳 福井大学　工学部建築建設工学科

佐藤 秀人 日本大学　短期大学部建設学科

實松 俊明 鹿島建設（株）　技術研究所建築構造グループ地盤基礎チーム

吹田 啓一郎 京都大学　大学院工学研究科建築学専攻

高田 毅士 東京大学　大学院工学系研究科建築学専攻

多田 元英 大阪大学　大学院工学研究科地球総合工学専攻

時松 孝次 東京工業大学　理工学研究科建築学専攻

西山 峰広 京都大学　工学研究科建築学専攻建築構法学講座

深井 悟 （株）日建設計

前田 亮 国土交通省住宅局建築指導課

溝口 光男 室蘭工業大学　大学院工学研究科くらし環境系領域

宮本 裕司 大阪大学大学院工学研究科　地球総合工学専攻建築工学部門

元結 正次郎 東京工業大学　大学院人間環境システム専攻

森 保宏 名古屋大学大学院　環境学研究科都市環境学専攻

合計 28名
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構造委員会 応用力学運営委員会 活動概況（2013～2014年度）

主査・幹事名： ［主査］元結正次郎 ［幹事］高田 毅・荒木慶一・西田明美

傘下の小委員会一覧：
 構造設計・解析の最適化理論応用小委員会（主査：高田豊文）

 不整形構造物のモデリング検討小委員会（主査：山田耕治）

 構造物のレジリエンス評価小委員会（主査：竹脇出）

 耐衝撃性能評価小委員会（主査：濱本卓司）

 強非線形問題の理論と応用小委員会（主査：元結正次郎）

出版物一覧：
 『建築形態と力学的感性』
 『建築物の耐衝撃設計の考え方』

講習会・シンポ開催一覧：

 コロキウム「構造形態の解析と創生2013」（2013年10月31日）［共同開催］

 コロキウム「構造形態の解析と創生2014」（2014年11月6日）［共同開催］

 講習会「建築物の耐衝撃設計を考える」（2015年1月19日）

大会PD開催一覧：
 2013年度「建物の強非線形挙動の再現における可能性と課題」

構造委員会 応用力学運営委員会 一押しの成果をふたつ

2014年
9月26日～28日開催
主幹事学会として取りまとめ

1次審査6月10日
2次審査7月 8日

自然物が有する優れた力学的特性のうち如何なる特性を抽出し、これを建
築構造に如何に取り込むか

構造委員会 荷重運営委員会 活動概況（2013～2014年度）

主査・幹事名： ［主査］高田毅士 ［幹事］山村一繁・平田京子

小委員会一覧：信頼性工学利用小委員会、固定・積載荷重検討小委員会、耐
震設計における地震荷重検討小委員会、風荷重小委員会、雪荷重・対雪設計小
委員会、温度荷重小委員会、建築物の減衰機構とその性能評価小委員会、津波
荷重小委員会

出版物一覧：
・『建築物荷重指針・同解説』（2015、津波、衝撃荷重の追加、660頁）

講習会・シンポ開催一覧：
・「建築物荷重指針」改定講習会（9支部、参加者1,114名）

大会PD開催一覧：
・2013年度「建築物の性能設計・再考－想定外事象も踏まえて 」（参加者135名）

WEB公開：
・信頼性工学に関する最新動向調査

他学会との連携：ISO規準改定活動への参画（ISO4355雪荷重、ISO2394設計の基
本、ISO3010地震荷重等々）

構造委員会・荷重運営委員会
『建築物荷重指針・同解説（660頁）』の出版と

9支部講習会（1,114名の参加者）の実施

『建築物荷重指針・同解説(2015)』主要な改定項目
１）偶発荷重の考え方の導入、
２）津波荷重、衝撃荷重の章を追加、
３）建物性能にロバスト性を追加したこと、
４）国の地震本部の地震ハザード評価結果の活用

講習会風景（東京会場)

構造委員会 基礎構造運営委員会 活動概況（2013～2014年度）

主査・幹事名： ［主査］時松孝次 ［幹事］田村修次・鈴木康嗣

傘下の小委員会一覧（WGは省略）：
建築基礎構造設計指針改定小委員会（10WG）

小規模建築物地盤調査小委員会
杭基礎の耐震設計法小委員会（1WG）

液状化委員会（2013年度） → 液状化対策小委員会（2014年度）

パイルド・ラフト基礎の設計法検討小委員会（2013年度）

地盤評価刊行小委員会

出版物一覧：

『東日本大震災合同調査報告 建築編5：建築基礎構造ほか』（2015年3月）

講習会・シンポ開催一覧：

小規模建築物の地盤調査法シンポジウム「宅地の液状化判定のための地盤調
査法」 （2013年度，参加者128名）

大会PD開催一覧：
2013年度「建築基礎設計・施工のための地盤評価と活用」

（参加者253名，資料310部完売）

2014年度「新潟地震から50年－液状化地盤における基礎構造耐震設計の進展と課題－」

（参加者317名，資料500部完売）

構造委員会 基礎構造運営委員会 一押しの成果

東日本大震災の液状化・杭基礎被害の調査・検討と合同調査報告の刊行

・広域の液状化被害を受け，被害実態の把
握・メカニズム解明・液状化判定法の確
認・液状化対策効果の検討などを行った。
→合同調査報告， 2014大会PD

・震動及び津波による杭基礎被害を調査・
検討し,メカニズム解明・復旧事例の検討・
設計法の検討などを行った。
→合同調査報告，2015大会PD(予定)

戸建て住宅の液状化被害状況
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構造委員会 木質構造運営委員会 活動概況（2013～2014年度）

主査・幹事名： ［主査］五十田博（京都大学）

［幹事］藤田香織（東京大学）・槌本敬大（建築研究所）

傘下の小委員会・WG一覧：

木質構造災害WG／木質構造設計規準改定骨子作成小委員会／CLT
構造設計資料作成小委員会／木質構造材料・接合部の変形破壊小委
員会－木質構造の変形破壊資料編集WG／大規模木質構造設計法小
委員会／伝統的木造構法の構造要素設計法小委員会／耐震要素・構
造システム評価小委員会－木質ラーメン設計法WG、小規模木質制振
構造WG／木質構造の振動障害に関する小委員会－木質構造振動障
害データ解析WG

大会PD開催一覧：
木造から木質構造へ 10の技術・10の理論

その他：
文部科学省委託 JIS-A3301（木造校舎の構造設計標準）改正原案作成

構造委員会 木質構造運営委員会 一押しの成果

JIS-A3301「木造校舎の構造設計標準」の31年ぶりの大改訂作業
JIS-A3301 主な改訂内容
・オープンスペース付タイプや大部屋タイプなど、ユニット形状の種類と数を増加
・荷重条件の見直し（重要度係数1.25による耐震設計）
・材料、構法を現代の標準的なものに更新（集成材・機械プレカット加工の導入）
・高耐力の耐力壁や柱脚金物を開発し、誰でもオープンに利用できるよう標準化
・流通材とプレカットを用いた屋根トラスの12ｍスパンサイズまでの標準化

１６０ｋN用柱脚金物
「WHDB160」

壁倍率15倍相当の高耐力壁の標準化 流通材と機械プレカット加工による屋根トラス

構造委員会 鋼構造運営委員会 活動概況（2013～2014年度）

主査・幹事名： ［主査］多田元英 ［幹事］吹田啓一郎・井戸田秀樹・宇佐美徹

傘下の小委員会・WG一覧： 鋼構造座屈、鋼構造接合（鋼構造柱脚WG、

梁端混用接合WG）、鋼構造制振（鋼構造制振設計指針編集WG）、
鋼構造耐火設計、鋼構造環境、鋼構造素材、鋼構造塑性設計、

鋼構造関連規準・指針の英文化WG

出版物一覧： 『鋼構造の座屈に関する諸問題2013』（2013.6）

『鋼構造制振設計指針』（2014.11）

講習会・シンポ開催一覧：
講習会「鋼構造の座屈に関する諸問題2013」

参加者：377名（東京233名、名古屋144名）

講習会「鋼構造制振設計指針」

参加者：351名（東京226名、大阪125名）

eラーニング講習会「鋼構造設計規準 －許容応力度設計法－」

参加者：2013年度18名、2014年度4名《1月末時点》

大会PD開催一覧：
2013年度「建築構造用鋼材特性の現況とその活用」
2014年度「塑性設計法が魅せる新たな世界－鋼構造塑性設計指針の改定に向けて－」

構造委員会 鋼構造運営委員会 一押しの成果

『鋼構造制振設計指針』の新刊

鋼材ダンパー（座屈拘束ブレース，せん断パ
ネルなど）をエネルギー吸収部材として利用
することで、

・設計者が設定した層間変形角以下に構造
物の水平変形を抑制し、

・柱や梁からなる主架構の損傷を抑えること
ができる設計方法を提示し、

・豊富な解説、評価方法および設計例ととも
に取りまとめています。

 2014年11月：新規刊行

 講習会の実施
参加者：351名（東京226名、大阪125名）

構造委員会 鉄筋コンクリート構造運営委員会 活動概況（2013～2014年度）

主査・幹事名： ［主査］塩原 等 ［幹事］倉本 洋・河野 進・前田匡樹

傘下の小委員会・WG一覧（WG一部省略）：
以下の規準または指針(仮題)の出版を目指し、各担当小委員会、WGが中心になって原案
作成作業、審議中。

保有水平耐力計算規準小委員会『鉄筋コンクリート建物の保有水平耐力計算規準
（案）・同解説』（新規）

等価線形化法に基づく耐震性能評価指針作成小委員会『鉄筋コンクリート建物の等価
線形化法に基づく耐震性能評価指針』 （新規）

既存中層RC建物の耐震性能評価小委員会『中層既存鉄筋コンクリート造改修建物の耐
震性能評価指針』 （新規）

RC基礎構造部材の耐震設計指針編集WG 『鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計
指針（案）・同解説』 （新規）

RC規準改定WG 『鉄筋コンクリ－ト構造計算規準・同解説（2010）』 （改定）

講習会・シンポ開催一覧：
 鉄筋コンクリート構造シンポジウム「鉄筋コンクリート部材における性能評価の現状と将

来（その1）」(参加者117名)

大会PD開催一覧：
2013年度「鉄筋コンクリート造建物の等価線形化法を用いた耐震性能評価法」

2014年度「既存中層鉄筋コンクリート造建物の等価線形化法を用いた耐震性能評価法 」

構造委員会 鉄筋コンクリート構造運営委員会 一押しの成果

『鉄筋コンクリート構造保有水平耐力規準（案）・同解説』

 最新の研究成果に基づく、増分
解析方法を用いた架構の保有水
平耐力計算方法

 多くの部材構造実験データに基づ
く部材種別の実用的な判定方法

 層水平耐力の確保など全体崩
壊形を保証する架構の具体的な
設計法

 一次設計における鉄筋コンク
リート構造計算規準と同様に、二
次設計における保有水平耐力計
算に関して具体的に記述された
初めての本会計算規準。（2015
年中刊行を目指して、構造委員
会査読中）

・・ 特徴 ・・ 本規準(案)の条文構成

1) コンピューターの発達により増分解析と一貫構造計算が主流化、
2) 中高層RC造の増加 、3)運用における課題と矛盾の蓄積、 4)性能
規定化の要望

・・ 刊行の必要性
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構造委員会 プレストレストコンクリート構造運営委員会 活動概況（2013～2014年度）

主査・幹事名： ［主査］深井 悟 ［幹事］岸本一蔵・河野 進・菅田昌宏

傘下の小委員会・WG一覧：
PC耐震設計小委員会
PC規準指針小委員会

PC材料・施工WG
ソケット基礎設計・施工WG

PC部材構造性能評価小委員会

PC実験データベースWG
PC常時荷重設計法小委員会

出版物一覧：
『プレストレストコンクリート造建築物の性能評価型設計施工指針（案）・同解説』

講習会・シンポ開催一覧：
講習会「プレストレストコンクリート造建築物の性能評価型設計施工指針」

大会PD開催一覧：
2013年度「プレストレストコンクリートの設計法について考える」

構造委員会 プレストレストコンクリート構造運営委員会

『プレストレストコンクリート造建築物の性能評価型設計施工指針（案）・同解説』刊行

残留変形の推定法の提案PCからPRCの連続した設計法の提案

各限界状態に対する限界変形角の提案

柱梁接合部の設計法の提案

構造委員会 鋼コンクリート合成構造運営委員会 活動概況（2013～2014年度）

主査・幹事名： ［主査］ 河野昭彦 ［幹事］倉本 洋・藤永 隆

傘下の小委員会・WG一覧：
CES構造性能評価指針検討小委員会
FRP合成構造の建築への適用性検討小委員会
合成構造規準国際標準化検討小委員会
CFT構造設計規準検討小委員会、そのほか5WG

出版物一覧：
『合成構造設計規準』（2014年1月）

『鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説』（2014年1月）

『東日本大震災合同調査報告 建築編：2 鉄骨鉄筋コンクリート造建築物』
（2014年3月脱稿）

講習会・シンポ開催一覧：
講習会「合成構造設計規準ならびに鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準」
（2014年1月～2月：東京，名古屋，大阪，福岡，広島）

大会PD開催一覧：
2013年度「CES造建物の構造性能評価指針(案)の制定に向けて」
2014年度「FRP材を用いた合成構造に関する動向と将来への展望」

意匠性

軽量性

耐食性

構造委員会 鋼コンクリート合成構造運営委員会 一押しの成果

FRP合成構造の建築への適用性検討小委員会

2014年度大会PD
FRP材料の周知と特徴の説明を行うとともに，耐震補強・土木構造の
例・建築合成構造の例（設備の支持構造も含む）と設計上の留意点・
問題点を整理し，今後の展望についてディスカッションした。
今後，設計ガイドブック等の出版物へ繋げていく予定

FRPとは？ → Fiber Reinforced Plasticの略で，
樹脂を炭素・ガラス等の繊維で強化した複合材料．新建築合成構造材料として期待されている．

材料の特徴；軽量・高強度・高耐食性
応用への課題；接合・設計法・耐熱性

先行する適用分野
宇宙航空・車輌・建築設備・土木構造・補修補強

透光性耐震壁

FRP骨組構造の
人力組立・一括架設

太陽光パネル架台

FRP材料の特徴を活かした
構造が，構造システム・施
工の革新に繋がるのでは

1本あたり
の強度

ボルト等
の径

接合法・接合設
計法は体系化
されておらず
FRP構造設計

の課題

高力
ボルト

中ボルト
リベット

ビス

構造委員会 シェル・空間構造運営委員会 活動概況（2013～2014年度）

［主査］大崎 純 ［幹事］谷口与史也・河端昌也・中澤祥二

1. 8つの小委員会および7つのWGで活動
小委員会：立体骨組構造、 空間構造における数値解析、 構造設計、

耐震性能評価（耐震診断・改修）、 衝撃作用連成問題、

構造形態の解析と創生、 ケーブル・膜構造、 RCシェル構造

2. 出版物
『ラチスシェル屋根構造設計指針・同解説』を2015年に発刊予定

3. セミナー、シンポジウム、コロキウム
計5回のセミナー、コロキウムを実施．延べ372名の参加

4. 大会パネルディスカッション
2014年度大会(近畿)：「オリンピック競技施設の構造デザイン 」（参加者351名）

5. 国際活動
国際学術交流WGを中心に、国際シェル空間構造学会（IASS）、アジア太平洋
シェル・空間構造会議（APCS）の日本側となり、運営委員として参加．
2回の国際会議 (2013/Wroclaw, Poland, 2014/Bｒasilia, Brazil) を実施．

2014年大会PD 「オリンピック競技施設の構造デ

ザイン 」 （参加者351名）

2013年，2014年IASS国際会議の開催支援

コロキウム構造形態の解析と創生2014

入選作品

構造委員会 シェル・空間構造運営委員会 活動概況（2013～2014年度）
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構造委員会 振動運営委員会 活動概況（2013～2014年度）

主査・幹事名： ［主査］ 宮本裕司 ［幹事］大野 晋・加藤研一・長島一郎

傘下の小委員会一覧（WG省略）：大振幅予測地震動に対する耐震設計法検討、
地盤震動、地盤基礎系振動、免震構造、建物の振動制御性能評価、強震観測、
構造モニタリング

