
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０１８年度大会（東北） 

学術講演発表・建築デザイン発表 

部門別概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 日本建築学会 



 

部  門 題  数 昨年度比 

材料施工 697 38 

構  造 2,387 ▲13 

防  火 189 ▲5 

環境工学 1,283 ▲10 

海洋建築 31 ▲3 

情報システム技術 97 33 

教  育 39 4 

建築計画 679 37 

農村計画 109 9 

都市計画 547 ▲17 

建築社会システム 180 ▲17 

建築歴史・意匠 524 49 

建築デザイン 231 16 

合  計 6,993 121 

 
 



１．材料施工部門（697 題） 

本年度の材料施工部門の学術講演発表題数は 697 題であり、前年度に比べて 38 題増加した。

学術講演会全体の発表題数 6,762 題に対する割合は 10％を占めており、ここ 10 年間、同程度の

研究活動がコンスタントに維持されている。 

コンクリート関連分野の発表題数は、約 320 題で前年度よりやや減少したが、材料施工部門の

半数近くを占めている。コンクリートの使用材料では、セメント・骨材の発表題数が 18 題、混和

材料が 24 題あり、回収骨材に関する一連の研究やフライアッシュに関わる研究などの発表が行わ

れる。各種コンクリートでは、再生骨材・再生コンクリートの発表題数が 14 題、環境対応型コン

クリートが 12 題あり、環境に配慮したコンクリート技術への関心は本年度も高いことが分かる。

また、高流動・流動化コンクリートの発表題数が 23 題に増加しており、現場打ちコンクリートの

生産性向上技術として高流動性コンクリートが再び注目を集めている。このほか、繊維・繊維補

強コンクリートが 12 題、高強度コンクリートが 6 題、ジオポリマーが 8 題、いずれも前年度と同

程度の報告がある。コンクリート工事では、打込み・打継ぎの発表題数が 23 題、コンクリート工

事の施工・管理が 17 題あり、圧送に関する一連の研究などの発表が行われる。コンクリートの物

性では、フレッシュコンクリートの発表題数が 22 題、強度・力学特性が 18 題、収縮・クリープ

が 16 題、耐久性関係（凍害・中性化・ASR・耐久性一般・腐食防食）が 42 題あり、いずれも前

年度よりやや少ないが、継続的な研究成果の発表が行われている。 

仕上げ技術分野の発表題数は、前年度より多い約 190 題であり、材料施工部門の四半を超えて

いる。防水材料・工法では、発表題数は前年度の 56 題から 71 題に増加しており、防水材料の耐

候性試験に関する一連の研究などの発表が行われる。また、タイルの発表題数は 13 題、塗料・塗

装は 16 題、内装材料は 12 題、左官材料は 15 題、床材料は 22 題あり、いずれも例年と同程度の

報告がある。 

補修・維持保全分野の発表題数は、前年度より多い約 90 題である。特に、試験方法・調査・診

断では、前年度の 42 題から 48 題に増加しており、関心が高まっている。ドローンを用いた調査

や築 50 年を経過した RC 造構造物の調査などの発表が行われる。このほか、鉄筋コンクリート造

躯体の補修・補修は 9 題、維持保全計画・維持管理は 9 題、耐用年数予測手法は 5 題、改修・維

持保全は 17 題、解体は 6 題の報告がある。 

生産管理分野の発表題数は、例年と同程度の 27 題であり、工事・品質管理は 12 題、計測・加

工の自動化は 5 題、建設ロボット・BIM は 5 題、情報化施工は 5 題の報告がある。 

鉄骨・金属材料分野の発表題数は、例年と同程度の 49 題であり、その大半は溶接に関する研究

となっており、780N/mm2級鋼材や冷間成形角型鋼管の溶接性などの発表が行われる。 

木材・木造分野の発表題数は、前年度と同じ 18 題であり、木質材料の難燃化などの発表が行わ

れる。 

（材料施工委員会広報委員 黒岩秀介） 

 

 

 

 

