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2021 年度大会（東海） 

学術講演会オーガナイズドセッション講評 
※本講評は各セッション司会者によるものである。 

 

構  造 

 

植物の力学的最適化戦略に基づく構造システムの探索と応用：植物構造オプト（1）（20393

～20400） 

 本セッションでは、植物構造オプトに関する研究について、建築構造学や植物生理学を

専門とする研究者より 8 編の発表がなされた。 

20393［川口ら］は、植物構造オプトに関する趣旨説明などをされたのち、『建築材料とし

ての植物』や『植物の形態とツリー構造』 などの様々な事例について報告されている。20394

［渡辺ら］は、豆苗の茎における重力屈性および光屈性を実験的および解析的に検証した

研究である。20395［岩元ら］は、膜構造物と同様な薄いメンブレンをもつ植物の花芽分裂

組織の形態創出に関して実験的に検証したのち、その特性を応用した膜構造物について検

討した研究である。20396［國枝ら］は、シロイヌナズナの道管細胞の分化誘導系を用いな

がら、プログラム細胞死が当該細胞のヤング率に与える影響を原子間力顕微鏡によって評

価した研究である。20397［石川］は、イネの交配集団の倒伏耐性を解析することにより、

倒伏耐性の強い交配集団の稈の力学的特性を明らかにした研究である。20398［永井］は、

ヨシの稈形状と力学的特性の関係を明らかにすることにより、今後のヨシ利用に関する有

益な知見を得ることを目的とした研究である。あわせて、その結果をもとに、ヨシと竹に

ついて比較・検討している。20399［小竹］は、ポキポキと簡単に折れちぎれてしまうイネ

の突然変異体「カマイラズ（鎌要らず）」を利用した研究である。20400［大谷ら］は、木

部細胞の 1 つである道管細胞に注目することにより、二次細胞壁形成に依存した機械的特

性ダイナミクスを単細胞レベルで解明することを目的とした研究である。 

本セッションの発表は、多岐にわたる研究内容であり、いずれも最終的には建築構造や建

築部材などに応用することを目的とした今後が期待される研究ばかりである。なお、発表

内容には専門外の部分が多々あるため、本文執筆者の理解度による発表内容との若干の差

異はご容赦願いたい。［小野聡子 記］ 

  

植物の力学的最適化戦略に基づく構造システムの探索と応用：植物構造オプト（2）（20401

～20409） 

本セッションでは、植物の力学的最適化とそれに基づいた建築設計に関する 9 題の報告

があった。 
20401［小野］では、増殖・移動・伸縮・消滅などの細胞性質を利用した、トラス構造の
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形態創生に関する既往研究に、部材の塑性座屈を新たに加えた成果が報告された。今後は、

パフォーマンスをさらに向上させた手法の開発が期待される。 
20402［檜垣ら］では、金属インクを子葉に塗布して、金属顕微鏡による表皮細胞の経時

変化を観察する手法が報告された。従来の手法と比較して、安価・簡便・ハイスループッ

トなどのメリットがあり、今後の有望な技術として期待される。 
20403［中楚ら］では、ハイブリッド接合を有する樹木表面の呑み込み現象を再現するた

め、既存の Parametric L-system を、ポリゴンメッシュモデルへ拡張した手法が報告され

た。今後は、植物科学の知見を取り込んだ更なる発展が期待される。 
20404［杉本ら］では、三次元計測の点群より抽出した樹木の骨組みを用いて、最適化手

法より成長規則を同定し、L-system による木状建築を創生する手法が報告された。今後は、

広い空間を効率よく覆える手法の改善が見込まれる。 
20405［中田ら］では、タイムプラス画像に基づいた、ユーカリ・グロブルス側枝形状の

時系列変化解析より、その成長・外力・力学強度に関する調査結果が報告された。今後は、

画像解析精度の向上と、多く観察個体に関する調査より、3 者の関係解明が期待される。 
20406［寺辻ら］では、ソリッド要素を用いた有限要素法より、樹木の成長に伴う樹幹内