出版物一覧：
『大振幅地震動と建築物の耐震性評価 －巨大海溝型地震・内陸地震に備えて－』
『免震構造設計指針（第 4 版）』
『やさしくわかる建物振動制御』

講習会・シンポ開催一覧：
【講習会】 大振幅地震動と建築物の耐震性評価、 免震構造設計指針
【シンポジウム】 2011年東北地方太平洋沖地震から分かった新たな知見と予測

地震動への反映、東北地方太平洋沖地震後の想定巨大地震と予測地
震動を考える、建物の振動制御技術の普及と発展

大会PD開催一覧：
2013年度「免震・制振技術の現状と来るべき大地震への備え」
2014年度「大地震における地盤-基礎-建物系の応答評価の現状と課題 －兵庫県

南部地震から20年を迎えるにあたって－」

WEB公開：強震観測の普及にむけたオンライン版「強震観測の手引」

構造委員会 振動運営委員会 一押しの成果

兵庫県南部地震から20年、二つの大震災の教訓
として、設計レベルを超える大振幅地震動に対す
る委員会活動を進めた。

振動運営委員会が関係する震源－深部、表層地
盤－基礎－上部構造（免震、制震）－強震観測、
モニタリングの各分野での成果は以下の通り。

①震源特性と深部・表層地盤増幅特性を取り入れた強震動予測の総括と高度化
「2011年東北地方太平洋沖地震から分かった新たな知見と予測地震動への反映」
「東北地方太平洋沖地震後の想定巨大地震と予測地震動を考える」シンポの開催
②地盤-基礎間の非線形相互作用による建物への実効入力動の把握と、杭基礎
被害の解明研究の促進
③強震観測網のデータベース化と、被災度判定モニタリング研究の促進
「強震観測の普及にむけた強震観測の手引」のWEB公開
④建物応答制御のための免震・制震技術の普及促進と免震設計指針の改定
『免震構造設計指針（第 4 版）』 『やさしくわかる建物振動制御』の出版

「建物の振動制御技術の普及と発展」シンポの開催
⑤都市直下と海溝型の極大地震に対する応答評価法と損傷クライテリアの総括
『大振幅地震動と建築物の耐震性評価』の出版

構造委員会 仮設構造運営委員会 活動概況（2013～2014年度）

主査：佐藤秀人（日本大学）

幹事：室井 博（鹿島建設）・軽部正彦（森林総合研究所）

傘下の小委員会・WG一覧：
仮設構造計画小委員会 （主査：室井 博（鹿島建設））

乗入れ構台WG

期限付き建築物構造性能小委員会 （主査：辻 聖晃（京都大学））

山留め指針小委員会 （主査：桂 豊（清水建設））
近接山留めの手引き編集WG，山留め計画・管理WG，山留め設計WG，地下水・周辺影響WG

地盤アンカー指針改定小委員会 （主査：佐藤秀人（日本大学））
地盤アンカー設計WG，地盤アンカー施工WG

出版物一覧：

『期限付き建築物設計指針』 2013年 4月刊行
『乗入れ構台設計・施工指針』 2014年11月刊行

講習会・シンポジウム開催一覧：

講習会「期限付き建築物設計指針」（東京：2013/04/17）

講習会「乗入れ構台設計・施工指針」（東京：2014/11/26，大阪：2014/12/10）

構造委員会 仮設構造運営委員会（主な成果）

『期限付き建築物設計指針』
2013年4月刊行

『乗入れ構台設計・施工指針』

2014年11月刊行

2013/5/2付
『建設通信新聞』
に記事掲載

2013/04/17 講習会（東京）
66名参加

【英語版準備中】

2014/11/26 講習会（東京）

96名参加

2014/12/10 講習会（大阪）
46名参加

構造委員会 壁式構造運営委員会 活動概況（2013～2014年度）

主査・幹事名：稲井栄一(2013-2014主査)   楠 浩一(2013-2014幹事)

黒木正幸(2013-2014幹事)   時田伸二(2013-2014幹事)

傘下の小委員会・WG一覧：

・海外組積造耐震性検討小委員会（2011-2014）

・壁式鉄筋コンクリート造設計・計算規準検討小委員会（2013-2016）

・壁式鉄筋コンクリート造設計・計算規準設計例作成WG（2013-2015）

・既存補強コンクリートブロック造耐震診断指針作成小委員会（2013-2014）

・鉄筋コンクリート厚肉壁式床壁構造設計指針作成小委員会（2014-2017）

・鉄筋コンクリート組積造構造設計･計算規準原案検討WG （2013-2014）

・東日本大震災壁式構造調査報告書作成WG （2012-2013）

出版物一覧：
・『既存コンクリートブロック塀の耐震診断指針（案）・同解説』 （2014年1月)

・『東日本大震災合同調査報告 建築編2：壁式構造・組積造 ほか 』（2015年1月)

講習会・シンポ開催一覧：

・講習会「既存コンクリートブロック塀の耐震診断指針」(2014月3月)

大会PD開催一覧：

・2013年度「既存コンクリートブロック造の地震被害と耐震診断法」
・2014年度「海外組積造住宅の地震災害軽減化とその課題」

構造委員会 壁式構造運営委員会 一押しの成果

『既存コンクリートブロック塀
の耐震診断指針(案)・同解説』

（2014年1月)

診断法の流れおよび判定と対策
①１次診断
１次調査に基づく１次耐震性能指標(Ps1)
(外観、形状、経年、直交壁を考慮)
Ps1＜0.4→対策:(緊急に)建替または除去
Ps1≧0.4→2次診断へ

②２次診断
精密調査の結果を加えた２次耐震性能指標(Ps2)

（地盤、基礎、鉄筋、定着、錆の状況等を考慮）
0.8≦Ps2≦1.0→判定:危険性小、 対策：現状維持
0.6≦Ps2＜0.8→判定:要注意、 対策：要改修
0.4≦Ps2＜0.6→判定:注意、 対策：改修
0.2≦Ps2＜0.4→判定:危険、対策：要建替・要除去

Ps2＜0.2→対策：(緊急に)建替・除去

特徴：これまでのブロック塀の地震
被害状況と整合する耐震性能指標を
構築し、耐震性能判定を行うと同時
にその対策をまとめている。

普及策：診断用の
Excel Fileを運営委
員会HP上で公開し
ている。
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構造委員会 原子力建築運営委員会 活動概況（2013～2014年度）

主査 ： 北山 和宏 （首都大学東京）

幹事 ： 中川 進一郎 （中部電力）

傘下の小委員会・WG一覧：
○耐震構造評価小委員会

裕度評価検討WG
○原子力建築物維持管理小委員会

維持管理指針改定準備WG

出版物一覧：
○2013.8.10 『原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規格・同解説（改定版）』

講習会・シンポ開催一覧：
○2013.8.8 「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準」改定講習会

大会PD開催一覧：
○2014年度 「原子力発電所建築物の寿命を考える」

構造委員会 原子力建築運営委員会 一押しの成果

2014年度大会（近畿）PD「原子力発電所建築物の寿命を考える」

原子力建築物の寿命について

○建物の寿命は建屋内機器の寿命や、
その他の要因（コスト等）で決まることが多い。

○コンクリート構造物は維持管理がしっかり
されていれば100年はもつ。

○寿命は年数で決めるものではなく、
想定する期間においてきちんと安全性を
確保する維持管理が必要。
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伝統的木造住宅の温熱環境と省エネルギー特別研究委員会
（２０１３－２０１４年度）

報告 （２０１５年３月２５日）

目的と背景

・地球環境負荷軽減という社会的要請に応えるため、新しい省エネル
ギー基準が制定され、義務化への動きもある。

・伝統的木造住宅には、新しい省エネルギー基準の適用によって、本来
の魅力を失うという危機感がある。

・伝統的木造住宅の固有の価値を評価しつつ、温熱環境と省エネルギー
面の課題を整理する。

・木造住宅の温熱環境評価や省エネルギー評価の可能性を、既存の研究
や実践事例の調査を通じて明らかにした。

「住宅・建築物の省エネルギー基準」：
「エネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断
の基準」とされてきた国の基準が改訂され、非住宅建築物に対しては、平成
２５年４月から、住宅に対しては平成２５年１０月から適用されることに
なっている。義務化になる可能性もある。

改訂の も大きい特徴：
１）建物で消費される１次エネルギー量で評価する。
２）建物外皮の性能（熱貫流率や日射熱取得）で評価する。
３）義務化になる可能性がある。

省エネ基準対応度 高い
デザインツールの工夫で対応可能
簡略な評価法が必要
伝木の価値が下がらない

省エネ基準対応度 低い

新省エネ基準を巡る様々な立場（概念図）
現状の省エネルギー基準の評価になじまないため、基準不適合となる例がある一方で、
省エネルギー基準に適合する例も多い。

外皮性能高い外皮性能低い

外皮性能が低くてもエネルギー消費は少ない
外皮性能が低くても快適
基準対応で伝木の価値が下がる

●論点
（黒字は基準の主旨。赤字は修正を求める意見）

１）地球環境負荷（地球温暖化ガス排出量）の削減
・削減効果が大きい運用エネルギー消費を評価
・木材の炭素固定効果も評価すべきである。
・林業の治山・治水効果も評価すべきである。

２）国民レベルでの居住環境水準の向上
・劣悪な温熱環境発生の防止（社会的弱者の保護）
・健康性、快適性の評価基準は一律ではない。

３）暖冷房に関する省エネルギーの評価
・外皮の性能基準によって評価できる
・一定の室温を確保できる
・省エネルギーの方法は外皮強化の他にもある
・部分暖房、局所暖房（こたつなど）は不可か？
・室温だけでは健康性・快適性は判断できない。
注：間欠暖房のモード設定など、住まい方によっては外皮性能と

消費エネルギーの相関性は小さくなる場合もある）

４）健康性に関する評価
・冬季の疾病の原因になっている住戸内の温度ムラが解消できる
・温度変動はかならずしも不健康ではない

（延命治療のような人工的健康維持は不健康である）
５）快適性に関する評価

・一定の快適さは確保できる
・快適性評価は多様で、個人個人の嗜好の差も大きい。

（「あはれ」「わび」「さび」などの伝統的情感は、定量的評価
になじまない）

（温暖地における快適さの科学的解明は今後の課題である）
６）建築意匠に関する評価

・外皮性能基準は、意匠の自由度を奪う
・伝統的技術の保存・継承が不可能になり、文化的損失となる。
・伝統的な木造住宅の定義は多様である
（新しい省エネ基準は、既存住宅は適用対象としていない）

まとめ

「日本という気候風土で形成されてきた伝統木造住宅の多様な価値
を損なわないように、省エネ基準をつくることができるか」という
ことに関して、課題の抽出と整理をした

●住宅におけるエネルギー消費の削減や、劣悪な住宅の供給を防ぐ
といった観点から、基準は有効である

●基準はもっと多様・柔軟であるべきであるとの要望がある。
・設計手法、環境の質の評価、ライフスタイル、地域性の多様

性を許容すべきである。
・地域ごとの設定や個人の判断をゆだねる選択もある。
・代替案の根拠となる科学的分析は十分ではない。

●科学的分析になじみにくい歴史・文化的要素をどのように社会制
度に組み込むか、さらに論議が必要である。
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2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

空間更新手法“TRADE”の開発研究［若手奨励］特別研究委員会

2015年3月25日

委員長 落合 正行（日本大学）

2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 委員会概要

≫ 委員会の問題意識

建築や都市において大小問わず個別の計画が、敷地単体での利益の追求に終始し、都市全

体の価値向上に繋がっていない。

→ 複数計画を同時に取り扱う「トレード」手法の開発

≫ 委員会の目的

都市ストックの再編と更新を行うための手法「トレード」を開発し、具体的なケーススタディを通し

て「トレーディング・シティ」の姿を提示する。

委員長

落合 正行 日本大学理工学部まちづくり工学科 …まちづくり、コミュニケーションデザイン

幹事

雨宮 知彦 ユニティデザイン …建築設計、再生建築

委員

江口 亨 横浜国立大学大学院 …建築ストック活用・コンバージョン

岡部 友彦 コトラボ合同会社 …まちづくり、地域活性化

川上 恭輔 株式会社NTTファシリティーズ …エネルギー事業

小林 国弘 kbysknhr design …企画、経営コンサルティング

須之内 元洋 札幌市立大学デザイン学部 …メディア環境学、情報科学、メディア・アート

瀬田 史彦 東京大学大学院 …国土・都市計画、地域開発、グローバル都市論

土橋 悟 株式会社都市環境研究所 …まちづくり、地域再生計画

寺田 徹 東京大学大学院 …緑地計画・都市計画、里山

照内 創 SO&CO …インテリアデザイン

丹羽由 佳理 東京理科大学 …都市デザイン、建築設計及び計画

▶ 委員会概要

2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

≫ 委員構成

2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 委員会概要

≫ 委員会開催実績（2013年度）

■第1回：4月5日(金) ＠建築会館
顔合わせ
発表者 ：岡部 友彦 「ロンドン・コインストリート 他」・・・市民による都市再生の例

■第2回：4月26日(金) ＠建築会館
発表者 ：小林 国弘 「伝播投資貨幣 PICSY」・・・価値伝搬のアルゴリズム

土橋 悟 「宇都宮駅西口PJ 他」・・・市街地開発の実例
照内 創 「3つのトレーディグモデル」・・・トレーディング手法のアイデア例

レビュアー：落合 正行

■第3回：5月20日(月) ＠日本大学理工学部
発表者 ：落合 正行 「下田のまちづくり」・・・外者（よそもの）としてのまちへの関与の実践

雨宮 知彦 「ジャカルタPJ／富里の平屋PJ」・・・スラムツーリズム／2拠点居住
レビュアー：小林 国弘

■第4回：7月2日(火) ＠建築会館
発表者 ：川上 恭輔 「大規模開発に伴う住宅附置義務制度」・・・法制度の裏側

丹羽 由佳理 「戸建て住宅地における形状からみた典型敷地の推定手法」
・・・敷地形状のアルゴリズム

レビュアー：雨宮 知彦

2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 委員会概要

≫ 委員会開催実績（2013年度）

■第5回：8月9日(金) ＠建築会館
発表者 ：寺田 徹 「カシニワ制度他」・・・郊外の緑地計画論
レビュアー：照内 創

■第6回：9月6日(金) ＠建築会館
発表者 ：須之内 元洋 「集合知／PICSY／アサキモデル」・・・正解のない物事の決め方
レビュアー：落合 正行

■第7回：10月4日(金) ＠建築会館
発表者 ：瀬田 史彦 「トレードと都市計画 」・・・都市計画におけるトレーディグ手法の可能性

江口 亨 「コンバージョンという手法」・・・海外におけるコンバージョンの実例
レビュアー：小林 国弘
今年度後半に向けたディスカッション
□2013年度「特別研究委員会」意見交換会：10月24日＠建築学会

■第8回：11月1日(金) ＠建築会館
意見交換会報告、日本建築学会大会パネルディスカッションに向けた協議

■第9回：12月6日(金) ＠建築会館
大会PD及び六本木アートナイトに向けた協議

2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 委員会概要

≫ 委員会開催実績（2013〜2014年度）

■第10回：1月10日(金) ＠建築会館
六本木アートナイトに向けた協議

■第11回：2月10日(金) ＠建築会館
発表者 ：安田洋祐 「マーケットデザイン」 ・・・マーケットデザインとは

■第12回：3月7日(金) ＠建築会館
発表者 ：村瀬大作、土橋悟 「都市開発・不動産分野におけるTrading」

・・・都市開発におけるトレードの仕組み
六本木アートナイトに向けた協議

■第13回：4月4日(金) ＠建築会館
六本木アートナイトに向けた協議

□六本木アートナイト：4月19〜20日＠六本木ヒルズタリーズ前芝生広場

□六本木アートナイト：4月20日＠六本木ヒルズ内六本木アリーナ
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2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 委員会概要

≫ 委員会開催実績（2014年度）

■第14回：5月9日(金) ＠建築会館
大会PDに向けた協議

■第15回：6月6日(金) ＠建築会館
大会PDに向けた協議、事例分析

■第16回：6月25日(金) ＠建築会館
大会PDに向けた協議、事例分析

■第17回：7月11日(金) ＠建築会館
大会PDに向けた協議、事例分析

■第18回：7月25日(金) ＠建築会館
大会PDに向けた協議、事例分析

■第19回：7月31日(金) ＠建築会館
大会PDに向けた協議、事例分析

■第20回：9月2日(金) ＠建築会館
大会PDに向けた協議

2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 委員会概要

≫ 委員会開催実績（2014年度）

■第22回：9月5日(金) ＠建築会館
大会PDに向けた協議

□2014年度日本建築学会大会(近畿)パネルディスカッション：9月12日＠神戸大学

■第23回：10月3日(金) ＠建築会館
大会PDの反省、TRANS ARTS TOKYOワークショップ・報告書作成に向けた協議

□2014年度「特別研究委員会」意見交換会：10月10日＠建築会館

□TRANS ARTS TOKYO2014ワークショップ：11月1日＠神田・・・荒天のため途中で中止

■第24回：11月7日(金) ＠建築会館
報告書作成に向けた協議

■第25回：12月1日(金) ＠建築会館
報告書作成に向けた協議

■第26回：1月9日(金) ＠建築会館
報告書作成に向けた協議

2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 委員会概要

≫ 委員会開催実績（2014年度）

■第27回：1月22日(木) ＠建築会館
報告書作成に向けた協議

■第28回：2月9日(金) ＠建築会館
報告書作成に向けた協議

2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 委員会の進め方と議論の内容

「トレード」の事例収集

ワークショップを通した可能性の提示

2014年度大会PDでの公開討論

「トレード」の提案と具体的なスタディ

・・・ 各委員より分野を問わず幅広く事例を収集

・・・ ワークショップを実施し一般国民へ認知

・・・ 建築・都市の分野で広く議論を展開

・・・ 「トレード」の提案と具体的な10のスタディ一

「トレード」の定義の整理 ・・・ 提案に向けて「トレード」の基本的な定義を整理

「トレード」の対象と手法の分析 ・・・ 事例から抽出した対象と手法を分析

2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 「トレード」の定義

「トレード」= “ 価値 ” を交換する行為

① “ 誰 ” と「トレード」するか?