1 
 



２．構造部門（2,387 題） 

構造部門の学術講演発表題数は 2,387 題（前年度比-13）であり、学術講演会の全発表題数 6,762

題の約 35%を占める。昨年度の発表題数より若干減少したが、ここ 10 年間で 2,000 題を超える発

表数を維持しており、きわめて活発な水準である。大会では計 17 の会場で 3 日間フルに発表が行

われ、計 12 の分野別の発表数は、荷重・信頼性が 112 題（+13）、応用力学・構造解析が 130 題

（+37）、基礎構造が 147 題（-16）、シェル・空間構造が 163 題（-12）、振動が 529 題（-34）、

原子力プラントが 69 題（-3）、木質構造が 326 題（+10）、鉄骨構造が 346 題（-6）、鋼・コン

クリート合成構造が 102 題（+2）、鉄筋コンクリート構造が 364 題（-8）、プレストレストコン

クリート構造が 37 題（+6）、壁式構造・組積造が 62 題（-2）である（かっこ内は前年度からの

増減数）。 

 各分野における概要を紹介する。まず発表題数が最も多い振動分野では、例年同様、地震動や

地盤震動から建物の応答まで幅広い領域の研究発表が行われる中で、各種免震部材の性能評価か

ら免震建物の応答予測など免震構造に関する様々な研究や、慣性質量ダンパーなどの新しい制振

部材の特性から制振建物の応答予測など制振構造に関する様々な研究といった、応答制御に関係

する先端的な構造システムに関する研究発表や、近年注目されているモニタリング・健全性評価

といった研究の成果が発表される。また、鉄筋コンクリート構造、壁式構造・組積造、およびプ

レストレストコンクリート構造の分野では、付着・定着といった局所挙動の研究から、柱・梁・

耐震壁・柱梁接合部といった部材レベルの実験および解析、RC 造建物の性能評価、耐震補強法な

ど、幅広い研究の成果が発表が行われる。一方、鉄骨構造では、溶接・ボルトといった接合要素

から柱梁接合部、柱脚などの接合部に関する実験研究や部材挙動に関する研究のほか、立体骨組

を扱った研究などの成果が、鋼・コンクリート合成構造では、CFT（鋼管充填コンクリート）構

造や柱を RC 梁を鉄骨とした構造形式に関する研究などの成果がそれぞれ発表される。木質構造

では、伝統木造建築から CLT（Cross-Laminated-Timber）による大規模木造など最新の構造まで幅

広く扱われ、接合要素に関する実験から、壁などの構面材に関する研究などの成果が発表される。

さらにシェル・空間構造では、立体骨組の耐震性能評価や設計法、形態創生と構造デザインへの

適用、天井の振動特性や落下防止対策に関する発表など、基礎構造では、杭の鉛直支持能力や水

平抵抗に関する研究や、地盤改良などに関する研究などの成果がそれぞれ発表される。最後に荷

重・信頼性、応用力学・構造解析、および、原子力プラントの分野では、風・雪・衝撃力といっ

た荷重およびその影響や設計法に関する研究や、最適設計に関する研究の成果などが発表される。 

 

（構造委員会広報委員 山田 哲） 
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３．防火部門（189 題） 

 今年度の防火部門の発表題数は全 189 題、発表会場は川内北講義棟（A 棟）A101 室・A102 室

である。防火部門の発表時間は 9 月 4 日（火）午前・午後（A101）、9 月 5 日（水）午前（A101・

A102）、9 月 6 日（木）午前（A101）、午前・午後（A102）の予定である。前年度比で-5 題であり、

近年は 200 題前後で推移している。研究分野別の内訳は、リスク・可燃物調査・総合防災・火災

安全性評価 18 題、消防活動・燃焼・区画性能と室火災 17 題、煙性状 17 題、防火設備 4 題、避難

行動特性 25 題、延焼危険性 5 題、市街地火災と避難 5 題、津波火災と災害対応 4 題、可燃材料の

防火性性能 10 題、火害診断 6 題、木質系構造・材料 34 題、金属系構造・材料 21 題、コンクリー

ト系構造・セメント系材料 17 題、内装材料の防火性 6 題である。いずれも防火分野における最新

の研究発表がなされる予定である。なお、防火部門における英語論文は 3 題（煙性状、金属系構

造）である。 
 昨年度に引き続き、木質系構造・材料の耐火性に関する発表件数が最も多く、これは 8 年連続

の傾向である。また本年度は避難系、煙性状、金属系構造の研究成果も多く発表される予定であ

る。 

防火分野のオーガナイズドセッション（OS）は以下の 2 テーマで実施される。発表タイトルを

以下に示す。 

 

■煙性状（4 題）  

9 月 4 日（火）16:45～17:49 川内北講義棟（A 棟）A101 室 

・排煙規定に関わる基礎的検討 新しい避難安全検証手法 

・実大規模の居室等における煙流動・排煙実験 その 1 実験装置と実験の考え方 

・実大規模の居室等における煙流動・排煙実験 その 2 自然排煙における給気口の効果 

・大規模倉庫の中央車路における煙性状 

 

■可燃材料の燃焼を伴う火災拡大（4 題） 

9 月 6 日（木）10:31～11:35 川内北講義棟（A 棟）A101 室 

・Large eddy simulation of buoyant window spill plume from intermediate-scale compartment fires using 

FireFOAM 

・可燃性外装の燃えひろがり性状に関する研究 アルミ複合材及び外断熱工法に関する JIS A 

1310 ファサード試験 

・実大規模実験による開口噴出熱気流性状予測手法の検討 開口部周辺のバルコニー等の影響 

・促進劣化試験後の難燃処理木材ファサードの燃えひろがり評価 

 