残留応力の発生およびその分布に関する解析結果が報告された。今後は、成長応力の実測

値と定量的比較より、提案手法の有用性の確認が期待される。 
20407［杉山ら］では、職人経験で伝統建築こけら葺屋根に利用されている、異なる木取

りのこけら板の力学的性質が報告された。今後は、実験を増やしていくことで、針葉樹の

追柾板の独特な変形メカニズムの解明が期待される。 
20408［張ら］では、混合システムのポテンシャルエネルギーの最適化より、生体植物が

異種材料を呑み込む現象に関するシミュレーション手法が報告された。今後は、三次元モ

デルへの拡張と実現象での検証が期待される。 
20409［津川ら］では、実測した樹形に関する幾何学的特徴および、その成長に伴う応力

分布の変化に対する、定量的考察が報告された。今後は、物質構築・曲げ応力・形状に関

する評価関数の定式化より、樹形の最適構造への結びつきが期待される。 
本セッションでは、理学・農学・工学の研究者が一堂に集まり、植物と建物の最適戦略

に関して活発な質疑が行われ、非常に有意義であった。いずれの研究発表も、今後の植物

の力学的最適化戦略に基づくサステナブル構造システムの創成において有用な成果であり、

今後の発展が期待される。［張景耀 記］ 

 

植物の力学的最適化戦略に基づく構造システムの探索と応用：植物構造オプト（3）（20410

～20417） 

本セッションでは、植物を中心とした生物の成長戦略や独自の特性の建築への応用可能

性を検討した 8 題の報告があった。20410[堀口ら]は，AFM(原子間力顕微鏡)短針で載荷し

たタマネギの表皮細胞の力学的応答データを基にシェル要素を用いた有限要素解析を行い、
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それらを比較した結果を報告した。20411[友部ら]は，根の地盤への貫入の成否を実験的に

再現し、根の貫入基準式を提案した上で、根の貫入過程の地盤内変位場予測解析を行った

結果を報告し、杭基礎への応用可能性を示した。20412[五十嵐]は、セルロースの酵素合成

を宇宙空間で行い、重力がセルロースの構造制御に影響することを示した上で新材料の開

発に役立つ可能性を報告した。20413[野村]は、有殻アメーバが娘細胞のために細胞外に新

たに卵型の殻を構築する過程を、スキャンスピードの速いスピニングディスク型共焦点レ

ーザー顕微鏡によるタイムラプスビデオを用いて報告し、型枠を用いないシェル構造の新

たな構築方法を示唆した。20414[生越]は、トリガイの CT 画像から構築した有限要素モデ

ルを用いて自重下を想定した線形座屈解析および微小変形弾性解析を行い、実際のシェル

（貝殻）構造の持つ力学的特性を報告した。20415[Hawasly]らは，樹木の幹から枝に繋が

る繊維を模倣した複数の部材を組み合わせることで、木質構造における新たな柱梁接合を

考案し、3Dプリンターで実際に製作した結果を報告した。20416[武藤ら]は、植物主茎の伸

長力の実測結果とその成長原理に着目したケーブルにより補剛されたエアチューブ構造の

提案及び載荷実験の結果を報告した。20417[細川]は、センチメートルの巨大細胞を有する

シャジクモのプレッシャープローブによる内圧測定や AFM短針による表面弾性計測を行い、

植物体を支える肝となる細胞壁の力学特性を調査した結果を報告した。[中楚洋介 記] 

 

 

防  火 

 