② “ 何 ” を「トレード」するか?

③ 「トレード」が “ 周囲 ” に貢献しているか?

最もシンプルな「トレード」は、物々交換である。人によって「トレード」する対象物に対する “ 価

値 ” のつけ方が異なるため、参加する人や組織の全員(主体)において、

「相手が自分に渡すものの価値」 > 「自分が相手に渡すものの価値」

となるとき交換が行われる。「トレード」では、実際にやりとりしている対象物が持つ “ 価値 ” を

本質的には交換している。

2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 「トレード」手法を用いた都市更新

≫ 「トレード」手法の2つの方向性

①人や用途のトレード ②制度が定める空間をつくる
権利・義務の「トレード」

① 既存の不動産 を管理・所有・利用する人や、不動産の用途を「トレード」

② 容積率、附置住宅、緑化、駐車場などの制度が定めるものを「トレード」
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2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 「トレード」手法を用いた都市更新

≫ 空間を管理／所有／利用する人・用途の「トレード」

Ａ 不動産を活用し、外部価値を最適化する「トレード」

・アクティブオープンスペース：空地の利活用を促す、管理・所有権の「トレード」

・トレードパークシティ ：密集問題を解決する、公園の所有権の「トレード」

・霞ヶ関ツーリストシティ ：都市・建築の文化的価値を最大化する、用途の「トレード」

・キャラクタリシティ ：都市の特徴を際立たせる、用途地域の「トレード」

B 不動産を活用する人・用途の内部価値を最適化する「トレード」

・スペーストレーディングマーケット：空間所有者の満足度を最大化する、用途の「トレード」

2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 「トレード」手法を用いた都市更新

≫ 制度が定める、空間をつくる権利・義務の「トレード」

Ａ 開発における容積率の「トレード」

・新宿ダイバーシティ ：保存と開発を両立する、容積率の「トレード」

・柏ガーデンシティ ：郊外の縮小と都心の開発を両立する、容積率の「トレード」

・東京パブリックポロシティ ：都市環境向上と開発を両立する、容積率の「トレード」

Ｂ 開発における付帯義務の「トレード」

・オフィスアパートメントシティ：附置義務をストック活用に利用する、床面積の「トレード」

・グリーンバンクマーケット ：バンクを用いた緑化義務の最適配置の「トレード」

2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 「トレード」手法を用いた都市更新

≫ アクティブオープンスペース

＜外部価値＞

A側：公共空間の利用度の向上

道路や歩道との一体利用

B側：周辺ビルとの一体利用

公開空地と小規模公園の管理者を

「トレード」する

地域全体のオープンスペースを

活動的（アクティブ）にする

2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 「トレード」手法を用いた都市更新

≫ スペーストレーディングマーケット

【トレード企画立案者】不動産仲介業屋

【トレード参加者】 賃借人

（ランキングをつける人）

【トレード対象】 賃貸物件

（ランキング対象）

【仲介の役割】 賃借人の審査

参加規約への合意確認

【社会的効果】 自作内装へのインセンティブ

スペース同士を「トレード」できる

「マーケット」をつくる

個別の価値を個別で評価できる仕組み

2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 「トレード」手法を用いた都市更新

≫ 柏ガーデンシティ

＜外部価値＞

A側：中心市街地の活性化

緑地の有効活用

（生産緑地化、自然環境への貢献、フリンジパーキング）

B側：老朽市街地の機能更新

土地の高度利用

縮小することが望ましいエリアの「減築」

「トレード」の対象の容積率の「生産」

2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ 「トレード」手法を用いた都市更新

≫ オフィスアパートメントシティ

＜外部価値＞

A側：居住地区の居住地としての質の向上

既存ストックの活用

B側：オフィスエリアとしてのポテンシャルの向上

行政区全体として住居面積を増加

既存ストックを有効活用し

都市部の住環境を整備する
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2013～2014年度調査研究関係委員会活動報告会

▶ まとめ

≫ 成果と課題

・成果物＝事例＋アイデア集（報告書・80ページ）

・どのような時間軸で「トレード」を行い
誰がそのリスクを追うかの提示

・本概念の結果として生まれる
「トレーディング・シティ」の都市像の提示

・都市について議論できる研究チームの構築
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空間更新手法“TRADE”の開発研究［若手奨励］特別研究委員会

役職 氏名 所属

委員長 落合 正行 日本大学　理工学部まちづくり工学科

幹事 雨宮 知彦 （株）ユニティデザイン

江口 亨 横浜国立大学　都市イノベーション研究院

岡部 友彦 コトラボ合同会社

川上 恭輔 （株）NTTファシリティーズ

小林 国弘 コバヤシクニヒロデザイン　主宰

須之内 元洋 札幌市立大学　デザイン学部デザイン学科

瀬田 史彦 東京大学大学院　工学系研究科都市工学専攻

土橋 悟 （株）都市環境研究所　企画設計室

寺田 徹 東京大学　大学院新領域創成科学研究科　自然環境学専攻

照内 創 SO&CO.　代表

丹羽 由佳理 東京理科大学　理工学部建築学科

合計 12名
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次世代の構造系解析インターフェース
［若⼿奨励］特別研究委員会

活動報告

2015/3/25

1

■研究の⽬的 2

本特別委員会では、専⾨技術者である構造解析者と、意匠設計者や
顧客、あるいは建築物のエンドユーザーである⼀般の⼈々との間の
関係を近づけ、構造性能や耐震安全性への興味・理解を深めること
を⽬的として、次世代型の解析インターフェースを提案する。

より簡易に、より直感的に、構造解析やシミュレーションを⾏うこ
とができるよう、近年発展が著しい携帯型情報端末などを活⽤した、
新しいインターフェースの開発と、また、それらを活⽤した教育⽀
援・アウトリーチ活動を実施する。

■研究体制，実施状況 3

委員⻑ 鈴 ⽊ 琢 也（⽵中⼯務店）
幹 事 ⽊ 下 拓 也（⽵中⼯務店）

渡 邊 秀 和（東京⼯業⼤学）
委 員 伊 藤 拓 海（東京理科⼤学）

鈴 ⽊ ⽐呂⼦（千葉⼯業⼤学）
⻄ 村 康志郎（北海道⼤学）
藤 ⽥ 皓 平（京都⼤学）
前 稔 ⽂（⼤分⼯業⾼等専⾨学校）
⽔ 島 靖 典（⽵中⼯務店）
⼭ 川 誠（東京電機⼤学）

■メンバー

■期間，実施状況

・2013年4⽉〜2015年3⽉（2年間）
・全体委員会 全10回実施

■実施項⽬とスケジュール 4

実施項⽬ 2013/4〜2014/3 2014/3〜2015/3
構造技術者と顧客・エンド
ユーザーの関係の整理、現状
の問題点の抽出

インターフェース端末の検討

プロトタイプアプリケーショ
ンの開発

アプリケーションを活⽤した
アウトリーチ活動の実施

学⽣アンケートの実施
現存のアプリケーション調査

端末の⻑所・短所の把握
現有端末の特徴の整理

試作アプリの作成
ＨＰの作成

学⽣アンケートの実施

■開発したアプリケーション 5

・ ４つのアプリケーションを開発
・ 委員会のＨＰで公開中（Andoroid，Windows）
・ Unityベースのものは，ソースがあれば個⼈レベルで

iOS⽤にコンパイル可能

■動的解析
HTML&WebGL，タッチ機能

■モーメント描画
Unity タッチ機能

■1質点×２動的解析
Unity タッチ機能，センサー機能

■他質点動的解析
Unity タッチ機能，センサー機能

■学⽣アンケートの実施例 6

・ 開発したアプリケーションに対してアンケートを実施

実施時期 ： 2015年2⽉
対象者 ： 構造系研究室に所属する

学部4回⽣・⼤学院⽣
有効回答数： 75名

・ 満⾜度，改善要求を調査し，今後の課題を整理
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■今後の課題 7

・ アプリケーション機能の改良
アンケートで得られた改善要望の反映

・ アプリケーションの開発対象の設定
よりターゲットを絞った上での，アプリケーションの仕様決定

・ より多くの利⽤者にできるアプリケーションの開発
使⽤者の多いiOSでの頒布の可能性の模索

次世代の構造系解析

構造性能や耐震安全性への興味・理解を深めることを⽬的として、次
世代型の解析インターフェースを提案し，効果の検討を⾏った。

今後のアプリケーションの開発に向けた課題を以下にまとめる。

これらの課題については，
次期フェーズ（2015年〜2016年）で実施していく。

http://takewaki-lab.archi.kyoto-u.ac.jp/NGIproject/
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次世代の構造系解析インターフェース［若手奨励］特別研究委員会

役職 氏名 所属

委員長 鈴木 琢也 （株）竹中工務店　技術研究所建設技術研究部構造部門

幹事 木下 拓也 （株）竹中工務店　技術研究所

幹事 渡邊 秀和 東京工業大学　応用セラミック研究所

伊藤 拓海 東京理科大学　工学部第一部建築学科

鈴木 比呂子 千葉工業大学　工学部　建築都市環境学科

西村 康志郎 北海道大学　大学院工学研究院空間性能システム部門

藤田 皓平 京都大学　大学院工学研究科建築学専攻

前 稔文 大分工業高等専門学校　都市・環境工学科

水島 靖典 竹中工務店　先進構造エンジニアリング本部

山川 誠 東京電機大学　未来科学部建築学科

合計 10名
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2013 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

（2014 年 3 月 7 日作成） 

委員会名 材料施工委員会 委員長名：本橋 健司 

運営委員会数 9 

小委員会数 36 

WG 数 29 

予算総額 9,513,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 2 点 

1．膨張材・収縮低減剤を使用したコンクリートに関する技術の現状（新刊） 

2．高強度コンクリート施工指針・同解説（改定） 

講習会 

講習会数 3回（4会場） 

1．「建築工事標準仕様書・同解説 JASS10 プレキャスト鉄筋コンクリート工事」

  改定講習会（追加講習会）                    参加者数 東京 51 名 

 

2．「収縮低減材料を使用したコンクリートの技術の現状－なくそうコンクリ 

－トのひび割れ－」講習会          参加者数 東京 123 名 

   

3.「高強度コンクリート施工指針・同解説」改定講習会 

                    参加者数 東京 174 名・大阪 85 名 

                                   

  

催し物 

催し物数 2回 

1．第 7回防水シンポジウム「建築防水分野における新たな取り組み」 

  （同名資料）                        参加者数 143 名 

 

2. 第 20 回建築の自動化技術シンポジウム 

     （同名資料）                        参加者数 75 名 

大会研究集会 

研究集会数 2 回 

1．研究協議会：コンクリートにおける副産材料の有効利用に関する課題と展望

  （資料名）  同上 
2．ＰＤ：国際化に対する材料施工分野の人材育成像 
   （資料名）  同上 

主な活動 
問題点等 

 

１．講習会、シンポジウムの参加者数の減少化傾向 
２．一部の JASS、指針を除き販売部数が停滞 
３．建築工事標準仕様書 JASS および関連指針の 5～10 年での見直しの励行 
４．建築改修工事標準仕様書制定へ向けた作業の活発化 
５．委員の高齢化と建設会社委員の減少 
６．さらなる若手委員の登用 
７．論文発表の喚起 
８．出版・講習会事業の活性化 
９．新規分野の研究着手  
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2014 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

（2015 年 3 月 10 日作成） 

委員会名 材料施工委員会 委員長名：本橋 健司 

運営委員会数 9 

小委員会数 33 

WG 数 39 

予算総額 11,153,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 8 点 

1.内外装改修工事指針(案)・同解説 

2.鉄骨精度測定指針（改定） 

3.再生骨材を用いるコンクリートの設計・製造・施工指針(案)（新刊） 

4.建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事（改定） 

5.JASS5(2009) 英文版（改定） 

6.建築工事標準仕様書・同解説 JASS6 鉄骨工事（改定） 

7.コンクリートの品質管理指針・同解説（改定） 

8.コンクリートの調合設計指針・同解説（改定） 

講習会 

講習会数 5回（7会場） 

1.講習会「内外装改修工事指針」参加者数 東京 147 名 

2.「鉄骨精度測定指針」改定講習会 参加者数 東京 180 名 

3.講習会「再生骨材を用いるコンクリートの設計・製造・施工指針」 

参加者数 東京 107 名 

4.「建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事」改定講習会 

                                  東京 168 名・大阪 55 名 

5.「コンクリートの調合設計指針ならびに品質管理指針」改定講習会 

                                   東京 187 名・大阪 95 名 

催し物 

催し物数 3回 

1.シンポジウム「陶磁器質タイル張り工事の現状と今後の動向 2014」 

（同名資料）               参加者数 東京 192 名 

2.シンポジウム「BIM を超えて－建築生産の変革の兆し－」 

（同名資料）               参加者数 東京 111 名 

    

3.第 9 回「パワースーツ開発の現状と建築への応用」ワークショップ 

（同名資料）                参加者数 東京  54 名

大会研究集会 

研究集会数 3 回 

1．研究協議会：不具合を減らすから、なくす防水を目指して 

  （資料名）  同上 

2．ＰＤ：気候変動下における暑中コンクリート工事の課題と対策 

   （資料名）  同上 

3．ＰＤ：建築鉄骨における溶接施工技術の最前線 

  （資料名）  同上 

主な活動 
問題点等 

 

１．講習会、シンポジウムの参加者数の減少化傾向 
２．一部の JASS、指針を除き販売部数が停滞 
３．建築工事標準仕様書 JASS および関連指針の 5～10 年での見直しの励行 
４．建築改修工事標準仕様書制定へ向けた作業の活発化 
５．さらなる若手委員の登用 
６．建築学会大会での発表の喚起 
７．出版・講習会事業の活性化 
８．新規分野の研究着手   
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鉄骨非破壊検査小委員会
材
料
施
工
本
委
員
会