（防火委員会広報委員 尾崎文宣） 
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４．環境工学部門（1,283 題） 

 今年度の環境工学の発表数は 1,283 題。以下の 9 テーマのオーガナイズドセッション（OS）が

実施される。 
1）建築音響に関する測定法の新たな展開（6 題）：建築音響に関する測定法として、空気音遮断

性能、床衝撃音遮断性能や吸音率等が JIS 等の測定規格に規定されているが、さらに精緻なデ

ータを得るために様々な研究開発も活発に行われている。本 OS では、建物の音響性能に関わ

る測定法を幅広くとらえ、今後の課題や展望について議論。 
2）空間の色彩・質感の心理評価と表面性状の定量的な把握（5 題）：空間の光環境・色彩計画に

資する知見を得るために、色彩や質感の心理評価の把握，物体の反射特性・透過特性、色彩、

テクスチャーの定量的な測定等についての研究成果を紹介。 
3）設計教育 × 建築環境学（5 題）：建築系大学・高専での設計教育は、これまで意匠・計画系教

員が主な担当であったが、最近は、環境系や構造系教員が入った連携も見られる。本 OS では、

「全国の大学・高専・企業などから設計教育に関わる多様な実践事例を集め、建築環境学を活

かす設計教育（建築環境デザイン教育）について議論。 
4）適応と環境デザイン（8 題）：熱環境の適応に期待できる効果や限界範囲に関する研究成果を

紹介し、適応の定量的効果、さらには、適応機構を有効に機能させるための環境デザインの方

法について議論。 
5）マイクロバイオーム（7 題）：感染症は感染源（患者）、感受性の宿主、そして感染経路の 3 要

素が揃って初めて成り立つ。感染源と感受性の宿主に関しては、医学分野での対応になるが、

感染経路については、環境工学分野での取り組みが不可欠である。本 OS では、この感染経路

に焦点を当てて議論。 
6）ヒューマンファクターを考慮した環境デザイン手法（8 題）：快適な環境を提供しつつ、省エ

ネルギーを進めるためには、対象である人が受け入れられる環境とはどのようなものか、また、

人は環境に対してどのような反応をするのかといった視点に立つ必要がある。このようなヒュ

ーマンファクターを考慮した環境デザインや環境制御に関する研究動向およびヒ今後の展開に

ついて議論。 
7）環境建築の環境・エネルギー性能を考える（11 題）：「環境建築」は、建築と設備を統合して

高性能化する様々な技術の提案とともに発展を続けており、ネットゼロエネルギー実現のため

の技術と同時に、新しい室内環境デザイン、居住者が加わる環境創造とエネルギー管理、都市

環境との調和のための技術も進化しようとしている。これからの環境建築の環境・エネルギー

性能のあり方や今後の展開について幅広く議論。 
8）オフィスワーカーの健康に資する働く場の評価（3 題）：建築・設備仕様だけでなく、ビル運

営・管理やインテリア、入居組織の取り組み等、ハードを超えた使い方も含めた「働く場づく

り」に関する健康維持・増進の取り組み、評価事例、評価方法について情報共有を図るととも

に、今後の方向性や課題等について議論。 
9）建築環境心理生理と健康（5 題）：健康をキーワードとして心理生理的な様々な側面に着目し

た研究事例を紹介し、情報共有を図る。 
 
近年、「健康」「ウェルネス」をキーワードとする多くの研究が行われており、マイクロバイー

ム解析等の新しい試みも始まっている。また、近年の猛暑の増加や 2020 年の東京オリンピック開

催を 睨んで、暑熱環境への適応策に関しても基礎から応用に至る幅広い分野での研究がなされて

いる。これとも関係して、アジア、特に蒸暑地域の建物の温熱環境、エネルギー消費、そして適

応策に関する研究も様々な観点から行われている 。 
 

（環境工学委員会広報委員 持田 灯） 
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５．海洋建築部門（31 題） 

今年度の海洋建築部門の発表題数は 31 題である。海洋建築部門の発表は例年と同じように海洋

建築特有のテーマ分類によって、計画系、構造系、環境系の内容が混在して発表が行われ、他の

分野には無い領域横断的な内容となっている。発表内容は海洋エネルギー利用、海域利用、海洋

都市といった未来志向のテーマと継続的な研究が必要な津波に関する内容が中心である。今年度

の講演発表の概要を紹介する。 

 

・津波漂流物（4 題）：津波漂流物のセッションでは、RC 造柱に津波漂流物が衝突した際の挙動

に関して実験を行った報告が 3 件予定されている。また新しい内容として津波漂流物の被衝突

物による流体の擾乱を考慮した衝突力および被衝突物の挙動についての報告もある。 

 