新たな火災安全性能評価手法の提案（3053～3056） 

 新たな火災安全性能評価手法について 4 編の研究が発表された。3053～3055 では建築物

の火災安全性評価システムの提案と題した 3 連報について報告された。その 1 では、火災

安全性と火災負荷の 2 軸で火災安全性能を評価する方法とその評価項目について報告され

た。その 2 では設計者が主体的に、柔軟に煙制御計画を考える仕組みを構築することを目

的として、目標グレードの設定、避難困難度の設定、各種対策の選択、グレードの評価（性

能のミエル化）について報告された。その 3 では、避難施設計画について、居室から最終

避難場所までの避難経路の容量や配置を評価するツールおよびケーススタディ結果につい

て報告された。3056 では地震後の建築物の継続使用性能を火災リスクの観点から定量的に

評価する方法について報告された。 
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環境工学 

 
在宅勤務・リモートワークにおける環境評価とストレス緩和（40105～40109）  

新型コロナウィルス感染症の流行下における在宅勤務環境に関する 5 編の研究が発表さ

れた。まず，40105（望月）では，在宅勤務を行う環境に着目し，アンケート調査（59 名）

と自宅の環境の実測調査（17 名）を夏期と冬期に実施し，それらの実態を報告した。続く

40106（濱名他）は，在宅勤務では日当たりを感じることの重要性が増しているとの仮説に

基づき，44 名の回答者によりキャプション評価法による調査を実施した結果を報告してい

る。3 報目の 40107（橋本ら）では，知的生産性をキーワードとして在宅勤務とオフィス勤

務の実態や選好に関するアンケート調査を実施し 93 名から得られた結果を報告した。4 報

目の 40108（荒井ら）は，感染症流行の前後にそれぞれ実施した数百人規模のアンケート調

査結果を比較し，自宅におけるリカバリーやストレス解消行動について論じた。最後の

40109（李ら）は，在宅勤務の普及に伴う人間関係の変化に着目したものであり，50 人を対

象としたアンケート調査の結果から，対人関係の重要度や他者との利用場所の意向を検証

した。以上，在宅勤務の及ぼす様々な観点について議論が行われ有意義な機会であった。［宗

方淳 記］ 

 

建築空間の音環境整備と吸音（40117～40122） 
本セッションは室内音響小委員会によって企画された、小委員会の活動目的のひとつで

ある一般空間の音環境向上に関する議論を促進するために計画されたもので、6 編の発表が

行われた。40117［川井ほか］は、子どものための音環境 WG からの報告として、2020 年

に改定された AIJES「学校施設の音環境保全規準・設計指針」に追加・拡充された特別支

援教育・保育施設に焦点をあて、吸音の効果や吸音導入方法、材料などについて述べた。

40118［羽入］は、AIJES「スピーチプライバシーの評価規準と設計指針－音声による情報

漏洩防止－」のわかりやすい解説を行うとともに、吸音による効果とその限界について述

べた。40119［星ほか］は、住空間における音環境快適化を目的とした、吸音効果、響きの

認識のされ方等についての心理実験結果と物理量の関係について述べた。40120［井上ほか］

は、オフィスにおける WEB 会議増加を踏まえながら、それらに対応した音環境整備を目標

とし、オープンプランオフィス内での距離減衰予測手法の検討や吸音の効果について述べ

た。40121［加藤］は、オフィスにおけるスピーチプライバシー評価の検討、吸音効果等の

実験結果について述べた。40122［土屋ほか］は、駅・空港等のコンコースなど、屋内移動

空間における拡声放送の聴取について、幾何音響解析に基づく可聴化シミュレーションを

用いた天井高や吸音条件の違いによる実験結果を述べた。以上のように、様々な観点から、

音環境向上および吸音による効果が述べられた。音環境向上は多くの建築に資すると考え

られ、さらなる取り組みが期待される。［石渡智秋 記］ 
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物質移動と伝熱の連成モデル（40406～40410） 

本 OS は伝熱小委員会と湿気小委員会の合同で企画され、物質移動と伝熱の連成モデルに

関する 5 件の発表があった。40406［三原ら］は断熱された壁体の劣化原因を把握するため

に熱水分同時移動解析を行ったものである。寒冷地の断熱構造の不備によって生じる木材

の劣化について実態の報告、X 線 CT による検査結果、FEM による解析結果が紹介された。

40407［赤松ら］は積雪寒冷地における換気の悪い密閉空間において感染確率を用いて感染

症対策を検討した報告である。CO2 とエアロゾルの移動を取り扱っており、冬季の低温に

よって換気が滞りがちな寒冷地の建物において、CO2 とエアロゾルの挙動の違いや空気清

浄機の効果を分析していた。40408［奥山ら］は伝熱と物質移動のシミュレーションツール

である NETS の物理モデルと実測への適用手法について紹介した。40409［武田ら］は工場

屋根に保水性建材を敷設し、その省エネルギー効果に関して評価を行い、蒸発冷却効果に

よって大きな冷房負荷削減効果があることを報告した。40410［糸井川ら］は屋上断熱層の

外側に設置する通気性能を備えた防水層の通気時の熱性能の実測結果について報告した。

屋上に設置する断熱材は雨水や屋上スラブからの水分の影響を受けやすい、そのため、濡

れた後に速やかに水分を排出する機構が必要となり、この機構による断熱性能への影響に

ついて報告が行われた。いずれの発表もなんらかの形で伝熱現象とその他の物質移動現象

が関係しており、このような検討は今後 ZEB や ZEH、また、カーボンニュートラルにとっ

て重要だと考えられる。［桒原浩平 記］ 

 