鉄骨工事運営委員会
鉄骨加工小委員会

溶接小委員会

ＪＡＳＳ５Ｎ英文版作成ＷＧ原子力コンクリート研究小委員会

収縮低減材料コンクリート施工指針作成小委員会

特殊コンクリートＷＧ

維持保全計画・保守点検小委員会

組積工事運営委員会 メーソンリー改修技術研究小委員会

メーソンリー基本性能研究小委員会

ＲＩＬＥＭ　ＴＣ－ＦＲＳ対応ＷＧ

仕様書・指針類のあり方検討WG

大量使用ＷＧ

再生骨材コンクリート指針出版ＷＧ

普及ＷＧ

国立霞ヶ丘競技場建築材料調査ＷＧ

調査・診断技術に関する調査ＷＧ

用語ＷＧ

躯体ＷＧ

マスコンクリート指針改定検討ＷＧ

既存ＲＣ造建築物の耐久性調査ＷＧ

一般コンクリートＷＧ

ＪＡＳＳ５英文版作成ＷＧ　

防水アーカイブスありかた検討ＷＧ

 2014年度材料施工委員会

RILEM小委員会

改修工事運営委員会

鉄筋コンクリート工事運営委員会

コンクリートの品質管理指針改定小委員会

防水工事運営委員会

メンブレン防水ＷＧ

ステンレスシート防水ＷＧ

メーソンリーユニット選定手法研究小委員会
　

鉄骨精度小委員会

防水層の通気工法における脱気設計ＷＧ

動暴露によるシーリング材の耐久性能評価ＷＧ

非構造部材の耐震設計指針改定小委員会

左官工事小委員会 ラスモルタル外壁ＷＧ

構造接着構法調査WG

防水改修工事標準仕様書ＷＧ

調査・診断小委員会

改修設計・改修工事小委員会

建築生産ＢＩＭ小委員会

床性能評価指針検討小委員会

外装仕上げの耐用年数予測手法小委員会

高炉スラグ微粉末・高炉セメントを使用する
コンクリート研究小委員会

建築生産イノベーション小委員会

調合指針改定小委員会

ＪＡＳＳ８改定小委員会

陶磁器質タイル張り工事小委員会

耐用年数設定小委員会

ＪＡＳＳ５改定小委員会

ＲＣ造建築物の耐久設計研究小委員会

熱環境建材研究小委員会

環境配慮運営委員会

シーリング工事ＷＧ

地下外壁外防水小委員会

内外装改修工事検討ＷＧ

防水材料耐久性評価試験方法小委員会

ガスケットＷＧ

接着耐久性ＷＧ

耐疲労性ＷＧ

内外装工事運営委員会

シール材性能設計研究小委員会

耐久・保全運営委員会

建築生産運営委員会

陶磁器質タイル張り工事検討ＷＧ

JASS12屋根工事改定準備ＷＧ

ＣＡ技術小委員会

住宅外装の防水設計・施工指針検討小委員会

内外装WG

鉄骨塗装工事WG

建築生産ＢＩＭ調査WG

次世代CA技術調査ＷＧ

収縮低減材料指針資料作成WG

ケイ酸質塗布防水ＷＧ

仕上材料ＷＧ

コンクリート系下地ＷＧ
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役職 氏名 所属

委員長 本橋 健司 芝浦工業大学　工学部　建築工学科

幹事 輿石 直幸 早稲田大学　理工学術院 創造理工学部建築学科／創造理工学研究科建築学専攻

幹事 橋田 浩 清水建設（株）　技術研究所

幹事 早川 光敬 東京工芸大学　工学部建築学科

幹事 堀 長生 （株）大林組　技術研究所　技術ソリューション部

有川 智 東北工業大学　工学部

板谷 俊郎 戸田建設（株）

今本 啓一 東京理科大学　工学部建築学科

岩澤 成吉 （株）長谷工コーポレーション　生産推進部

大澤 悟 （株）竹中工務店　技術研究所　建設技術研究部　材料部門

小川 一郎 三菱地所（株）　丸の内設計室

小川 晴果 （株）大林組　技術研究所生産技術研究部

鹿毛 忠継 国土技術政策総合研究所　建築研究部

嘉藤 鋭 住宅金融支援機構　ＣＳ推進部住宅技術情報室　技術支援グループ

木村 匡 ＵＲ都市機構　東日本支社設計部構造企画チーム

近藤 照夫 ものつくり大学

千歩 修 北海道大学工学研究科空間性能システム専攻空間システム講座建築材料学研究室

田中 剛 神戸大学大学院　工学研究科建築学専攻

棚野 博之 （独）建築研究所　材料研究グループ

地濃 茂雄 新潟工科大学　工学部建築学科

千葉 一博

寺西 浩司 名城大学　理工学部建築学科

寺本 英治 （財）建築保全センター

土橋 稔美 鹿島建設（株）　技術研究所

中島 史郎 （独）建築研究所　建築生産研究グループ

中村 成春 大阪工業大学　工学部建築学科

並木 哲 大成建設（株）　技術センター建築技術研究所建築構工法研究室材料チーム

野口 貴文 東京大学　大学院工学系研究科建築学専攻

長谷川 拓哉 北海道大学工学研究院空間性能システム部門空間システム分野建築材料研究室

長谷川 直司 （独）建築研究所　材料、建築生産研究グループ

春田 浩司 （社）公共建築協会

人見 泰義 （株）日本設計　構造設計群 構造設計グループ

桝田 佳寛

松下 督 （株）日建設計　設計監理技術センター

三橋 博三 東北大学

山田 義智 琉球大学　工学部環境建設工学科

李 柱国 山口大学　工学部感性デザイン工学科

渡辺 健治 中部大学　工学部建築学科

                                                              合計 38名

 

材料施工本委員会
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2013 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

（2014 年 3 月 7 日作成） 

委員会名 建築歴史・意匠委員会 委員長名：杉本 俊多 

運営委員会数  

小委員会数   10 

WG 数   10 

予算総額   2,708,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 0 点 

 

講習会 
講習会数 0 回 

 

催し物 

催し物数 4 回 

１．シンポジウム：都市史研究の最前線「都市と表象」シリーズ第 4 回 『道を

介した交流と都市— 境界を越えた同化と異化— 』 
  （資料名）同上                                       参加者数 50 名

２．シンポジウム：第 3 回西洋建築史若手研究者研究発表会『ルネサンス期の都

市と建築を考える～理想都市と築城をめぐって～』 
（資料名）同上                                         参加者数 31 名

３．シンポジウム「近代建築史の最先端」第 9 回『近代(日本)×近代(西洋)－中

東欧のモダニズムとその拡がり その２』 
（資料名）同上                                         参加者数 42 名

４．連続セミナー「建築論の現在」第 14 回『増田友也 その建築作品の世界』

  （資料名）同上                     参加者数 124 名

大会研究集会 

研究集会数 3 回 

１．研究協議会「丹下健三の世界再読－丹下健三生誕100年記念」 
  （資料名）同上 
２．研究懇談会「災害への対応と対策－歴史的建築を未来に伝えるために」 
  （資料名）同上 
３．PD「距離と方位から捉える都市と住まい－どこに「都市」は成立するのか」

  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

 
本委員会は建築歴史・意匠に関する持続的な活動を継続しつつ、各小委員会、

WG とも活発な活動を展開してきている。また全国各地域の建造物・伝建地区等

の文化財、未登録文化財の動向について、随時、情報を交換しつつ、保存のため

に適時に必要な活動を行える態勢をとってきている。 
2013 年に国立近現代建築資料館が開設されているが、文化庁による全国の近現代

建築資料の所在情報の調査を本委員会で受託し、調査グループを組織して調査活

動を実施した。 
2013 年度大会では若手研究者の奨励と本分野の将来的な発展を目的に、若手優秀

発表の顕彰制度について検討し、要綱を作成し、試行的に実施した。 
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2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 9 日作成） 

委員会名 建築歴史・意匠委員会 委員長名：杉本 俊多 

運営委員会数  

小委員会数   10 

WG 数   10 

予算総額   2,612,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 0 点 

 

講習会 
講習会数 0 回 

 

催し物 

催し物数 2 回 

１．シンポジウム「近代建築史の最先端」第 10 回『近代(日本)×近代(西洋)－

アメリカのモダニズム ライトからの展開』 
（資料名）同上                                         参加者数 43 名

２．シンポジウム：都市史研究の最前線「都市と大地」シリーズ第 1 回 『都市

史の基層として大地・地面・土地を考える』 
  （資料名）同上                                       参加者数 48 名

大会研究集会 

研究集会数 2 回 

１．研究協議会「阪神・淡路大震災／東日本大震災後の建築－建築技術の根幹を問う」

  （資料名）同上 
２．PD「近現代建築資料の現状と今後の課題－近現代建築資料全国調査特別WG

を受けて」 
  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

 
本委員会は各小委員会、WG を通しての研究活動を展開してきているが、各支部

において地域の歴史的建造物等の動向を注視し、保存への取り組みを行ってきて

いる。今年度は支部における 7 件の保存要望書発行を実現させ、さらに会長名に

よる 3 件の保存要望書発行に至った。 
昨年度、全国の近現代建築資料について、その所在情報調査、管理方法提案を文

化庁より受託し、WG を組織して全国調査を実施したが、今年度は「我が国の近

現代建築資料の所在状況調査及び保存基準の提案」の題目によって同様に受託

し、WG による全国的な調査活動を実施した。 
若手研究者の奨励のために昨年度、試行的に実施した大会講演における若手優秀

発表の顕彰制度について、今年度は実施方法を改善し、本格実施した。 
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2014年度　建築歴史・意匠委員会

災害特別調査研究ＷＧ

文化遺産災害対策小委員会 時代区分・方法論検討ＷＧ

歴史的建築リスト整備活用小委員会

歴史的建造物保存制度WG

DOCOMOMO対応WG

帝都復興事業調査研究ＷＧ

建築論・建築意匠小委員会 建築論事典改訂ＷＧ

建築アーカイブズ小委員会 テーマ・方法論検討ＷＧ

都市史小委員会 地域・方法論検討ＷＧ

近現代建築資料全国調査WG

日本建築史小委員会

東洋建築史小委員会

建
築
歴
史
・
意
匠
本
委
員
会

西洋建築史小委員会 西洋建築史図集ＷＧ

民家小委員会

近代建築史小委員会
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役職 氏名 所属

委員長 杉本 俊多 広島大学大学院　工学研究院　社会環境空間部門（工学研究科　建築学専攻）

幹事 青井 哲人 明治大学　理工学部建築学科

幹事 加藤 耕一 東京大学大学院　工学系研究科　建築学専攻

幹事 清水 重敦 京都工芸繊維大学　建築造形学部門

幹事 松本 裕 大阪産業大学デザイン工学科　建築・環境デザイン学科

伊藤 毅 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻

上野 勝久 文化庁文化財部参事官（建造物担当）　調査部門

内田 青蔵 神奈川大学　工学部建築学科

大橋 竜太 東京家政学院大学　現代生活学部現代家政学科

相模 誓雄 仙台高等専門学校　建築デザイン学科

重枝 豊 日本大学　理工学部建築学科

田所 辰之助 日本大学　理工学部建築学科

竺 覚暁 金沢工業大学　工学部建築学科

土本 俊和 信州大学　工学部建築学科

永井 康雄 山形大学　地域教育文化学部

中島 智章 工学院大学　建築学部建築デザイン学科

西垣 安比古 京都大学大学院　人間・環境学研究科

西澤 泰彦 名古屋大学大学院　環境学研究科都市環境学専攻

野口 昌夫 東京芸術大学　美術学部建築科

羽深 久夫 札幌市立大学　デザイン学部

藤田 盟児 広島国際大学　社会環境科学部建築創造学科

藤田 康仁 東京工業大学　人間環境システム専攻篠野研究室

溝口 明則 名城大学　理工学部建築学科

山崎 鯛介 東京工業大学　大学院理工学研究科建築学専攻

渡邊 道治 東海大学　産業工学部建築学科

                                             合計 25名

建築歴史・意匠委員会
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（委員会活動報告会用） 

2013 年度 委員会活動成果報告 
 

（2014 年  3 月  10 日作成） 

委員会名 防火委員会 委員長名：山田 常圭 

運営委員会数 0 

小委員会数 12 

WG 数 16 

予算総額 1,601,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数   1 点 

「建築物の煙制御計画指針」 

講習会 

講習会数   1 回 

「建築物の煙制御計画指針」改定講習会          参加者数 66 名 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数   1 回 

１．シンポジウム「最近の火害調査と指針に向けた委員会活動」 

                             参加者数 45 名

 （資料名）同上 
 

大会研究集会 

研究集会数   1 回 

１．研協「2000 年以降の防火設計の実態と防火技術の展望」 

  （資料名）同上 

 

主な活動 
問題点等 

各小委員会では、活動成果の社会還元を目指して、防火設計用の手引き書、設

計指針作成の活動を進めている。新たな動きとして、既存不適格や防火性能の劣

る建築ストックについて、防火安全性能をいかに確保していくか、従来あまり検

討されなかった維持管理や法制度等、多角的な視点からの研究活動が開始され、

今後の展開が期待される。 
 一方、新たな建築物の防火安全性能レベルが高くなり火災そのものが少なくな

ってきたこともあるせいか、防火に関心を持つ若手研究者が少なくなってきてい

ることが今後の本会活動で懸念される。学会のデータストレージを活用した情報

提供のあり方、また柔軟な交通費の補助が、今後若手研究者を呼び込む上で重要

な課題と考える。  
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（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 13 日作成） 

委員会名 防火委員会 委員長名：山田 常圭 

運営委員会数 0 

小委員会数 10 

WG 数 16 

予算総額 2,264,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数   1 点 

「建物の火害診断および補修・補強方法指針」 

講習会 

講習会数   1 回 

「建物の火害診断および補修・補強方法指針」改定講習会 
参加者数 東京 181 名・大阪 84 名

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数   0 回 

 

大会研究集会 

研究集会数   2 回 

１．研究協議会「動き出した木質耐火構造－可能性と課題」 

  （資料名）同上 

２．PD「マルチハザード下の広域避難とは」 

 （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

建築基準法の性能規定の見直し、また基準の国際化という社会の動きに合わ

せ、防火分野においても対応が必要となってきている。例えば、構造材料耐火性

小委員会では、2009 年に発刊した「構造材料の耐火性ガイドブック」の 2016 年

の改訂にむけて、従来の 鋼・耐火被覆、コンクリート耐火性の他、木質材料耐

火や新材料耐火等について WG 単位で鋭意作業が進行中である。WG 単位でのア

ドホック的な活動はフットワークが良いこともあり、最近、徐々に WG が増えて

きており、研究活動も活性化の兆しがみられる。 
 
今年度、「建物の火害診断および補修・補強方法指針」の改定講習会を行い、

多くの聴講者を集めることができた。防火関係者以外にも、設計、維持管理分野

等、多岐に渡る聴講者の参加が得られ、社界ニーズの高いことがうかがえた。 
 
その他、課題として、昨年度と同様であるが、火災自体が少なくなってきたこ

ともあり、防火に関心を持つ若手研究者が少なくなってきていることが今後の本

会活動で懸念される。歴史的建造物の保全、大規模耐火木造等新たな防火構造等、

検討すべき課題は多く残されており、若手研究者が興味をもつような啓発活動が

必要であると思われる。 
 

 

83



2014/4～2016/3

2014/4～2016/3 2014/8～2016/3

2013/4～2017/3 2013/4～2015/3

2013/4～2015/3

2013/4～2017/3 2013/4～2015/3

2013/4～2015/3

2013/4～2015/3

2014/4～2016/3

2011/4～2015/3

2013/4～2015/3

2013/4～2017/3

2013/4～2015/3

2014/4～2016/3

2013/4～2017/3

2013/4～2015/3

2013/4～2017/3 2013/4～2015/3

2013/4～2015/3

2014/4～2016/3

2013/4～2015/3

2011/4～2015/3

2013/4～2015/3

2014/4～2016/3

防火本委員会

木質材料耐火性WG　      

アルミニウム耐火性WG　  　

区画の設計・施工指針作成小委員会（研） 　　　　

新材料耐火性WG　          

建築材料・部品火災安全性小委員会　(研）　　　　

住宅の火災安全小委員会（基）   

避難安全のバリアフリーデザイン設計指針WG

住宅部材防耐火性能WG

鉄筋コンクリート造部材の火災後耐力評価WG     

火災荷重・設計火災性状WG      

 伝統的建造物・伝統様式住宅WG 　　　　　　　　　

火災性状予測ハンドブックWG      

広域避難小委員会（基）                        

避難知見の火災安全設計適用に向けた課題探
索WG

防火・避難性能設計のあり方小委員会（基）
比較的小規模な高齢者社会福祉施設の避難安
全性能向上WG

上階延焼検証WG

2014年度防火委員会組織図

煙制御計画小委員会 （基）                       

コンクリート耐火性WG　 　

コンクリート系WG             

鋼系WG                         

火災安全性能維持管理小委員会　 （基）

鋼・耐火被覆WG　　　　　　構造材料耐火性小委員会（研）                

火害診断補修小委員会　(研）　　　　　  

火災安全設計小委員会 （基）               
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役職 氏名 所属