・津波避難（5 題）：津波避難のセッションでは、建築計画の観点から津波避難に関する研究の報

告がある。特に鉄道線路の影響や避難誘導標識の設置などハード面からの報告と津波災害時の

観光客の避難情報ニーズ調査などソフト面からの報告も予定されている。 

 

・エネルギー利用（4 題）：海洋エネルギー利用のセッションでは、大型石炭貯蔵浮体の構造設計

に関する研究と洋上風力発電システムおよび波力発電に使用するコンクリートの健全性評価に

関する報告がある。 

 

・海域利用（3 題）：海域利用のセッションでは、水上飛行機の就航地に関する適地選定手法やプ

レジャーボート、マリーナなどの施設利用に関する調査研究などがある。 

 

・津波と解析（6 題）：このセッションでは、構造物に津波が作用したときの波圧やタンクの限界

浸水深等に関する実験や解析の報告がある。 

 

・浮体の運動（4 題）：浮体の運動のセッションでは浮体の動揺予測や波浪応答の解析解の導出な

どの報告がある。また非接岸係留システムに関する基礎的な報告も予定されている 

 

・海洋都市（5 題）：海洋未来都市構想の技術検証に関する一連の報告であり、その概要、設計手

法、模型実験での検証などの報告が予定されている。 

 

（海洋建築委員会広報委員 川上善嗣） 
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６．情報システム技術部門（97 題） 

 情報システム技術部門は、その設立意図にあるように専門分野を横断した発表が行われるため、

対象範囲が広く内容も多岐にわたる。今回の発表は、昨年の 64 題から約 1.5 倍の 97 題となった。

昨年の 10 セッションに、「システム化技術」が加えられ「G 空間社会形成への取組と課題」(OS)

を含め、以下の 18 セッションとなった。  

 

【セッション】 

設計システム・CAD・BIM(1) 設計システム・CAD・BIM(2) 

設計システム・CAD・BIM(3) アルゴリズミックデザイン 

生産情報システム        ロボット 

センシング・モニタリング(1) センシング・モニタリング(2) 

システム化技術(1)        システム化技術(2) 

G 空間社会形成への取組と課題(OS) 都市・GIS 

数値解析・シミュレーション 知的システム・ソフトコンピューティング 

防災(1)           防災(2) 

デザイン科学        図形処理・画像処理 

 

 発表内容は、BIM の活用や設計システムに関する研究、IoT に総称されるさまざまなセンサーか

ら得られる情報の活用についての研究、地形や行動などのデジタルデータを避難や減災、災害状

況調査や都市や地域の計画に活用する研究、 Bluetooth ビーコン・GPS などの位置情報検出システ

ムをナビゲーションや施工に利用する研究、深層学習を利用した研究など広範囲で多岐にわたっ

ている。 

 「システム化技術(1)、(2)」のセッションでは、リアルタイム音声ナビゲーションついての研究、

視覚障がい者の空間認知教育のための建築模型製作手法の研究、高齢者の生活支援のためのイン

テリジェント空間の研究、デジタルサイネージや 3 次元プリンタに関する研究が発表された。 

 この部門の特徴は、数理計算、シミュレーション、センシング・モニタリング、データベース、

画像処理、VR、CAD、BIM、地理情報、位置検知、ロボットなどさまざまな情報システム技術の

利用だけでなく、それらを融合した展開が発表されている点にある。G 空間社会形成への取組と

課題(OS)での一連の発表がその好例である。今年度は IoT やセンシング、BIM に関連した研究、

ロボットに関する研究、画像認識や画像分析を利用した研究が多いという特徴がある。 

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

研究情報の交換から、さらなる領域複合型の研究の展開が期待される。 

 

（情報システム技術委員会広報委員 猪里孝司） 
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７．教育部門（39 題） 

教育部門は、初等中等建築教育、ものづくり・技能教育、構造教育、環境・専門教育、フィー

ルドワーク・教育効果、防災地域コミュニティに関する内容で構成され、建築教育のフィールド

が拡大している。また、本年度は若手セッションが設置され、若手の問題意識の高まりが生じて

いるとともに、発表賞の機会も与えられた。以下に、本年度 39 題の発表課題の概況を主なテーマ

ごとに分けて記載する。 

 

初等中等建築教育に関する課題： 

伝統的な住教育プログラムから、近年、その利用が顕著である ICT 活用を通じて、建築に深く

関わる生活者における建築教育の目標の違いによって生じる個別的な課題克服のための教育手法

が提示されている。 

 

ものづくり・技能教育に関する課題： 
ものづくりに関わる技能習得に関わる、大工の動作解析、型枠技能の要素分析、AR/VR 技術を

利用した RC 造施工実習教材の開発に関する議論が展開される。現代社会の要請に応えるための

新たな実践教育の内容の議論が展開される。 

 