住宅のエネルギー性能に関する将来像（40411～40414） 

本セッションは、建築・都市熱環境に関する将来構想小委員会により企画され、4 編の発

表があった。40411［大池 ほか］では、グリーンランド北部の都市 Qaanaaq を対象とし、現

地で多く普及している 18D タイプの住宅の室内環境、暖房消費量を、実測、シミュレーシ

ョンにより把握している。地球平均の 2 倍の速さで温暖化が進んでいると言われる北極圏

における、本報のような検討は、地球規模での温暖化対策に資するものと考える。 

40412［松原 ほか］は、積雪寒冷地（北海道）の住宅を対象として、超高断熱、高気密化

に加え、地域の気候特性を反映したダイレクトゲイン、床下システムにおける蓄熱活用に

よる、住宅の無暖房化の可能性を示した。本報は、積雪寒冷地での将来的な無暖房住宅の

実現、確立への貴重な知見と考える。 

40413［高瀬］では、ZEH 化の取り組みの一環として、集合住宅を対象に、部位ごとの断熱

仕様を変化させた場合の熱損失内訳を分析することで、効果的な断熱仕様の検討を行って

いる。更に、断熱性能向上と暖冷房換気設備の高効率化が１次エネルギー消費量に与える

影響、居住者の暖冷房行為の違いが暖冷房エネルギー消費量に与える影響についても検討

している。40414［工藤 ほか］では、住宅のエネルギー消費量予測マクロモデルの推計精

度向上を目指し、推計パラメータ（家族類型別世帯数、断熱水準別住宅シェア）の更新を

行っている。さらに、秋田県の温暖化対策推進計画の目標値を達成する為に必要となる断
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熱改修戸数を推計している。目標達成には実績値を超える改修の必要が示された。本報の

知見は、秋田県の低炭素化シナリオの提案に繋がるものと期待できる。 

国内外の寒冷地住宅、ZEH 化を目指した検討、県単位での低炭素化と、対象はさまざま

であったが、建築・都市の熱環境のより良い将来を構想してゆくうえで、必須の内容であ

り、議論も幅広く活発に行うことができた。［細淵勇人 記］ 

 