委員長 山田 常圭 消防庁消防研究センター

幹事 平島 岳夫 千葉大学　大学院工学研究科建築・都市科学専攻

幹事 山田 茂 （株）フジタ　設計エンジニアリングセンター

池田 憲一 東京理科大学　国際火災科学研究科

糸井川 栄一 筑波大学　システム情報系

上杉 英樹

大宮 喜文 東京理科大学　理工学部　建築学科

鍵屋 浩司 建築研究所　防火研究グループ

阪口 明弘 （一財）日本建築総合試験所　環境部　耐火防火試験室

佐藤 博臣 ビューローベリタスジャパン（株）　立川事務所

白岩 昌幸 （一財）建材試験センター　中央試験所防耐火グループ

関沢 愛 東京理科大学　大学院国際火災科学研究科

竹谷 修一 国土交通省国土技術政策総合研究所　都市研究部都市防災研究室

玉川 祐司 （株）ミサワホーム総合研究所　材料耐久研究室

長岡 勉 （株）竹中工務店　技術研究所

成瀬 友宏 （独）建築研究所　防火研究グループ

萩原 一郎 （独）建築研究所　防火研究グループ

長谷見 雄二 早稲田大学　理工学術院・創造理工学部建築学科

濱田 信義 濱田防災計画研究室

福井 潔 （株）日建設計　設計監理技術センター防災計画室

村井 裕樹 日本福祉大学　健康科学部福祉工学科

森田 武 清水建設（株）　技術研究所

森山 修治 （株）日建設計　環境計画室

八木 真爾 （株）佐藤総合計画

安井 昇 桜設計集団一級建築士事務所

吉田 克之 （株）竹中工務店設計本部

計26名

防火本委員会
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2013 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

（2014 年 1 月 18 日作成） 

委員会名 情報システム技術委員会 委員長名：三井和男 

運営委員会数 0 

小委員会数 9 

WG 数 11 

予算総額 2,323,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 0 点 

 

講習会 
講習会数 0 回 
 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数 3 回（うち 1 件共同開催） 

１．第1回デザイン科学セミナー      参加者数： 31名
『同名資料』 

２．第36回情報･システム･利用･技術シンポジウム   参加者数：153名
『第36回情報･システム･利用･技術シンポジウム論文集』［DVD-ROM］ 

1）論文／報告発表講演（発表数75題） ＊小委員会企画OS 3セッション実施 
2）オープニングパネルディスカッション「建築・都市を変えるビッグデータ」 
   （参加者数52名）

3）小委員会企画研究集会 
①建築情報教育のニーズとシーズ －いま、情報技術に期待すること 
  （参加者数28名）

②デザイン科学の展開          （参加者数23名）

③ソフトコンピューティングとその近傍領域     （参加者数17名）

4）クロージングパネルディスカッション「デジタルファブリケーションと建築」 
   （参加者数51名）

３．コロキウム「構造形態の解析と創生2013」（［構造委員会］シェル･空間構造形態創生

小委員会、形態創生と構造最適化小委員会と共同開催）    参加者数： 85名
『同名資料』 

大会研究集会 

研究集会数 1 回 

１．研究協議会：建築におけるセンシングからビッグデータまでを考える 
『情報システム技術部門研究協議会資料：同上』  

主な活動 
問題点等 

１）「第 36 回情報･システム･利用･技術シンポジウム」においては、昨年度より

導入したオーガナイズドセッションおよび『同論文集』の DVD による配布を

継続し、運営や編集も順調に進められるようになっている。オープニングパネ

ルディスカッションとクロージンググパネルディスカッションには、最近の注

目度の高いテーマを選び、それに相応しいパネリストを加えて参加者の多い、

活発な催しとなった。小委員会企画研究集会は昨年度より 1 テーマ増えたもの

の参加者の分散によるものか、参加者数は多くなかった。シンポジウムにおい

て発表された内容や討論の活発な状況より全体として盛会であった考えられ

るが、論文／報告発表数ならびに参加者数は昨年より減少しており、次年度に

おいてはこれらの増加をめざしてテーマの選択、周知の方法などを検討する必

要がある。情報･システム･利用･技術シンポジウムのあり方を再考するととも
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に、さらなる活性化をはかりたい。

２）「建築におけるセンシングからビッグデータまでを考える」と題して研究協

議会を開催し、あわせて『情報システム技術部門研究協議会資料』を作成した。

多数の参加者を得て、資料も完売となるなど盛況であった。 
３）昨年度に刊行した『建築のデザイン科学』（京都大学学術出版会）に関連して、「デ

ザイン科学セミナー」を開催することができた。 
４）刊行企画については、原案に対して活発な議論を行い修正を加えたうえで刊

行委員会への提出を行うことができた。 
５）特に今年度は情報発信に力を入れ、ホームページを Facebook へ移行した。

これにより、内容の充実と即応性の高い情報発信が可能となり、外部への情報

発信の効果はもとより、各小委員会間の理解を深めることや、前述のシンポジ

ウムの活性化への寄与が期待できる。 
６）昨年度検討した小委員会体制で委員会を再スタートし、本委員会が小委員会

間の理解を深め、活発な意見交換の場となるよう努力している。 
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（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 5 日作成） 

委員会名 情報システム技術委員会 委員長名：三井和男 

運営委員会数 0 

小委員会数 9 

WG 数 10 

予算総額 2, 218, 000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数  1 点 

１．『建築・都市・環境デザインのためのモデリングと最適化技術』 

講習会 
講習会数  0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数 11 回（うち 1 件共同開催） 

１．ゼロエネルギー建築と知的環境シンポジウム 参加者数 76名
『同名資料』 

２．第 2回デザイン科学セミナー      参加者数 26名
『同名資料』 

３．第37回情報･システム･利用･技術シンポジウム 参加者数 167名
『第37回情報･システム･利用･技術シンポジウム論文集』［DVD-ROM］ 

1）論文／報告発表講演（発表数75題） ＊小委員会企画OS 4セッション実施 
2）オープニングパネルディスカッション「シミュレーションとデザイン」 
   （参加者数59名）
3）クロージングパネルディスカッション「3次元スキャン特集」 （参加者数48名）

４．建築情報教育研究会「建築ものづくり教育の最前線 －情報教育と新しい職能」
 参加者数 24名
５．ワークショップ「Arduino でつくる・はかる・みえる・わかる！」 
                            参加者数 23名
６．シンポジウム「GIS を用いた防災・減災の最前線」 参加者数 54名

『同名資料』 
７．BIMの日2015シンポジウム「BIMによって変わる組織 －職能？ 職域？」 

『同名資料』  参加者数 155名
８．シンポジウム「ソフトコンピューティングによる建築・都市・環境デザイン

のためのモデリングと最適化技術」           参加者数 31名
『同名資料』 

９．シンポジウム「人を測り、そしてデザインへ結びつける」 参加者数 28名
『同名資料』 

10．第15回ファシリティマネジメント･シンポジウム「日本のFM －そのはじまりと未来」
『同名資料』 参加者数 52名

11．コロキウム「構造形態の解析と創生2014」（［構造委員会］シェル･空間構造形態創生

小委員会、形態創生と構造最適化小委員会と共同開催）    参加者数 68名
『同名資料』 

大会研究集会 

研究集会数  1 回 

１．研究協議会：アルゴリズミック･デザイン ―日本から発信するデジタル･デザイン

の現在 
『情報システム技術部門研究協議会資料：同上』 

主な活動 
問題点等 

刊行物、催し物、大会研究集会の何れにおいても活発に活動が行われている。特
に催し物について、多くの成果があった。また、Facebook を利用した情報発信
も順調に継続更新が行われており、利用者も順調に増加している。 
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2015年3月25日現在

藤井晴行（東京工業大学）

2014年度情報システム技術委員会　組織図

幹　事：猪里孝司（大成建設）

　　　　大崎　純（広島大学）

　　　　倉田成人（筑波技術大学）

　　　　下川雄一（金沢工業大学）

新宮清志（日本大学）

アルゴリズミック・デザイン応用小委員会

瀧澤重志（大阪市立大学）

感性システムデザイン研究小委員会

柴田滝也（東京電機大学）

デザイン科学教育方法研究小委員会

スマート建築モニタリング応用小委員会

谷　明勲（神戸大学）

ソフトコンピューティング小委員会 ソフトコンピューティング出版準備WG 丸山能生

設計情報検証WG 池上宗樹

設計・生産の情報化実態調査WG 山極邦之

村上祐治（東海大学）

設計・生産の情報化小委員会 情報連携技術WG 池田雅信

柴峯一廣（梓設計） ＩＰＤコラボレーション研究WG 田部井明

地域空間情報モデリング小委員会

大内宏友（日本大学）

建築情報教育小委員会

情報システム技術ホームページWG 下川雄一

環境情報デザイン小委員会 空間生命化デザインWG 渡邊朗子

渡邊朗子（東京電機大学） ファシリティ・デザイン＆マネジメントWG 本江正茂

情報システム技術本委員会 情報システムシンポジウムWG 倉田成人

委員長：三井和男（日本大学） 情報システムシンポジウム論文WG 大崎　純
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情報システム技術本委員会

役職 氏名 所属

委員長 三井 和男 日本大学　生産工学部　創生デザイン学科

幹事 猪里 孝司 大成建設（株）　設計本部 パブリシティグループ

幹事 大崎 純 広島大学　大学院工学研究科建築学専攻

幹事 倉田 成人 筑波技術大学　産業技術学部産業情報学科

幹事 下川 雄一 金沢工業大学　環境・建築学部建築系

池田 靖史 慶應義塾　大学院政策・メディア研究科

榎本 ハルヲ （株）日建設計　コーポレート部門ＩＴチーム

大内 宏友 日本大学生産工学部　建築工学科

鹿島 孝 （株）竹中工務店　設計本部

河中 俊 国土交通省国土技術政策総合研究所　都市研究部

柴田 滝也 東京電機大学　情報環境学部情報環境デザイン学科

柴峯 一廣 （株）梓設計　情報システム室

新宮 清志 日本大学

曽我部 博之 愛知工業大学　工学部建築学科

瀧澤 重志 大阪市立大学　大学院工学研究科共通分野／都市系専攻

谷 明勲 神戸大学　大学院工学研究科建築学専攻

長舟 利雄 （株）大林組　エンジニアリング本部　エンジニアリング技術部

林田 和人 早稲田大学理工学術院

福田 知弘 大阪大学大学院　工学研究科環境・エネルギー工学専攻

藤井 晴行 東京工業大学　大学院理工学研究科建築学専攻

松永 直美 レモン画翆

村上 祐治 東海大学　基盤工学部電気電子情報工学科

矢吹 信喜 大阪大学大学院　工学研究科環境・エネルギー工学専攻

山崎 雄介 慶應義塾大学　SDM研究所

渡邊 朗子 東京電機大学　未来科学部建築学科

合計 25名
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（委員会活動報告会用） 

2013 年度 委員会活動成果報告 
 

（2014 年 3 月 7 日作成） 

委員会名 環境工学委員会 委員長名：田辺 新一 

運営委員会数 12 

小委員会数 55 

WG 数 57 

予算総額 1,1132,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 5 点 

１．（AIJES）温熱心理・生理測定法規準・同解説 
２．（AIJES）ホルムアルデヒドによる室内空気汚染に関する設計・施工等規準・

      同解説」（改定版） 
３．実務者のための自然換気設計ハンドブック 
４．電気室から漏洩する磁場の予測・対策・計測評価技術 
５．クールルーフガイドブック 

講習会 
講習会数 1 回 

１．講習会「温熱心理・生理測定法規準」           参加者数 65 名 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数 16 回 

１．第 37 回水環境シンポジウム「歩いて・見て・考える－親水公園の歴史と

  景観」                       参加者数  28 名 
  （資料名）同上 
２．第 22 回空気シンポジウム「PM2.5 の飛来をはじめとする大気汚染問題の実

    態と予測・対策」                                   参加者数 129 名 
  （資料名）同上 
３．シンポジウム「わかりやすい健康・快適な住宅作りのチェックポイント」 
                            参加者数  67 名 
  （資料名）同上 
４．第 12 回光環境デザインシンポジウム－槇文彦が語る光と建築」 
                                                       参加者数  92 名 
  （資料名）同上 
５．ハンズオンセミナー「はじめての音響数値シミュレーション」 
                            参加者数  20 名 
  （資料名）同上 
６．第 13 回環境心理生理チュートリアル「環境心理生理研究におけるモデルの

  立て方の作法と技法－三手先を読む研究計画 」   参加者数  58 名 
  （資料名）同上 
７．第 43 回熱シンポジウム「居住環境における寒さと健康・快適」 
                                参加者数 102 名 
  （資料名）同上 
８．シンポジウム「実務者のための自然換気設計－理論、基本設計、詳細設計

  から実践まで」                   参加者数 115 名 
  （資料名）同上 
９．第 9 回建築設備シンポジウム「環境建築の新たな展開に向けて」 
                                                       参加者数 275 名 
  （資料名）同上 
10．第 2 回都市環境デザインフォーラム「スマートな都市について考える」 
                                                       参加者数 121 名 
  （資料名）同上 
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11．シンポジウム「スマート・デイライティング－快適な省エネルギー照明 
     設計に向けて」                                    参加者数 117 名 
  （資料名）同上 
12．シンポジウム 心理生理のフロンティアを語る（第 1 回）「はじめの一歩を 
    ふみだそう」                                       参加者数  24 名 
  （資料名）同上 
13．第 32 回環境振動シンポジウム「居住性能評価指針の新たな方向性－評価

    と設計の分離」                                     参加者数  101 名 
  （資料名）同上 
14．東日本大震災による住宅内放射能汚染の実態と除染対策に関するシンポジウム

                                                       参加者数  92 名 
  （資料名）同上 
15．建築電磁環境に関する研究発表会 2014                 参加者数 37 名 
  （資料名）同上 
16．シンポジウム「雨水活用からはじめる水循環系の再生」 参加者数  67 名 
  （資料名）同上 

大会研究集会 

研究集会数 2 回 

１．大会研究協議会「異分野からの視点を活かす建築環境工学 
          －人財育成と地域課題解決に向けた連携のすがた」 
  （資料名）同上 
２．大会研究懇談会「U-40 が語る環境工学研究の最前線と分野連携 
     －これから 20 年のビジョン」 
  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