構造教育・環境教育に関する課題： 

構造・環境教育における体験的な教育方法としてアクティブラーニングを導入した内容、3D プ

リンタを用いて構造特性の可視化を検討した内容、建築から景観に展開する形態教育の専門的手

法などの内容が紹介される。いずれも、教育現場において興味・関心を高める仕組みの深化を図

っており、構造教育フィールドの拡大事例につながる。 

 

フィールドワーク・教育効果に関する課題： 

狭小的な場から広域的な地域のフィールドワークを前提に、生活者の環境状態の変化やアクテ

ィビティー特性を分析した内容が展開されている。対象となる建物に、長期維持されたものや有

害性を含むものも含まれ、日本の現代的な住環境特性の課題が含まれている。 

 

防災・地域コミュニティに関する課題： 

防災の課題として、予防的なものから災害直後の対応も含めた時間的・対策的な範囲の広がり

を含む内容が展開されている。海外からの報告も含めると、国際的な対比が伺える点も興味深い。 
 

若手セッション： 

全 14 題と数多くの議論が展開される。ものづくりの原則に習う、「土地の条件」「人の条件」

「資本形成」に直結する課題に止まらず、建築の分野を横断する共通課題として認識される内容

で構成される。現代の課題に対応する新たな取り組みも含まれ、継続的な議論が必要といえる。 

 

（建築教育委員会広報委員 田村雅紀） 
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８．建築計画部門（679 題） 

建築計画部門では、679 題の研究発表が 5 つの会場（C205～206、C301～303）で平行して行わ

れる。昨年度より、学術講演会の活性化と研究活動のさらなる発展に資するため、学生、若手研

究者等の優れた発表に対し、「日本建築学会大会 建築計画委員会 若手優秀発表賞」の顕彰制

度を導入している。 

建築計画部門は、住宅計画、施設計画、計画基礎、構法計画、設計計画の 5 分野に分かれて発

表が行われる。全体を通して、住宅や施設に関わる従来型のテーマと近年増えつつある住宅や施

設の再編、再配置の関わるもの、少子高齢化に伴う施設の計画と運用に関わるもの、施設のリノ

ベーションとそれによるまちの活性化といった今日的な課題が見られるのがここ数年の共通する

傾向である。 

 

 1）住宅計画分野は、C206、C301 号室で行われる 174 題である。従来の住宅計画、住棟計画だ

けでなく、シェア居住なども研究対象として広がっている。子育てと高齢者という切り口、海外

の住宅や集落の研究も一定量ある。団地再生や住宅の改修、空き家・ストック活用といった今日

的テーマも見られる。 

 

 2）施設計画分野は、C205、C206 号室で行われる 252 題である。施設用途ごと計画に関する研

究の中で、高齢者施設や子育て施設、保育施設など、少子高齢化の時代に難しい課題を抱えたも

のにフォーカスした研究が比較的多い。オーガナイズドセッションでは災害復興住宅、移転のプ

ロセス、初期復旧と仮設住宅からの移行といった震災をテーマにしたものがとりあげられている。 

 

 3）計画基礎分野は、C302、C303 号室で行われる 157 題である。領域や居場所などの従来から

のテーマで構成される中で、ユニバーサルデザインに関する研究が比較的多いが、避難支援施設

や避難行動など災害をテーマとしたものも一定量みられる。オーガナイズドセッションでは対話

によるデザインがとりあげられている。 
 

 4）構法計画分野は、C303 号室で行われる 46 題である。構法全般について新構法開発、変遷、

計算機技術などのテーマがとりあげられている。リノベーションやオープンビルディングなどは

古くからのテーマだが、今日的な課題として取り上げられている。 

 

5）設計計画分野は、C303 号室で行われる 50 題である。従来からの設計プロセスに関わる研究

が多い。オーガナイズドセッションでは、再編・再配置、文教施設複合化、官民連携といった今

日的な設計のテーマがとりあげられている。 

 

（建築計画委員会広報委員 清家 剛） 
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９．農村計画部門（109 題） 

 農村計画部門では、住宅・地域施設から集落、さらに国土空間までを研究の対象とし、自然環

境と生活環境の調和を目指し、農山漁村地域に関わる計画分野における理論および技術の発展に

寄与する研究課題が集積したプログラムとなっている。川内北講義棟 C 棟 C304 室・109 題の発

表である。今年度も若手会員の研究活動奨励を目的に、学術講演会「若手優秀発表賞」の顕彰を

おこなう。 

 

 今年度の具体的な学術講演のテーマは、大枠 5 分類、計 21 セッションである。 

 ①集落計画や住宅・民家空間、その歴史的価値、伝統的生産空間の継承、 

 ②土地利用・農地、事業政策・支援、 

 ③移住・定住の実態と支援、空き家利活用と管理、 

  地域住民の取組み、グリーンツーリズム・交流、 

 ④福祉施設、移動、ユニバーサルデザイン、 

 ⑤東日本大震災、農山漁村の災害と復興、住宅・生活・コミュニティ再建 

 