気候変動が都市・建築・人に及ぼす影響の将来像と国内都市の SDGs 推進状況（40415～40419） 

本セッションでは、過去から将来にわたっての気候変動による影響、自治体における

SDGs の在り方に関する 5 編の研究発表が行われた。 

40415［坂本ら］による発表では、一般的に気候変動を論じる際には気温が着目されるが、

首都圏における長期的な水蒸気分圧の上昇傾向が認められていることに注目した分析を行

った。東京において近年の上昇が特異な傾向を持つこと、内陸と沿岸では傾向が異なるこ

とを明らかにした。40416［中村ら］による発表では、ニューラルネットワークを用いた熱

中症搬送者予測モデルを構築し、一定の精度で日別搬送者数を予測することが可能となっ

た一方で、実搬送者数が特に多くなる日においては予測数が過少となっている点に課題が

あった。40417［中山ら］による発表では、気象データから屋外 WBGT を推定する手法の検

証を行ったうえで、将来的な地球温暖化の影響を加味した 2085 年版の拡張アメダス気象デ

ータを用いた将来予測では 1995～2010 年と比較して明らかに WBGT が上昇し、熱中症予防

警戒レベルの発生時間が飛躍的に増加することを示した。本論では明記されていないが、

2085 年の札幌では 2010 年の東京よりも熱中症リスクが高いことなども読み取れるなど、注

目すべき結果が示されている。40418［細淵］による発表では、東南アジア地域を対象に、

現在公開されている年間シミュレーションに用いる EPW形式の気象データの特徴や信頼性

を確認した。さらに、公開元の違いによる新旧 EPW データを用いた各地の冷房負荷の分析

を行い、新しいデータを使用した際に多くの都市で増加傾向にあることを示した。ただし、

公開されている EPW 気象データそのものの妥当性に関する注意喚起も行っている。40419

［相方ら］による発表では、自治体行政における SDGs 推進を目的とし、東北圏の各自治体

と全国の SDGs 未来都市に選定された自治体における推進内容に関する分析を行った。東北

地方では、震災からの復興、人口減少、高齢化、エネルギー、防災等の課題があるが、本

研究に示した分析を活用することで各自治体が適切なゴールを定めて、SDGs を推進してい

くことが期待される。［高瀬幸造 記］ 

 

人と環境とバイオクライマティックデザイン（40454～40456）  

本 OS は、これからの社会におけるバイオクライマティックデザインのあり方について分

野横断的に話し合う場となること目指した。発表総数は 3 報と少なかったが、参加者間で

活発な討論が行なわれた。１報目は、空気や水といった流体塊の運動（圧力）に係わるエ

クセルギー概念として圧力エクセルギーを導出し、それに基づき自然換気システムの表現
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を試みた研究（LEXSdesign 研究室：宿谷氏）であり、これまで伝熱・湿気それぞれでエク

セルギー概念の有用性を示してきた筆者の新たな展望を示している。２報目は、環境に配

慮した建築の設計の支援ツール開発の続報（熊本大学：髙田）であり、対象地に影響する

環境要素を視覚化する環境要素スケール図の新たな表現方法が報告された。そして３報目

は、外気温変動に対する順応に関する一連の研究の続報（ダイキン工業株式会社：繪本氏

ら）であり、人体エクセルギー収支理論と適応モデルの概念とを組み合わせ、外気温変動

に基づいた人体エクセルギー消費の最適値について報告された。いずれも人の感覚や行動

と環境との応答を対象にした研究報告であり、今後のバイオクライマティックデザインに

ついて有意義な討論の場となった。［高田真人 記］ 

 

温湿度環境と熱ストレス・健康影響評価（40517～40518）  

本 OS は、温湿度環境による健康影響について議論するために企画された。40517［長谷

川ほか］は、住宅のダンプネスに関する指標とメタゲノム解析に基づく真菌叢の生存比率

に着目した分析を行い、ダンプネスによる室内環境汚染の特徴を示した。40518［中村ほか］

は、環境調整行動を適切に行うには温度想像力が必要との視点に立ち、温度想像力の養成

に関する検証結果を示した。いずれも健康影響の評価に関わる意欲的な研究であり、本テ

ーマへの関心と今後の発展への期待をもって活発な議論が行われた。［齋藤輝幸 記］ 

 

飛沫発生（40570～40575）  

本セッションでは，新型コロナウイルス感染防止を目的に，飛沫の発生を模擬して，室

内環境における挙動について検討に関係する 6 編の発表が行われた。40570［三木］は，発

声によるエアロゾルの発生量を定量的に計測する装置を製作し，音声信号と発生量につい

て計測するとともに，排出方向の測定により，発声する音によっては，咳に匹敵するほど

の発生を確認しており，空気環境分野にとっては音の要素を取り込むことが困難であるた

め興味深い結果である。40571［古澤］は，人からの飛沫発生測定，マスクの効果，空気清

浄機及び天井カセットエアコンのフィルタ捕集を実験的に検討し，部屋全体での天井カセ

ットエアコンフィルタの効果を CFD 解析により明らかにしており，現状の空調設備への対

策として貴重な情報を提供した。40572［韓］と 40573［呉］は連報で，人が咳による噴出

する気流及び飛沫・飛沫核の運動特性について，まず CFD 解析のために PIV を用いて咳気

流の計測を行った。さらにこれらの基礎的な結果を用いて CFD モデルを構築し，解析値と

測定結果が良い一致を得たことを示しており，今後の正確な解析への期待ができる。40574

［尾方］と 40575［富澤］は連報で，咳マシンを用いて直接的な曝露について人と人の間の

物理的距離及びマスク着用の効果について粒子濃度を計測して確認を行った。さらに，大

学教室において換気量の実測を行い，その換気量を基に換気の増大の対策とともに，その

対策と感染リスクについて検討を行っており，物理的距離及び換気の対策が感染リスクと

して表現されることが期待できる。［鍵直樹 記］ 
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感染経路と人間行動（40576～40579）  