2013 年度の重点課題として、以下の 4 テーマを取り上げている。 
① 東日本大震災による環境設備部門の被害、対策状況等のとりまとめ 

環境工学本委員会直轄の震災対応 WG として「東日本大震災合同報告書・環

境工学 WG」を設置して、本学会が他学会と一緒に作成する報告書のまとめ

を行っている。2014 年度中に震災報告書の 1 巻として出版される予定である。

② 東日本大震災後の環境工学分野での課題解決への取り組みと提言 
2012年度まで環境工学本委員会直轄の震災対応WGとして「住宅・建築環境」、

「都市環境」、「放射性物質汚染対策」を設置して活動を行ってきた。2013 年

度から「住宅・建築環境」、「都市環境」、を｢震災対応環境工学 WG｣として統

合再編した。また、本学会の「東日本大震災調査復興支援本部」の下に組織

された「研究・提言部会」、及び「巨大災害の軽減と回復力の強いまちづくり

特別調査委員会」に参加連携して、第二次提言の取りまとめを行った。福島

における住宅の放射線問題に関してもシンポジウムを開催した。 
③ ポスト東日本大震災における環境工学分野の役割を意識した研究調査活動 

熱シンポジウム「居住環境における寒さと健康・快適」、建築設備シンポジ

ウム「環境建築の新たな展開に向けて」、都市環境デザインフォーラム「ス

マートな都市について考える」、「スマート・デイライティング－快適な省エ

ネルギー照明設計に向けて」など震災から学んだ活動が活発に行われてい

る。一方で、PM2.5 問題に関しては空気シンポジウム開催後に、特別調査研

究への申請を行った。 
④ 分野連携と若手奨励 

大会研究協議会では「異分野からの視点を活かす建築環境工学」と題するシ

ンポジウムを開催した。また、大会研究懇談会に「U-40 が語る環境工学研究

の最前線と分野連携」シンポジウムを開催するなど若手奨励にも力を入れて

いる。2014 年次大会時の若手発表奨励の検討も合わせて行っている。原則月

二回発行のメールマガジンの発行を行った。また、環境工学者名簿の作成準

備を行っている。 
以上、設定した重点課題については十分な活動を行っていると考えている。建築

分野が消費するエネルギーが大きな問題となっており、今後とも建築計画、都市

計画、地球環境分野との連携を深めて活動を継続する必要がある。  
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（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 16 日作成） 

委員会名 環境工学委員会 委員長名：田辺 新一 

運営委員会数 12 

小委員会数 52 

WG 数 54 

予算総額 1,1642,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 2 点 

１．（AIJES）サーマルマネキンを用いた室内温熱環境評価法規準・同解説 
２． 親水空間論～時代と場所から考える水辺のあり方～ 

講習会 
講習会数 1 回 

１．講習会「サーマルマネキンを用いた室内温熱環境評価法規準」 
           参加者数 86 名 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数 22 回 

１． サーマルマネキンを用いた室内温熱環境評価規準作成に向けてのシンポジウム 
  （資料名）同上                    参加者数  51 名 
２．第 23 回空気シンポジウム「学校環境のサステナブルデザインと維持管理－子供

たちが健康で快適に学習できる環境づくりのために」 
  （資料名）同上                                      参加者数 125 名 
３．クールルーフの適正な普及に向けたシンポジウム 
  （資料名）同上     参加者数 大阪 47 名・東京 73 名・北九州 25 名 
４．第 14 回環境心理生理チュートリアル「やってみよう！評価グリッド法の作

法と技法～ニーズの深層を知る」 
  （資料名）同上                                   参加者数  77 名 
５．第 10 回建築設備シンポジウム「設計と研究の視点からみる環境建築の発展」

  （資料名）同上                                   参加者数 307 名 
６．第 44 回熱シンポジウム「役に立つ湿気研究」 
  （資料名）同上                                    参加者数  130 名

７．第 2 回ハンズオンセミナー「はじめての音響数値シミュレーション」 
  （資料名）同上                                      参加者数  16 名 
８．環境心理シンポジウム「評価グリッド法とその周辺」 
  （資料名）同上                                     参加者数  58 名 
９．第 3 回都市環境デザインフォーラム「2020 年東京五輪を契機に考えるこれか

らの都市環境デザイン」 
  （資料名）同上                                   参加者数  99 名 
10．シンポジウム「これからの建築・設備設計を変える光環境設計ツールの発信」

（資料名）同上                                   参加者数  48 名 
11．持続性社会の環境心理シンポジウム「人々の価値観や行動から考える」 

（資料名）同上                                   参加者数  29 名 
12．心理生理のフロンティアを語る（第 2 回）「におい・かおりの知覚と空間設計」

  （資料名）同上                                     参加者数  42 名 
13．第 2 回次世代排水システムシンポジウム「『機械・サイホン排水システム設

計ガイドライン（AIJES）』刊行に向けて」 
  （資料名）同上                                      参加者数  68 名 
14．シンポジウム「建築と都市の色彩の国際比較」 
  （資料名）同上                                   参加者数  28 名 
15．シンポジウム「建物の気密性能を改めて考える－その実態と評価・測定法」

   （資料名）同上                                      参加者数  55 名 
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16．シンポジウム「中小事務所ビルを対象とした省エネルギー手法と運転費削減

および設備費の算定」                             
  （資料名）同上                                      参加者数  55 名 
17．第 33 回環境振動シンポジウム「居住性能評価に応じた設計の枠組み」 
  （資料名）同上                                      参加者数  85 名 
18．シンポジウム「ヒューマンファクターによる環境・設備デザイン」 
  （資料名）同上                                      参加者数  84 名 
19．建築電磁環境に関する研究発表会 2015  
  （資料名）同上                                      参加者数  47 名 
20．シンポジウム「五感を活用したサイン環境デザインの可能性」 
  （資料名）同上                                      参加者数  42 名 
21．第 74 回音シンポジウム「都市・建築空間における音声伝送性能評価に関す

る最新の動向」 
  （資料名）同上                                      参加者数  33 名 
22．第 13 回光環境デザインシンポジウム －永山祐子が語る光と建築－ 
  （資料名）同上                                      参加者数  60 名 

大会研究集会 

研究集会数 2 回 

１．大会研究協議会「都市再生における環境工学の役割」 
  （資料名）同上 
２．大会研究懇談会「今後の環境工学を担う若手研究者－私の研究スタイル」 
  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

2014 年度の重点課題として、以下の 3 テーマを取り上げて活動を行った。 
① 東日本大震災に関する研究・取り纏め 

環境工学本委員会直轄の震災対応 WG として「東日本大震災合同報告書・環

境工学 WG」を中心として、本学会が他学会と一緒に作成する報告書のまと

めを行った。震災報告書の 1 巻として本年度原稿が完成した。2015 年 6 月に

出版される予定である。「放射性物質汚染対策」に関しても継続的に検討を行

い、2015 年度の報告会を目標として活動を行っている。本学会の「東日本大

震災調査復興支援本部」の下に組織された「研究・提言部会」、及び「巨大災

害の軽減と回復力の強いまちづくり特別調査委員会」に参加連携して、第二

次提言の取りまとめを行ったが、環境工学委員会における進捗状況に関して

中間評価を開始した。 
② 低炭素・省エネルギー社会への貢献 

空気シンポジウム「学校環境のサステナブルデザインと維持管理－子供たち

が健康で快適に学習できる環境づくりのために」、建築設備シンポジウム「設

計と研究の視点からみる環境建築の発展」、「クールルーフの適正な普及に向

けたシンポジウム」、都市環境デザインフォーラム「2020 年東京五輪を契機

に考えるこれからの都市環境デザイン」、「これからの建築・設備設計を変え

る光環境設計ツールの発信」、「建物の気密性能を改めて考える－その実態と

評価・測定法」、「ヒューマンファクターによる環境・設備デザイン」などの

シンポジウムを開催し、低炭素・省エネルギー社会への貢献を目指した。「サ

ーマルマネキンを用いた室内温熱環境評価法規準」を出版するとともに、講

習会を行った。省エネと快適性の両立に関して建築分野に限らない新しい知

見を提供した。 
③ 分野連携と若手奨励 

大会研究協議会では「都市再生における環境工学の役割」と題するシンポジ

ウムを開催した。また、大会研究懇談会で「今後の環境工学を担う若手研究

者－私の研究スタイル」シンポジウムを開催するなど若手奨励にも力を入れ

ている。このシンポジウムでは学会奨励賞受賞者を中心として話題提供を行

った。また、大会時に若手発表奨励を実施した。原則月二回発行のメールマ

ガジンの発行を行った。加えて、環境工学者名簿を発行した。 
以上、設定した重点課題については十分な活動を行っていると考えている。建築

分野の低炭素社会への貢献、エネルギー消費削減が大きな課題となっており、今

後とも建築計画、都市計画、地球環境分野との連携を深めて活動を継続する。英

文による大会 OS や査読論文投稿増強対策も検討した。  
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震災対応環境工学ＷＧ

インパルス応答予測・計測WG

建築空間における色彩・質感の視覚効果定量化WG

建築の湿害評価法構築ＷＧ

子どものための音環境ＷＧ

居住性能評価指針改定小委員会 性能評価法検討WG

環境工学
本委員会

企画・広報WG
音環境

運営委員会

2014年度環境工学委員会組織図

光環境
運営委員会

環境振動
運営委員会

環境振動企画検討WG

環境振動測定分析小委員会 環境振動広報WG

広報小委員会

音響数値解析小委員会

環境振動設計小委員会

建築の質感・色彩計画小委員会

熱的快適性の適応モデルWG

都市・建築熱環境WG

現状分析情報発信ＷＧ

文化財の保存と公開における熱湿気環境ＷＧ

省エネルギーと光環境小委員会

教育研究用熱環境シミュレーションソフトウェアの研究・開発WG

都市・建築の色彩測定法規準策定WG

熱環境
運営委員会

熱環境シミュレーション小委員会

建築全体の温湿度環境の予測評価WG

伝熱小委員会

輝度設計ツール開発WG

湿気小委員会

薄明視輝度に基づく道路照明設計ツール開発WG

広域評価モニタリングＷＧ

昼光規準原案準備小委員会

戸建て住宅の振動特性ＷＧ

湿気環境と健康ＷＧ

環境振動予測解析小委員会

音環境規準検討小委員会

昼光設計ツール開発WG

建築材料と色彩の実態調査WG

景観色彩計画WG

音響数値解析ソフトウエアの開発・普及ＷＧ

集合住宅の遮音性能評価水準検討小委員会

照明環境基準検討WG

環境振動性能評価小委員会

建築光環境デザイン小委員会

室内音響小委員会 室内音響設計事例集企画検討ＷＧ

スピーチプライバシー研究WG建築音響測定法小委員会

バイオクライマティックデザイン小委員会

温熱感小委員会 温熱環境学術規準ＷＧ

カーボン・ニュートラル建材ＷＧ

鉄道固体音測定法検討ＷＧ固体音小委員会

光環境設計ツール構築小委員会

熱システムWG

明視性評価ツール開発WG

温熱的快適域検討ＷＧ

熱性能WG

吸放湿性能評価と予測手法ＷＧ
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次世代排水システム刊行小委員会

次世代排水システム小委員会

集合住宅騒音防止住まい方マニュアル刊行小委員会

空気清浄装置による室内空気質改善の評価方法検討WG

電磁環境企画ＷＧ

ソーラー建築情報ＷＧ

換気・通風小委員会

室内空気質環境設計法改訂小委員会

サーマルマネキン学会規準作成小委員会

クールルーフガイドブック小委員会

感覚・知覚心理研究刊行小委員会

電気室の漏洩磁場刊行小委員会

屋外空気環境小委員会

企画刊行
運営委員会

建築学会環境基準作成小委員会

水環境
運営委員会

雨水活用技術規準策定小委員会

都市の水辺小委員会

建築における未来の水環境検討小委員会

室内空気質小委員会 臭気に関する学会環境規準検討WG
空気環境

運営委員会

気密性能ＷＧ

燃焼排ガス汚染検討ＷＧ

ハウスダスト調査検討WG

自然換気設計WG

学校空気環境改善WG

建築設備
運営委員会

ガラス建築と環境ＷＧ

環境建築システム小委員会

建物換気理論ＷＧ

検証用ベンチマーク実施WG

住宅の水まわり空間の環境設備設計ガイドライン検討小委員会

ヒューマンファクターに配慮した環境構築小委員会

環境心理生理
運営委員会 持続性社会の環境心理小委員会

都市環境・都市設備
運営委員会

都市環境気候図実用化検討小委員会

建築気象データ小委員会

環境設備に関する学会規準（AIJES）における性能レベル小委員会

変動磁場計測評価小委員会

心理生理のフロンティア小委員会

環境心理小委員会 チュートリアル運営ＷＧ

環境心理研究手法ＷＧ

環境設計
運営委員会

戸建住宅小委員会

「可愛い」を求める心と空間のあり方に関する研究ＷＧ

電磁シールドの性能劣化検討ＷＧ

環境バリアフリー小委員会
電磁環境

運営委員会
電磁環境教育ＷＧ

電磁環境計測評価小委員会

環境配慮型都市デザイン検討小委員会

クールルーフ適正普及小委員会

萌芽探索ＷＧ
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環境工学本委員会 

役職 氏名   所属 

委員長 田辺 新一 早稲田大学創造理工学部建築学科 

幹事 中野 淳太 東海大学工学部建築学科 

幹事 羽山 広文 北海道大学大学院工学研究院空間性能システム部門 

幹事 村上 公哉 芝浦工業大学工学部建築工学科 

井上 容子 奈良女子大学生活環境学部住環境学科 

 岩田 三千子 摂南大学理工学部住環境デザイン学科 

 大塚 雅之 関東学院大学建築・環境学部建築・環境学科 

 岡野 利行 （株）竹中工務店技術研究所 

郡  公子 宇都宮大学大学院工学研究科地球環境デザイン学専攻 

 古賀 靖子 九州大学大学院人間環境学研究院都市・建築学部門 

 崔  軍 近畿大学工学部建築学科 

 佐土原 聡 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 

 下田 吉之 大阪大学工学研究科環境・エネルギー工学専攻 

 菅原 正則 宮城教育大学教育学部 

 須永 修通 首都大学東京都市環境科学研究科建築学専攻 

田中 稲子 横浜国立大学都市イノベーション研究院 

 永野 紳一郎 金沢工業大学環境・建築学部 建築系建築都市デザイン学科 

 松原 斎樹 京都府立大学人間環境学部環境デザイン学科住環境学専攻 

森  太郎 北海道大学工学研究院 建築都市コース 

 山中 俊夫 大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 

山羽 基 中部大学 工学部建築学科 

横山 裕 東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻 

 吉野 涼二 （株）環境調査事務所 

 依田 浩敏 近畿大学産業理工学部建築・デザイン学科 

合計 24 名 
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（委員会活動報告会用） 

2013 年度 委員会活動成果報告 
 

（２０１４年３月１０日作成） 

委員会名 建築法制委員会 委員長名：杉山義孝 

運営委員会数 ０ 

小委員会数 ３ 

WG 数 １ 

予算総額 591,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 ４点 

１．『建築ストック社会と建築法制度―防火避難規定の課題を中心に』 
２．『成熟社会における開発・建築規制のあり方』 
３．『建築における行政訴訟判決カルテ』 
４．『建築法規用教材 2014』 

講習会 
講習会数 ０回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数 ０回 

 

大会研究集会 

研究集会数 １回 

１．協議調整型ルール確立に向けて－我が国における協議調整型ルールの提案と

その成立要件 
  （資料名）同名、8/30、北海道大学、参加者 28 名 

主な活動 
問題点等 

2013 年度は、それまでの研究小委員会の活動の取りまとめ時期となり、刊行物を

4 点取りまとめることが出来た。建築に係る法制度は、建築専門領域としては重

要ではあるがまだ多く専門家の関心分野とはなりきっていない領域である。 
建築物が社会的存在である限り、建築と法制度は切っても切れない関係にある。

社会の変化に法制度が柔軟に対応していくために、この領域に多くの建築専門家

が関心を寄せていただくとともに、必要な情報や研究成果を発信していくことが

建築法制委員会の使命と考えている。 
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（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（２０１５年３月１０日作成） 

委員会名 建築法制委員会 委員長名：杉山義孝 

運営委員会数 0 

小委員会数 3 

WG 数 1 

予算総額 613,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 1 点 

１．建築法規用教材 2015 

講習会 

講習会数 0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数 1 回 

１．公開研究会：社会変化に対応する用途規制の新しい方向性 
  （資料名：同名）12/9、建築会館会議室、参加者数 49 名 
 

大会研究集会 

研究集会数 1 回 

１．持続可能な社会に向けた建築基準とその実行方法のあり方を考える 
  （資料名：同名）9/13、神戸大宇、参加者数 60 名 
 

主な活動 
問題点等 

 
前年度に小委員会の活動成果が出揃い、2014 年度は今後の活動活性化に向けた検

討を中心に行った。2014 年 3 月に行われた調査研究委員会活動報告会において、

参加者各位から様々な意見をいただいた。特に委員構成に関する指摘（固定化、

高齢化）、社会的テーマへの取り組みへの期待（ストック社会、低炭素社会に向

けた建築法制度分野の取り組み）を複数いただいたことに刺激を受け、次年度か

ら新たな小委員会テーマを加え、建築法制委員会の活動の幅を広げていくための

方策について検討を行った。社会の変化に法制度が柔軟に対応していくために、

この領域に多くの建築専門家が関心を寄せていただくとともに、必要な情報や研

究成果を発信していくことが建築法制委員会の使命と考えている。 
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 建築専門家の行政訴訟参加に関するWG