 ①集落・民家の構成原理や価値評価は、農村計画部門がスタートした 1967 年当初からの基礎テ

ーマであり、継承、展開してきた分野である。農山漁村は全国のなかでも少子高齢化、過疎化が

先行してきた立地特性であるが、近年は、その伝統性の継承、歴史的価値評価にも重点が置かれ

ている課題が多い。発表は 2 日目午前である。また、集落構成、居住空間構造については、アジ

ア諸国を主とした海外の農山漁村地域の研究課題も多く、3 日目午後にプログラムが組まれてい

る。 

 ②土地利用や事業政策に関しては、近年の傾向としては、農山漁村が立地する小規模自治体と

しての事業政策、再生可能エネルギー活用に関わる地域計画、生産緑地転用問題に関わる農村計

画的な視点等が課題として挙がっている。発表は 3 日目の午前である。 

 ③は、農山漁村への回帰や移住、農村観光等が一般的に話題となるなか、地域の運営組織、地

域住民独自の取組み、空き家対策含めた移住・定住の実態、都市住民との交流、今後のコミュニ

ティ論等、多岐にわたり議論展開される。発表は 2 日目の午前・午後である。1 日目午前の PD

テーマと併せて参加、ディスカッションいただきたい。 

 ④福祉は、高齢化が先行してきた農山漁村における重要テーマの一つである。高齢者の集住、

医療、移動、ネットワーク等、が 2 日目の午前に発表される。 

 ⑤災害復興に関する課題の発表は 3 日目の午前・午後となっている。1 日目午後の研究協議会

と併せて参加いただきたい。学術講演会では、2011 東日本大震災から 7 年経過し、被害エリアの

大部分を占めた農山漁村部のまちづくりの様相がみえてきたなかで、一次産業と関連した生活再

興、時系列評価や継続的な報告等が主体である。また、全国各地の震災や洪水被害に関して、あ

るいは、将来を想定した集落防災等についての課題数が増える傾向にあり、各セッションでの地

域情報連携が重要な分野といえる。さらに、海外の農山漁村地域をフィールドとする災害復興課

題も取りあげられており、日本との比較を通した議論も可能となっている。 

 

（農村計画委員会広報委員 斎尾直子） 
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10．都市計画部門（547 題） 