本セッションでは「新型コロナ対策と室内環境」と銘打った空気環境分野の OS の 6 セッ

ション（計 29 題）のうちの一つであり、感染経路と人間行動に関する 4 題の報告があった。

40576［水越ら］は、感染経路別の COVID-19 感染リスクの新たなモデリングを行い、

COVID-19 患者と近距離で接する医療従事者の感染リスクを経路別に求め、唾液中のウイル

ス濃度が高いほど飛沫感染や空気感染の確率が高くなるという解析結果を報告した。40577

［落合ら］は、文献を基にして、18 の事例についての集団感染事例調査を行い、それぞれ

の感染経路（飛沫感染、接触感染およびエアロゾル感染）とその原因について調査し、感

染経路別の感染原因の分析を行うとともに、各事例での感染対策に関して考察を行った。

40578［北島ら］は、マルチエージェントシミュレーション（MAS）と、Wells-Riley モデル

を連成させることによって、飛沫感染による感染リスクを評価する手法を開発し、病院の

待合室に適用し、同手法の有効性を示した。40579［海塩ら］は、18 企業 22 オフィスビル

に対して With COVID-19 下でのオフィス環境や働き方などを調査し、換気量の増加などの

感染管理や室内環境、エネルギー消費の実態や課題点を明らかにした。紙面の都合で、十

分な紹介ができないが、4 題の講演はいずれも、今後の感染対策を考える上で、有益な研究

である。［山中俊夫 記］ 

 

感染対策（40580～40584）  

本セッションでは、エアロゾルやマイクロ飛沫といった空気を介した新型コロナ感染症

の防止対策に関する 5 編の発表があった。空気経路によるリスク評価手法の提案や換気・

空調・フィルタ・UV による対策、そして置換換気やパーソナル空調といった特殊設備によ

る対策などの紹介があった。 

40580［山中］は、感染確率の評価方法として、空気の混合状態、ウイルス活性の減衰、

連続・間欠換気、ウイルスのパルス発生法などを用いた評価法を提案した。40581［柳］は、

感染性エアロゾルの対策としてフィルタによるろ過と空気清浄機、UVG 殺菌について今ま

での情報と知見をレビューしている。40582［森本］は、空調用の中性能フィルタと循環風

量による除去効果を相当換気量に見なすためのフィルタ性能別の条件について考察してい

る。40583［大西］は、住宅の全館空調システムに HEPA フィルタを増備させその空気清浄

性能の検証実験結果を報告している。40584［鹿野］は、置換換気の原理を応用したブース

型パーソナル空調装置の感染防止性能として、ブースの高さや給気流量による影響など実

大実験結果について報告した。［金勲 記］ 

 

病院・学校・商店（40585～40588）  

本セッションでは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連の 4 編の研究発表が行

われた。40585［金ほか］では、4 総合病院における空調・換気と室内環境の実態調査の結
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果を報告した。医療責任者や看護スタッフによる COVID-19 対策への認識に多様さがみら

れた。40586［山崎ほか］では、室内環境が新型コロナウイルスの空気感染に与える影響に

関する実験法を報告した。220ℓ のチャンバ試験の結果から、噴霧された SARS-CoV-2 は水

分の蒸発により、粒径の小さな粒子が増加することが示された。40587［松永ほか］では、

学校教室を対象とした新型コロナウイルス感染症対策における換気と空気清浄の効果検証

結果を報告した。空気清浄機はエアロゾル濃度の低減に対して一定の効果がみられた。

40588［桃井］では、カラオケ喫茶店における換気実態と COVID-19 制御のための改善策

に関する研究結果を報告した。座席間に仕切りを設置し、各座席エリアで局所給排気を行

うことで、感染リスクが低減される可能性が示された。［柳宇 記］ 

 