2014年度建築法制委員会組織図

 建築基準の適用とその実行方法のあり方検討小委員会

 用途規制再構築検討小委員会

 教育普及小委員会

 建築法制本委員会
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建築法制本委員会

役職 氏名 所属

委員長 杉山 義孝 一般財団法人　日本建築設備・昇降機センター

幹事 有田 智一 筑波大学大学院　システム情報系社会工学域

幹事 飯田 直彦 日本建築構造技術者協会

幹事 加藤 健三 渋谷区都市整備部建築課

幹事 平野 吉信 広島大学　大学院工学研究科建築学専攻建築計画学講座

稲葉 良夫 ㈱ナヴィ住宅都市設計工房

遠藤 栄治 ㈱日本設計　情報・技術センター

岡辺 重雄 福山市立大学　都市経営学部

加藤 仁美 東海大学　工学部建築学科

桑田 　仁 芝浦工業大学　デザイン工学部デザイン工学科

小林 恭一 東京理科大学　大学院国際火災科学研究科

中西 正彦 横浜市立大学　国際総合科学部国際都市学系

松本 光平

柳沢 　厚 Ｃ－まち計画室
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（委員会活動報告会用） 

2013 年度 委員会活動成果報告 
 

（2014 年  3 月  3 日作成） 

委員会名 建築社会システム委員会 委員長名：石坂 公一 

運営委員会数  

小委員会数 13 

WG 数 14 

予算総額 1,479,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数       0 点 

 

講習会 

講習会数      0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数   ４ 回 

１．第 29 回 建築生産シンポジウム            参加者数 80 名 
 （資料名）第 29 回建築生産シンポジウム論文集 
２．2013 年度建築生産セミナー 「こわす」技術と「のこす」技術－ストックと

  スクラップの境界の多様化－              参加者数 46 名

  （資料名）同上 
３．公開研究会 「グランフロント大阪－関西再生の鍵を握る大規模複合開発－

  のエリアマネジメント」                参加者数 18 名

４．第 8 回住宅系研究報告会※               参加者数 47 名

  （資料名）住宅系研究報告会論文集 8 
  ※ 建築計画委員会、都市計画委員会、農村計画委員会と共催  

大会研究集会 

研究集会数   3 回 

１．研究協議会：「マンション再生の可能性と限界-建築社会システムはどう再編

すべきか？」 

  （資料名）同上 
２．ＰＤ：「公共施設における管理台帳の標準化」 

  （資料名）同上 
３．ＰＤ：「「発注者も受注者も納得する建築コストとは-今日の建築コストマネ

ジメントの問題点」 

  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

本年度は、シンポジウム、研究報告会等の「催し物」を４回、大会研究集会を３

つ開催し、委員会としての情報発信はそれなりの水準を達成することができた。

また、若手の発表者を対象に優秀な大会発表を顕彰する制度を試行し、表彰者を

委員会のホームページに掲載した。実施上で改善すべき点もあったが、おおむね

円滑に実施できたことから来年度も継続する予定である。 
 全体としては、若い研究者と投稿論文数の増加を図ることが課題であり、今後

とも機会をとらえて、若い研究者に当委員会の所掌研究分野への積極的な参加を

促すよう努力していきたい。 
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（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 10 日作成） 

委員会名 建築社会システム委員会 委員長名：石坂 公一 

運営委員会数 0 

小委員会数 12 

WG 数 13 

予算総額 1,494,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数       0 点 

 

講習会 

講習会数      0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数   ４ 回 

１．第 30 回建築生産シンポジウム             参加者数 80 名 
   （同名資料） 
２．公開研究会「あべのハルカス見学会－巨大再開発施設と建築企画－」 

                   参加者数 19 名

３．2014 年度建築生産セミナー「建築生産の 30 年－新旧超高層建築施工事例に

見る技術の進化－」                  参加者数 60 名

   （同名資料）  
４．シンポジウム「発注者を評価する建築プロジェクトにおける良き発注者像 

とは」 （同名資料）                 参加者数 29 名

大会研究集会 

研究集会数   1 回 

１．研究協議会：住宅セーフティネットの再構築を考える－居住貧困を解消する

システムはどうあるべきか  
 （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

本年度は、シンポジウム、研究会等の「学術的催し」を４回、大会研究集会を１

つ開催した。委員会としての情報発信はそれなりの水準を確保したが、刊行物、

講習会等の活動では実績を残せず、反省材料である。また、前年度に引き続き、

若手を対象に優秀な大会発表顕彰を実施した。本顕彰の研究活動活性化への定量

的な効果については、まだ未知数であるが、若い研究者の励みとなることは疑い

なく、制度としても次第に定着しつつあることから来年度も継続する予定であ

る。全体としては、若い研究者と投稿論文数の増加を図ることが課題であり、今

後とも機会をとらえて、若い研究者に当委員会の所掌研究分野への積極的な参加

を促すよう努力していきたい。 
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2014年度 建築社会システム委員会 組織図 

 
 

建築社会システム本委員会 
（石坂公一） 

  建築生産の実態と関係社会
規範検討WG   

     
   住宅需給構造小委員会 

（伊藤史子） 

  

     

      

  住宅の地方性小委員会 
（長谷川洋） 

  
地域住宅統計情報WG     

     
住宅市場政策WG      

     
住まい・まちづくり学習WG      

  住宅ストック小委員会 
（斎藤広子） 

   
集合住宅WG      

      
住宅流通WG       

      
戸建住宅地WG       

  建築生産小委員会 
（戸倉健太郎） 

  
建築技術調査WG     

  建設産業小委員会 
（蟹澤宏剛） 

   

     

  建築企画小委員会 
（木多彩子） 

  ビルディングエコノミック
スWG     

  建築プログラミング小委員会 
（松下 聡） 

  
公共施設プログラミングWG     

  固定資産評価小委員会 
（吉田倬郎） 

  
家屋評価システム研究WG     

  プロジェクトマネジメント小委員会 
（小栗 新） 

  
     

  施設マネジメント小委員会 
（円満隆平） 

  
法定耐用年数WG     

     
施設管理台帳標準化WG      

  建築・不動産マネジメント小委員会 
（三橋博巳） 

   

    

  発注者問題小委員会 
（斎藤隆司） 
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役職 氏名 所属

委員長 石坂 公一 東北大学大学院　工学研究科都市・建築学専攻都市マネジメント学分野

幹事 杉田 洋 広島工業大学　環境学部環境デザイン学科

幹事 長谷川 洋 国土交通省国土技術政策総合研究所　住宅研究部住環境計画研究室

幹事 阪東 美智子 国立保健医療科学院　生活環境研究部

有川 智 東北工業大学　工学部

安藤 正雄 千葉大学　大学院工学研究科建築学コース

板谷 敏正 プロパティデータバンク（株）

伊藤 史子 首都大学東京　都市システム科学域

円満 隆平 金沢工業大学　環境・建築学部建築系建築学科

大家 亮子 成城大学　社会イノベーション学部政策イノベーション学科

岡 俊江 九州大学大学院　人間環境学研究院

岡本 浩一 北海学園大学　工学部建築学科

小栗 新 オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド

蟹澤 宏剛 芝浦工業大学　工学部建築工学科

川崎 直宏 （株）市浦ハウジング＆プランニング

木多 彩子 摂南大学　理工学部建築学科

小松 幸夫 早稲田大学　建築学科・建築学専攻

齋藤 隆司 日本郵政（株）　ＣＲＥ部門不動産企画部

齊藤 広子 明海大学　不動産学部不動産学科

戸倉 健太郎 三井住友建設（株）　建築管理本部　建築生産計画部

平山 洋介 神戸大学　人間発達環境学研究科

松下 聡 福井大学　工学部建築建設工学科

三橋 博巳

村上 心 椙山女学園大学　生活科学部生活環境デザイン学科

吉田 倬郎 工学院大学　建築学部建築学科

吉田 友彦 立命館大学　政策科学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　合計 26名

 

建築社会システム本委員会
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（委員会活動報告会用） 

2013 年度 委員会活動成果報告 
 

（2014 年  3 月  10 日作成） 

委員会名 地球環境委員会 委員長名：外岡 豊 

運営委員会数  

小委員会数 10 

WG 数 7 

予算総額 1,429,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数       0 点 

 

講習会 

講習会数      0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数   2 回 

１．2013 年度建築環境セミナー「多様化するサステナブル建築の展開」 

                            参加者数 145 名 
 （資料名）同上 
２．シンポジウム「国産材木造建築の推進に向けて  林業と建築の連携を探る」

                             参加者数 93 名

  （資料名）同上  

大会研究集会 

研究集会数   2 回 

１．PD「地域におけるカーボンニュートラル化と持続可能社会への道筋」 

  （資料名）同上 
２．研懇「地球環境時代における国産木材活用をいかに進めるべきか」 

  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

本委員会が３回しか開催されなかったため、また新設開始された情報ストレージ

サーバーが所属者だけしか開けない管理体制のため-小委員会間の情報共有が困

難であった。それを克復する対応策として複数小委員会合同公開勉強会を数回実

施したが効果は限定的であった。第１回本委員会の開催が７月末になり、委員会

活動の実施開始が遅れる要因となっている。それに抗して委員長メモを先行 mail
送信し、６月始めにセミナー開催日に非公式な先行委員会を雑談会として実施し

た。12.12 シンポジウムを他団体と共催したかったが本会主催でないとそれがで

きず、他団体との連携強化を目的としながら非会員に高額の参加費を請求するこ

とになり交流をすすめる目的の大きな障害となった。外部資金の補助も可能であ

ったがそれを具体化できなかったことは非常に残念であった。一部の小委員会は

多年の継続から活動に新鮮味がない懸念も見られた。LCA 指針小委員会では公開

ソフトの更新、維持が必須になっているが一部委員への依存が集中し、ノウハウ

の継承がなされないと継続維持できるかどうか危ぶまれる面が問題である。  

106



（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 13 日作成） 

委員会名 地球環境委員会 委員長名：外岡 豊 

運営委員会数 0 

小委員会数 10 

WG 数 13 

予算総額 1,483,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は除く）

刊行点数  1 点 

１．『スマートシティ時代のサステナブル都市・建築デザイン』 

講習会 
講習会数  0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 

*能力開発支援事業委員会承認

企画 

催し物数  3 回 

１．IPCC 第 5 次報告書 WG3 に関する公開研究会     参加者数 22 名

  （資料名）同上 
２．「スマートシティ時代の都市計画と環境建築デザイン」シンポジウム 
  （資料名）同上                   参加者数 72 名

３．シンポジウム「都市・建築分野におけるこれからの地球環境対策に向けて

－建築学会の活動と展望」 
  （資料名）同上                   参加者数 82 名

４．シンポジウム 「近未来の地球環境時代における建築構造分野の役割」

  （資料名）同上                   参加者数 38 名

大会研究集会 

研究集会数 2 回 

１．PD「災害時のレジリエンス対応技術と資源ストック利活用の接点」 
  （資料名）同上 
２．PD「建築分野から見た木材流通のデータベース化とあり方」 
  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

9 月 18 日に各小委員会の活動報告発表会を開催した（内容は◎、参加者少）。

他団体と協力して組織した低炭素社会推進会議を 7 月 22 日に発足させた

が、その企画準備を行う学会内部組織として建築、都市、技術の３分野 WG
を本委員会直属組織として 2013 年度より設置した。各参加団体の最近の取り

組みについてアンケート調査を行った。2014 年 12 月 3 日に建築会館ホールで

開催した第１回 低炭素社会推進議シンポジウム「低炭素社会の実現に向けて

− いま推進会議は何に取り組むべきか」は 3 分野合同 WG で討議して準備し、

13 分野の課題について整理し、それをもとに各団体の意見を聴取するととも

に、地球環境委員会の小委員会にも意見提出を求めた。 
 学会提言「地球温暖化対策アクションプラン 2050」を起草した。 
 問題点として小委員会間の連携強化を画策したにもかかわらず、活発な連

携は起こらず、また本委員会主催の催しに各小委員会と WG 委員の参加は少

なかった。本委員会の開催回数が少なく小委員会間の情報共有が困難であっ

た。また小委員会活動への旅費の配分が不足しているため地方委員の出席が

少なく、スカイプ参加もしばしば途切れて使いにくいものであった。紙の節

約はよいがオンラインストレージは使いにくく、改良の余地がある。  
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（主査：早川慶朗）

炭素収支と資源ストック
利活用技術小委員会

（主査：田村雅紀）

サステナブルビルディング評価
指標小委員会

マーケットトランスフォーメーションＷＧ

地 球 環 境 本 委 員 会
（委員長：外岡　豊）

低炭素社会推進・建築分野ＷＧ

（主査：中村　勉）

低炭素社会推進・都市分野ＷＧ

（主査：外岡　豊）

データベース化検討ＷＧ

（主査：高村秀紀）

木材流通のデータベース化と
共用化の手法検討小委員会

（主査：高村秀紀）

海外のデータベースに関する調査ＷＧ

低炭素社会推進・技術分野ＷＧ

（主査：岩本靜男）

アジア地域における建築環境と
サステナブル検討小委員会

（主査：稲田達夫）

（主査：高口洋人）

実態調査ＷＧ

（主査：久保田　徹）

ＧＣＭを活用した近未来標準気象データ作成ＷＧ

（主査：大岡龍三）

ＨＷＰ（伐採木材製品）ＷＧ

東アジア諸都市のヒートアイランド対策
ガイドライン検討ＷＧ

ライフスタイルと教育小委員会

サステナブル都市・建築デザイン小委員会

ＬＣＡ指針検討小委員会

（主査：大谷恭弘）

（主査：大野二郎）

（主査：高橋　達）

地球環境構造小委員会

地球環境時代における木材活用ＷＧ

地球環境からみた高耐震都市研究ＷＧ

（主査：藤田正則）

2014年度地球環境委員会　組織図

建築物気候変動対策小委員会建築物気候変動対策小委員会

（主査：高木直樹）

将来予測ＷＧ

（主査：吉野泰子）

（主査：近田智也）

（主査：高口洋人）

（主査：大岡龍三）

都市と気候適応小委員会

（主査：中島史郎）

（主査：吉田伸治）

（主査：横尾昇剛）
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地球環境本委員会 

役職 氏名     所属 

委員長 外岡 豊  埼玉大学経済学部社会環境設計学科 

幹事 北原 博幸 トータルシステム研究所 

幹事 中島 裕輔 工学院大学建築学部まちづくり学科 

幹事 横尾 昇剛 宇都宮大学工学部建設学科 

 飯田 哲也 環境エネルギー政策研究所 

 大岡 龍三 東京大学生産技術研究所 

 大谷 恭弘 神戸大学大学院工学研究科建築学専攻 

 大野 二郎 (株)日本設計 

 大野 秀敏 東京大学新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻 

 神田 順  A-FORUM 

 北垣 亮馬 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 

 腰原 幹雄 東京大学生産技術研究所 

 下田 吉之 大阪大学工学研究科環境・エネルギー工学専攻 

 高木 直樹 信州大学工学部建築学科 

 高口 洋人 早稲田大学理工学術院 

 高橋 達  東海大学工学部建築学科 

 高村 秀紀 信州大学工学部建築学科 

 田村 雅紀 工学院大学建築学部建築学科 

 近田 智也 積水ハウス(株) 

 槌屋 治紀 (株)システム技術研究所 

 中村 勉  (株)中村勉総合計画事務所 

 三井所 清典 (株)アルセッド建築研究所 

 三宅 理一 藤女子大学人間生活学部 

 村木 美貴 千葉大学工学部都市環境システム学科 

 野城 智也 東京大学生産技術研究所 

 吉野 博  東北大学教養教育院 

 吉野 泰子 日本大学短期大学部建築・生活デザイン学科 

 