 都市計画部門は川内北講義棟(C 棟)：C305 室、C306 室、C307 室、C401 室の 4 会場を使用し、3

日間で 99 セッション（うちオーガナイズドセッション（以下 0S）11）、計 548 題の研究発表を実

施する。発表論文数は昨年度に比べて若干減少しているものの、同程度であり、都市計画やまち

づくりに関する今日的な課題に関する論文は多数投稿されている。今大会で都市計画部門として

注目されたいセッションとテーマを日程順に紹介する。  

 初日（9/4）、C305 室では観光地域の活性化、マネジメント、課題と地域変容などに関する OS・

4 セッション（計 11 題）、農地・自然地の土地利用に関する OS・1 セッション（計 3 題）、生活

利便性による都市構造評価に関する OS・1 セッション（計 3 題）、持続可能な都市構造と住環境

評価に関する OS・1 セッション（計 3 題）に加え、観光と空間利用、土地利用とその変化に関す

る研究発表があり、いずれも今日社会的な関心が高いテーマとなっている。C306 室では、医療施

設などの施設立地、住環境評価、住宅地、商店街の再生、エリアマネジメントに関する国内外の

先進事例に関する研究が多く発表される。C307 室では、キャンパスから都市・地域の再生に関す

る OS・1 セッション（計 4 題）をはじめ、キャンパス・地域計画、施設配置、駅・広場・街路・

水辺などの空間利活用に関するテーマの研究発表は中心となっている。C401 室では、津波・地震・

土砂洪水などの地域防災、空地の利活用、国内外の歴史的まちなみ、緑地・都市施設に関する研

究が発表される。 

 2 日目（9/5）、C305 室では誘導地域の指定に関する OS・1 セッション（計 3 題）、都市再生手

法に関する OS・2 セッション（計 6 題）は立地適正化計画制度における誘導区域設定の動向や誘

導施策、コンパクトシティ形成における施設計画や拠点施策を中心に議論が展開される。また、

歴史的重点地区の景観や花街・祭礼空間に関する研究事例が紹介される。C306 室ではコンパクト

シティ、市街地構造、都市施設の再編に関するテーマを多面的に捉える研究、C307 室ではウォー

カビリティ、モビリティ、空間とコミュティに関する研究、C401 室では災害意識調査、都市空間

のリスク評価、都市防災の手法開発や土地利用計画、災害時避難計画に関する研究が発表される。 

 3 日目（9/6）、C305 室では海外都市計画に関する研究に加え、震災復興や防災・避難計画に関

する研究が発表される。C306 室では景観資源と評価、街並みの形成、歩行空間のデザイン、にぎ

わいと参加、活性化政策、地域観光など、発表テーマは多肢にわたる。C307 室では都市居住、公

共空間、高齢化社会の生活圏、郊外住環境など、日常生活及び行動に密接に関連する研究発表が

多い。C401 室での研究発表はまちづくり活動と都市空間の形成に大別できる。 

 全体を通して、近年多発する自然災害を背景に、震災復興や防災・避難などに関する研究は多

く、また少子高齢化社会におけるコンパクトシティの形成、そして立地適正化計画制度及び施策

に関する研究成果は注目されたい。 

（都市計画委員会広報委員 趙 世晨） 
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11．建築社会システム部門（180 題） 

 建築社会システム部門は、建築の社会・経済システムを対象に学際的・業際的な研究を行う部

門である。この部門は 2 分野から構成されている。ひとつは、住宅の供給やマネジメント、居住・

居住者の課題を探求する「ハウジング部門」、もうひとつは、建築のプロジェクトや産業としての

側面を主題とする「建築生産部門」である。 

 今年度の発表数は、昨年度より 17 題少ない 180 題（31 セッション）となった。その内訳は、

ハウジング分野 78 題（13 セッション）、建築生産分野 102 題（18 セッション）である。 
 

1）ハウジング分野 

 発表題数の多いセッションは、「マンションのマネジメント」（12 題）である。そこでは、専有

部分のリフォームやマンション管理の実態・課題、経営主体としての管理組合の可能性、海外に

おけるマンションの管理・運営・再生（タイ、フランス）などが議論される。 

 その他のセッションは、「改修工事」「仮設住宅・被災マンション」「子育て世帯の住宅選択・住

み替え」「コミュニティ形成・居住地選択」「住まいのシェア・内装等」「空き家の実態・活用」「中

古住宅・地域分析」「既存住宅の活用に向けて」「居住支援・居住福祉」「高齢者の住まいと住まい

方」「住まいの安全・安心・快適」と、幅広いテーマが展開されている。近年注目されているテー

マとしては、減築や民泊を扱った発表も見られる。 

 

2）建築生産部門 

 ハウジング部門とは対象的に、建築生産部門では、公共施設等の持続的なマネジメントに向け

た「ストック・公共施設・マネジメント」（18 題）、集合住宅・被災施設・大規模研究所・応急仮

設住宅の改修工事やプロジェクトを扱った「改修・保全」（13 題）、多様化する木造建築の世界を

反映した「木造技術」（10 題）、近年注目テーマのひとつとして定着した「BIM」（9 題）の 4 つの

セッションに発表が集中した。 

 以上に加えて、「安全・文献調査」「ストック・都市・GIS」「ストック・不動産・経営」「劣化

対策・経営」「建設コスト」「施工・施工図」「海外における建築生産」「建築生産・施工管理」「技

能労働者」といった多彩なセッションが設けられている。 

 

（建築社会システム委員会広報委員 森田芳朗） 
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12．建築歴史・意匠部門（524 題） 