空間濃度と感染確率（1）（40589～40593）  

本セッションでは、室内空間におけるウイルス（飛沫及びエアロゾル）等の濃度と感染

確率に関して５題の報告があった。40589[金ほか]では、オフィス空間において様々なエリ

アで CO2 を発生させ、各点の濃度上昇から quanta 濃度、感染確率を求めている。更に、感

染者が 1 名在室した場合において quanta 発生量と在室時間を変化させ、感染者数の分布を

予測した結果が報告された。40590[山本ほか]では、室内の CO2 濃度と在室者の位置情報を

基にマイクロ飛沫及びより大きな飛沫を区別し、感染確率分布を予測する手法を提案して

いる。また予測手法を実際の感染事例に適用して検証を行い、十分な予測精度を確認して

いることが報告された。40591[島貫ほか]では、客席数約 140 席のレストランを対象に感染

者が 1 名滞在した場合に相当する quanta を客席から発生させることにより、空気感染確率

の分布を求めた結果が報告された。40592[小林ほか]では、大学の講義室を対象にトレーサ

ガスによる換気量の測定を行い、自然換気と機械換気の併用による換気量の増加効果、扇

風機による換気促進効果を検証した結果が報告された。40593[菊本ほか]では、室内空間の

汚染質濃度について空気清浄機の影響を随伴濃度及び汚染質が空気清浄機を通過する確率

を用いて定式化する方法が示された。また、提案された方法を 1 次元空間に適用し、空気

清浄機の汚染質濃度への影響を考察した結果が報告された。以上、いずれの研究発表にお

いても活発な質疑が行われ、今後の研究に繋がる有意義な議論が行われたと考えられる。

［赤林伸一 記］ 

 

空間濃度と感染確率（2）（40594～40598）  

本セッションでは空間濃度と感染確率に関する５題の報告があった。40594[阿式ほか]で

は、中国広州のレストランで発生した新型コロナウイルス感染症クラスターを対象に CFD

解析を行い実際の感染者数より Quanta 発生量の推定を行った。またクラスター発生要因を

換気効率で評価することの有効性を示している。40595[竹永ほか]でも、同じく中国広州の

レストランを対象に空間をゾーン分割し、先行したガス濃度実験のデータを用いて、換気

性能と感染リスクの関係について考察している。40596[新田ほか]では、オフィス空間を対
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象に様々な換気方式がマイクロ飛沫濃度分布に与える影響について検討している。飛沫は

重力による沈降の影響があっても数μm の大きさであれば、置換換気が有効であると結論

している。40597[赤林ほか]では、単室を対象に様々な換気方式、換気量が飛沫排出に及ぼ

す影響について CFD を用いて検討している。10μm の飛沫では、排出率という観点からは

30[m3/h・人]という換気量は不十分であるとしている。 40598[大橋ほか]では、前報の C 換

気による飛沫排出 CFD 計算を、学校・教室に展開している。自然換気を行った場合には、

機械換気のみにくらべて高い排出率を示している。以上、いずれの研究発表においても活

発な質疑が行われ、今後新型コロナウイルス感染症対策を考える上で極めて有効であった。

［大岡龍三 記］ 

 

環境建築の設計・運用条件を考える（40850～40851） 

 環境建築の設計・運用条件の再検討を試みた OS で、2 題の発表が行われた。まず 40850
［上田］は、Rhinoceros と Grasshopper を活用した統合設計環境構築に継続的に取り組ん