合計 27 名 
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2015 3 25 

委員長 近畿大学 

岸本 一蔵 

劣化と損傷を考慮した耐震設計と耐久設計の融合に関する特別研究委員会 活動報告書 

 

【研究背景と目的】 

建築物の長期供用が指向された場合，耐震設計に於いては材料の経年劣化が，耐久設計に於いては地震によ

る損傷が，それぞれ十分な形で考慮されているとは言いがたい．すなわち構造材料の劣化現象の制御を目的と

した耐久設計と，耐震設計との連続性の確保は今後重要な課題であり，この問題は新築のみならず既存建築物

の性能評価にも関連することから喫緊のテーマである．  

本研究課題では， 木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造建築物において、それぞれの構造部材の構成材料が腐

食・腐朽等により劣化した場合の耐力評価と，構造部材性能評価としての経年劣化の取扱いについて調査・整

理し，耐震設計と耐久設計の融合に向けた不連続点の抽出を行う．その結果を踏まえ，今後，構造・材料分野

が分野を横断して注力すべき技術・研究開発の方向性について議論を深め，設計手法，性能評価手法，維持管

理手法の在り方を提示する． 

構造委員会では，これまで RC 構造計算規準や鋼構造設計規準，木質構造設計規準などの構造設計規準・指

針を策定し，建築物の構造規準を整備してきたが，劣化を適切に評価した既存建築物の耐力評価や，劣化を想

定した構造設計を一元化して確立したとは言えない。一方で、材料施工委員会では，関連する標準工事仕様書

を始めとして，建築物・部材・材料の耐久設計手法の出版に加え，現在では改修工事仕様書の策定などを進め

ているが，材料・施工の枠を超えて構造設計と連動した耐久設計手法および耐震診断と連動した耐久性能評価

手法は確立していない。また災害委員会においても，被災建物に対して用いてきた被災度区分判定手法は，劣

化や耐久性を陽に考慮していない．以上より，これらの学術領域の境界領域を超えての知見の共有，連続性の

確保が必要である． 

 

【2014 年度活動：会合】 

〇幹事会 3 回（5/15（木）、7/2（水）、9/9（火）） 

〇全体委員会 4 回（4/11（金）、7/29（火）、11/21（金）、3/30（月）：予定） 

〇その他 コンクリート系 WG 1 回（11/12（水）） 

 

【2014 年度活動概要】 

 本委員会の検討対象とする領域は、従来の研究領域で行われてきたものの延長線上にあるものとは異なり、

大まかに述べれば材料分野と構造分野の境界領域にあたる。従って、初年度である本年度の前半の活動は両分

野の相互理解を促すことを重点において活動を行った。具体的には、コンクリート系分野、鉄系分野、木質系

分野の 3 分野における材料分野と構造分野について耐久性に関して行われている研究やそれに関連した指針

類についてそれぞれの分野から情報を提供していただき、意見の交換を行った。委員の構成割合上、コンクリ

ート系分野での発表等が多かったが、同分野での材料系、構造系の（耐久性に対する）視点の違いの大きさを

改めて確認することができた。鉄系分野、木質系分野でもそれぞれの構造形式・材料特性の違い、産業事情の

違いからくる特徴的があり、例えば鉄系では構造部材としては腐食よりも疲労の問題が局所的な劣化・不具合
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という意味で重要であり、腐食に対しては基本防錆で防ぐという考え方が主流である。木質系分野では腐朽等

の研究は建築分野ではなく農学系の研究者が研究を行っており、経年劣化については経験的には様々な話があ

るが、個体差が大きく総論化できていない。このように系により事情は様々であるが、いずれの系においても

材料と構造の両分野を融合させて耐久性を考えるまでには至っていな事が確認できた。年度後半では、より具

体的に作業をすすめるため、全体委員会で決めた活動方針を基に、コンクリート系で具体的な検討内容につい

て議論を行っている（鉄系、木質系についてもコンクリート系の内容を参考に基本的に同じ方向で検討する）。

現在考えられている内容は以下の通り。 

1 耐久性の観点から構造性能を検討した既往の研究 のリストアップ 

2 劣化事例の収集 

3 損傷事例の収集 

4 損傷が耐久性に与える影響（全体像のとりまとめ：実際問題となる現象にどのようなものが考えら

れるかを具体的に検討） 

5 4 での検討から実験例の提案 

6 境界領域の継続的な検討システムの確立 

 

【2015 年度の活動計画】 

 2014 年度に行った各系、分野の情報の交換を継続的に行うと同時に、コンクリート系で議論された方

針（2014 年度活動概要の 1～5）をより詳細に検討し、報告書への記載内容をまとめる。これを基に、鉄

系、木質系についても（同様の方向で）記載事項・内容を検討する。報告書作製の具体的な作業は各系

の WG により行う予定。また報告書作成とは別に、（2014 年度活動概要の 6 に基づき）境界領域を対象

とした研究に対する外部資金取得を目指した方策について検討を行う。これは例えば、科学技術研究費

補助金（文部科学省）や建設技術研究開発助成制度（国土交通省）等への応募のための共同体制を整備

することであり、これらで得られた資金による研究を通して本分野の研究を行う研究者の増加を狙う。 
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役職 氏名 所属

委員長 岸本 一藏 近畿大学　建築学部

幹事 楠 浩一 東京大学　地震研究所

幹事 野口 貴文 東京大学　大学院工学系研究科建築学専攻

五十田 博 京都大学　生存圏研究所

今本 啓一 東京理科大学　工学部建築学科

伊山 潤 東京大学　大学院工学系研究科建築学専攻

加藤 英雄 森林総合研究所　構造利用研究領域材料接合研究室

兼松 学 東京理科大学　理工学部建築学科

椛山 健二 芝浦工業大学　工学部建築工学科

後藤 治 工学院大学　建築学部建築デザイン学科

迫田 丈志 （株）堀江建築工学研究所

高橋 典之 東北大学大学院　工学研究科　都市・建築学専攻

田沼 毅彦 （独）都市再生機構都市住宅技術研究所環境技術研究チーム

中島 史郎 （独）建築研究所　建築生産研究グループ

西脇 智哉 東北大学大学院　工学研究科　都市・建築学専攻

沼田 卓也 （株）東京ソイルリサーチ　構造調査設計事業部

濱崎 仁 芝浦工業大学　工学部建築学科

原田 佳幸 新日鐵住金（株）　技術開発本部　鉄鋼研究所　材料信頼性研究部

日比野 陽 広島大学　大学院工学研究科

藤田 香織 東京大学　大学院工学系研究科建築学専攻

前田 匡樹 東北大学大学院　工学研究科都市・建築学専攻

松本 由香 横浜国立大学　大学院都市イノベーション研究院

丸山 一平 名古屋大学　大学院環境学研究科都市環境学専攻

向井 智久 （独）建築研究所　構造研究グループ

山田 哲 東京工業大学　建築物理研究センター

渡邊 秀和 東京工業大学　応用セラミック研究所セキュアマテリアル研究センター

合計26名

 

劣化と損傷を考慮した耐震設計と耐久設計の融合に関する特別研究委員会
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2014 年度 若手奨励特別研究委員会 活動報告 
（2015 年 3 月 10 日作成） 

委員会名 津波火災対応型津波避難ビルの火災安全計画 委員長：西野 智研 

設 置 期 間 2014 年 4 月  ～  2016 年 3 月 

研究の目的 

 
津波の浸水域で発生する火災（津波火災）により，津波避難ビルが類焼する

事態を前提とし，建物内に待機している在館者の人命安全を確保するための

火災安全計画手法の素案を提案することを目的とする。 
 

研究の背景 

 
津波火災がもたらす重要な問題として，津波避難ビルの類焼による在館者の

人命危険がある。津波避難ビルの内部に火災が侵入しても，瓦礫や海水に取

り囲まれた状況では，在館者は建物内に留まらざるを得ない。しかし，津波

避難ビルの指定や設計では，このような事態が考慮されておらず，屋外への

避難により火災安全を確保する通常の建築火災を想定した火災安全計画が適

用されている。津波避難ビルが抱えるこのような課題は，津波避難ビルの普

及を阻む要因にもなりかねない。そこで，適切な火災安全計画手法を整備し

ておくことで，津波避難ビルの火災危険を制御する必要がある。ただし，兵

庫県南部地震以降，数多くの研究がなされてきた従来型の地震動に起因する

火災（地震火災）に対し，東北地方太平洋沖地震を契機にその存在が重要視

され始めた津波火災は，関連する研究の蓄積が少なく火災安全計画の事例も

ないため，津波避難ビルの計画にあたり拠り所となる考え方そのものが存在

しない状態にある。 
 

委員構成 
（委員名（所属）） 

 
≪委員≫              ≪研究協力者≫ 
西野 智研（建築研究所）      関澤 愛 （東京理科大学） 
城  明秀（竹中工務店）      森山 修治（日建設計） 
高麗 憲志（神戸大学）       近藤 史朗（清水建設） 
鈴木 秀和（日本建築総合試験所）  野竹 宏彰（清水建設） 

 

 

委員会開催数 10 回（年度内計画を含む） 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 
 

講習会  

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

 

大会研究集会  

対外的意見表明・パ

ブリックコメント等 
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2014 年度活動概要 

 
（1）津波火災を考慮した津波避難ビルのあり方の整理 
津波火災を考慮した津波避難ビルのあり方を整理した。ここでは，津波火

災により在館者の人命安全が脅かされる危険シナリオを定義し，このシナリ

オに沿った火災安全計画の考え方を整理した。その結果，津波避難ビルの指

定や設計にあたって留意すべき 11 の推奨基準が洗い出された。 
 
（2）自治体ヒアリング調査による津波避難計画における課題の把握 
津波避難計画の中で津波火災の危険性を考慮している先進的な自治体（一

つ）に対し聞き取り調査を実施し，津波避難計画の検討経緯や津波避難ビル

の指定基準に関する情報を収集した。また，津波避難ビル指定における問題

点や津波火災対策に関する意見交換を行い，津波避難計画において自治体が

抱える課題を把握した。 
 
（3）現地調査による「津波火災対応型」津波避難ビルの実現性の探索 
聞き取り調査を実施した（2）の自治体において，現時点で指定されている

津波避難ビル 18 棟の現地調査を行い，11 の推奨基準の充足状況を把握した。

これにより，津波火災を考慮した津波避難ビルの実現が現実的に可能である

ことを明らかにするとともに，今後の課題を整理した。 
 

（4）2014 年度活動成果の大会 OS への投稿 
2014 年度の活動成果（1～3）を，2015 年度日本建築学会大会（関東）のオ

ーガナイズドセッションへの投稿論文として纏めた。 
 

2015 年度活動計画 

 
（1）自治体ヒアリング調査，津波避難ビル調査の追加実施 

2014 年度とは別の自治体を対象に，ヒアリング調査・津波避難ビルの現地

調査を行って，事例および課題を追加収集する。 
 
（2）「津波火災対応型」津波避難ビルに関する指針の作成 
「津波火災対応型」津波避難ビルを普及させるため，「津波火災の危険性を

踏まえて，どのような内容に留意して津波避難ビルの指定や設計を行えばよ

いか」に関する指針を作成し，南海トラフ地震津波による浸水が懸念される

自治体の防災担当部局や建物の設計・防災計画に係わる実務者に配布する。
 

 
＊小委員会活動成果報告書は本書式を基本とする。ただし、それぞれの本委員会において活動実績を報告する共通項目があれば、

最下段に項目を追加して記述してもよい。 
＊表中の「（書名）」等の赤文字は、記述を誘導するための説明である。記載の有無にかかわらず最終的には削除のうえ提出する

こと。 
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役職 氏名 所属

委員長 西野 智研 建築研究所　防火研究グループ

幹事 城 明秀 （株）竹中工務店　技術研究所

高麗 憲志 神戸大学大学院工学研究科　建設系技術グループ

鈴木 秀和 （一財）日本建築総合試験所　性能評定課

                                             合計 4名

津波火災対応型津波避難ビルの火災安全計画［若手奨励］特別研究委員会
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若手奨励特別研究委員会 2014 年度活動報告書 

 

委員会名：市街地大気汚染の環境影響評価手法検討［若手奨励］特別研究委員会 

テーマ ：高密度都市空間の大気汚染を対象とした環境影響評価手法の再構築 

 

設置期間：2014 年 4 月～2016 年 3 月 

 

研究の背景と目的  

 大陸からの黄砂や PM2.5 の飛来など大気・熱の移流・拡散問題への関心は非常に高い。

汚染ガスや熱の拡散など都市環境問題予測・評価手法は、建築分野では Computational 

Fluid Dynamics(以下 CFD)を用いた多くの研究成果があるものの、環境影響評価では未だ

にプリュームモデルのような古典的手法が用いられており、CFD の適用には多くの課題が

残されている古くて新しい研究課題である。最新の CFD 技術の研究成果を反映した大気環

境に関する環境影響評価手法を提案することを目指し、移流・拡散問題に最新の CFD 技術

を適用した場合の予測精度や解析条件の差異が予測精度に与える影響を調査することを目

的とする。 

 

2014 年度活動概要 

・ 各機関における CFD を用いた拡散問題への取組みについての事例発表を行い、実務

上の課題や CFD を用いた拡散解析の現状について情報の共有、意見交換を行った。 

・ 他分野の動向について、独立行政法人日本原子力研究開発機構の中山 浩成氏を講

師に迎え、原子力分野での CFD を用いた安全評価の確立に向けた動きについての

勉強会を実施した。 

・ 現在の CFD 技術を都市の移流・拡散問題に適用した場合の予測精度や CFD 技術を用

いた解析を行なう際の注意点を明らかにするために、風速・温度・濃度の変動量まで測

定した風洞実験を対象にベンチマークテストを企画し、実施要領の原案作成を行なった。 

 

2015 年度活動計画 

・ ベンチマークテストの実施とデータ整理と分析 

単体建物周り、街区の流れ場を対象としたベンチマークテストに取り組み、風洞実験結

果との比較を行い、風速、温度、濃度の予測精度や解析条件がその予測精度に与える影

響に着目し、データ整理を行なう。 
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・ CFD 技術を都市の拡散問題に適用する際の注意点の整理 

ベンチマークテスト結果について、一定の分析が進んだ段階で、CFD を都市の拡散問

題に適用する際の注意点を整理し、報告書としてまとめる。 

 

※ データ整理や分析を行なう段階で、外部専門家を招いた委員会を開催する。 

 

委員会委員リスト 

委員長 白澤 多一 大妻女子大学 社会情報学部 

幹事  佐々木 澄 清水建設（株） 技術研究所 

池谷 直樹 九州大学 総合理工学研究院エネルギー環境共生部門 

姥浦 道生 東北大学 工学研究科都市・建築学専攻 

大風 翼 東北大学大学院 工学研究科 都市・建築学専攻 

菊本 英紀 東京大学 生産技術研究所 

岸田 岳士 （株）風工学研究所 環境調査研究グループ 

今野 尚子 （株）竹中工務店 技術研究所 環境計画部 

佐藤 大樹 大成建設（株） 技術センター 建築技術研究所 環境研究室 

田畑 侑一 （株）大林組 技術研究所 

中尾 圭佑 一般財団法人 電力中央研究所 地球工学研究所 

挾間 貴雅 鹿島建設（株） 技術研究所 

樋山 恭助 山口大学 工学部感性デザイン工学科 

以上 
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市街地大気汚染の環境影響評価手法検討[若手奨励]特別研究委員会 

役職 氏名     所属 

委員長 白澤 多一 大妻女子大学社会情報学部 

幹事 佐々木 澄 清水建設(株)技術研究所 

 池谷 直樹 九州大学総合理工学研究院エネルギー環境共生部門 

 姥浦 道生 東北大学工学研究科都市・建築学専攻 

 大風 翼  東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻 

 菊本 英紀 東京大学生産技術研究所 

 岸田 岳士 (株)風工学研究所 

 今野 尚子 (株)竹中工務店技術研究所 

 佐藤 大樹 大成建設(株)技術センター建築技術研究所 

 田畑 侑一 (株)大林組技術研究所 

 中尾 圭佑 (一財)電力中央研究所地球工学研究所 

 挾間 貴雅 鹿島建設(株)技術研究所 

 樋山 恭助 山口大学工学部感性デザイン工学科 

 

合計 13名 
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