建築歴史・意匠部門では、川内北講義棟 C 棟の C404、C405、C406、C407 室を会場とし、三日

間で 524 題の学術講演が行われる。発表題数は、昨年度の 475 題と比して 10%ほど増加している。

ここ 10 年ほどは 400 題代で推移していたが、部門として 500 題を超えたのは初めてであり、講演

発表が本分野において盛況であると言えよう。背景として、修士課程をはじめとする学生会員の

発表の増加や、研究テーマの多様化などあるものと推測される。本年度も 20 歳代の 317 名を対象

とした若手優秀発表賞の審査が行われる。 

部門内における分野の発表題数の割合は、これまでの傾向と同じく、意匠論分野、日本近代建

築史分野、日本建築史分野の 3 分野の合計にて 6 割を占め、それ以外の分野の題数も従来と大差

ない。今年度は建築論分野では増加が見られ、西洋建築史分野ではやや少ないが、これは分野の

垣根を越えた内容もあるため、分野の振り分け（選択）次第で変動すると考えられる。 

以下、講演番号順（9001～9525）に、9 つの分野について概要を記す。 

■東洋建築史分野（オリエント含む）（28 題：9001～9028）は、初日に C404 室にて開催される。

西アジアや中央アジアのオリエント、東南アジア、東アジア地域を対象に、古代遺跡から近代

までの建築や都市、保存をテーマとした発表が行われる。 

■都市史分野（47 題：9029～9075）は、2 日目に C404 室にて開催される。国内と海外、伝統世

界と近代とを問わず、都市や場の歴史的特徴や形成発展史をテーマとした発表が行われる。 

■西洋近代建築史分野（22 題：9076～9091、9427～9432）は、2 日目の C404 室と C407 室にて開

催される。主に西洋近代の史的状況を踏まえた上での西洋作家の作品や活動、理念に関する論

考が発表される。 

■建築論分野（52 題：9092～9143）は、3 日目に C404 室にて開催される。作家論が主であり、

国内外を問わず、作家の理念を作品や言説をもとに考察する講演が多い。 

■意匠論分野（137 題：9144～9280）は、C404 室にて 3 日間にわたって開催される。建築の意匠

論、作家の作品論、歴史的建造物の特徴などについて、実物の建築をもととする論考が発表さ

れる。 

■日本建築史分野（82 題：9281～9362）は、初日と 2 日目に C406 室にて開催される。民家や書

院などの住宅、まちなみ、社寺、城郭、技法などについて、実物や史料から考察される。 

■保存分野（50 題：9363～9412）は、3 日目に C406 室にて開催される。国内外、前近代/近代を

問わず、都市や建築調査を基本とし、活用、改修、再生をキーワードに、具体物のみならず制

度や理念も含めた講演が行われる。 

■西洋建築史分野（13 題：9413～9426）は、2 日目に C407 室にて開催される。古代古典から中

近世に至るまで、都市やその住宅、神殿や教会などの宗教建築、宮殿などを対象とした講演が

行われる。 

■日本近代建築史（93 題：9433～9525）は、3 日目に C407 室にて開催される。近代特有の建築

種である産業建築や都市インフラ、公共施設、近代宗教建築（教会や近代社寺）のほか、メデ

ィアや近代住宅をテーマとした講演が行われる。 

 

（建築歴史・意匠委員会広報委員 小岩正樹） 
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13．建築デザイン部門（231 題） 

建築デザイン発表会は、年度ごとに定められた招待講評者が設定したテーマに応じて応募する

テーマ部門とテーマの制約を設けない一般部門で構成される。今年度の建築デザイン発表会の発

表題数は 231 題（前年度比+16 題）であり、第 1 回の開催である 2008 年度以降、最多の応募題数

となった。発表数の内訳は、テーマ部門 119 題、一般部門 112 題である。 

 

1）テーマ部門 

a）ハイブリッドな構造による可能性：金箱温春（工学院大学）（19 題） 

異種の素材や架構を組み合わせることによって構造の可能性が広がり、そのことが建築デザイ

ンの可能性をも広げる。小さな建築から大きな建築まで、ハイブリッドな思考により生み出され

る価値について考える。 

b）自由な建築：工藤和美（東洋大学）・淺石 優（元東京都市大学）（20 題） 

時代の秩序・技術・環境・基準に示される数値の厳格さに振り回され、数値が独り歩きしてい

る現代社会では、本質を見失いがちだ。暑くても寒くても心地よいと感じる空間が愛され、小さ

な自由が大きな喜びを生み出す。新しい在り方としての「自由な建築」の提案を求める。 

 c）関係性のデザイン：千葉 学（東京大学）（20 題） 

人と人、人と環境、建築と都市、過去と未来、こうした様々な「もの」や「こと」の間に新し

い発見的な関係性を築いていくことが、この複雑かつ多様になった社会において、最も創造的な

設計行為なのだと思う。 

 d）ZEB/ZEH を目指したインテグレイティブデザイン：大岡龍三（東京大学生産技術研究所）（21題） 

環境意識の高まりにより ZEB／ZEH が注目されている。一方多くの建築は単一の目的で計画

されるわけではない。計画的視点と環境的視点の融合が重要であり、そのためのインテグレイテ

ィブデザインを実現した建築の提案を求める。 

 e）建築・のようなもの：中谷礼仁（早稲田大学）（21 題） 

「建築・のようなもの」を紹介、論じ、そしてユニークな建築像を提示する。単に「建築のよう

なもの」を求めているのではなく、「のようなもの」がむしろ「建築」の本質を照らし出してくれ

る、そんな新鮮な作品、提案を熱望する。 

 f）新たな公共性：赤松佳珠子（法政大学）（18 題） 

少子高齢化や空き家問題、疲弊する地方都市など多くの問題が叫ばれているいま、公共の概念

そのものが問われている。行政による狭義の公共ではなく、もっと広い概念としての新しい公共

性をもつ未来へ向けた建築の在り方を議論する場にしたい。 
 

2）一般部門 

・ランドスケープ（13 題） 

・大空間、展示場・博物館・美術館ほか、交流・コミュニティ・文教（29 題） 

・交通・まちづくり（20 題） 

・住宅、小さな建築、祈りの空間（20 題） 

・構工法とデザイン、リノベーション・復興、ワークスペース（30 題） 

（大会建築デザイン発表会運営委員会委員長 萩原 剛） 
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