でおり、パブリッククラウド利用による解析時間の大幅短縮が報告された。次に 40851［下

ノ薗］は、自然換気による低温環境の発生を抑制するため、開放率を時々刻々操作を不要

とするための有効開口面積と下限外気温度の設定の検討状況が報告された。［近本智行 記］ 

Low-carbon building techniques in the post-pandemic on the Global South 1（41133

～41137）  

本セッションではアジアの蒸暑地域，具体的にはインドおよびインドネシアにおける，

コロナ禍と低炭素化を念頭に置いた建築環境の制御手法について 5 題の報告があった。

41133［Sarkar ら］および 41134［Jana ら］は，コロナ禍がムンバイのスラムおよび Slum 

Rehabilitation Housing (SRH; スラム修復住宅)のライフスタイルおよびエネルギー消費に与

えた影響について調査を行い，因果モデルの形でまとめた結果を報告した。41135［吉野ら］

はインドネシアの公共集合住宅（ルスナワ＝賃貸型およびルスナミ＝分譲型）の典型的な

建築形態の調査を実施し，その結果に基づいて公共集合住宅の標準モデルを作成し，

EnergyPlusTMを用いたシミュレーションによって空調エリアの断熱化がLCAに与える影響

を検討した結果を報告した。41136［崎田ら］はインドネシアの新築アパートメントを対象

に，温湿度・室内外の空気汚染といった環境因子および居住者の環境調整行動がシックビ

ル症候群の発生に与える影響について分析した結果を報告した。41137［Sani ら］はインド

ネシアの無計画に建てられた住宅における，室内外の空気汚染と呼吸器系の健康状態につ

いてパス解析を用いて整理した結果を報告した。健康被害は小児に顕著に表れること等が

示された。 

以上の発表ではパス解析，共分散構造分析など多変数の因果関係を推定する手法が適用

されていた。今後，健康維持，生活水準向上，低炭素化といった複数課題の同時解決を目

指す研究において，こうした手法が標準的な研究手法となることが期待される。［福代和宏 

記］ 
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Low-carbon building techniques in the post-pandemic on the Global South 2（41138 

～41141）  

日本でも、建築物省エネ法に関連し気候区分が設けられているが、Lee ら（41138）の研

究はその知見をさらに発展させ、インドネシアに応用している。日本の気候区分にも一石

を投じる研究。黒田ら（41139）の研究は、睡眠中の体温に合わせて布団内部を換気できる

ベットの基礎的な研究で、蒸暑地域における睡眠時の冷房使用を抑制できる可能性がある

今後の発展に期待したい。Trihamdani ら（41140）の研究はインドネシアにおけるウイン

ドキャッチャーを兼ねる窓の形状検討だが、このような施設を現地に有している価値は非

常に大きい。Kitagawa ら（41141）も自然換気と PCM 蓄熱体を活用した冷房負荷削減に

取り組んでいる。精緻なモデリングにより再現できており高い精度でその効果が検証でき

ている。 
いずれもインドネシアあるいは蒸暑地域における研究で、日本における知見や手法を基

礎にしながら、それをさらに発展させており高く評価する。現地研究者との共同研究もあ

りさらなる展開に期待したい。［高口洋人 記］ 
 

建築計画 

 
時間の中の構法（1）（5167～5171）  

構法計画分野では、歴史的視点を積極的に導入することで、構法とその生成の原理をよ

り立体的に把握しようとする研究が増えてきている。こうした動きを受けて設けられたの

が本セッションであり、思惑通り多くの投稿があったことは幸いであった。一方で期待し

ていた建築史分野からの投稿がなく、他分野との研究交流は今後の継続課題としたい。 

5167［矢尾ら］は、特許および実用新案から構法技術開発の発展の経緯を統計的に明らか

にしようとする野心的な研究である。後半では具体的な技術として木造の接合部に着目を

しているが、他の構法についての分析が進むのが待ち遠しい。 

5168［千葉ら］は 1950～60 年代の RC シェルの施工技術に関する研究であり、着眼点が秀

逸である。型枠制作と当時の大工技術の関係、海外の技術との関係など、さらに追求すべ

き論点は数多くありそうだ。 

5169［冨士本ら］は、西洋技術の需要期の構法として著名な木骨煉瓦造に関する研究であ

るが、この構法が蔵に適用された際、在来構法的な性格が付与されて変質したという興味

深い仮説が、実証的に検証されている。研究は途上であるが、構法史研究の方法論や射程

を考える上でも示唆に富んだ研究である。 

5170［松本ら］と 5171［熊谷ら］は一連の研究であり、清水組の工事竣功報告書に基づき、

戦前期の住宅建築の構法の発達史に迫っている。統計的な方法を採用している点は 5167 と

共通しているが、建築計画学では珍しくないこうしたアプローチが、歴史研究においては
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どのような意味を持ちうるか等、方法論の水準でも様々な議論ができそうである。［門脇耕

三 記］ 

 

時間の中の構法（2）（5172～5176）  

本セッションでは、前セッションに引き続き構法史に関するうち、住宅に関する 5 題の

発表があった。5172［伊藤〕では、高度成長期に建てられた一般的な木造軸組住宅の増改

築による変容を詳細にまとめ、時代の推移による構法変化や軸組構法の特性について考察

している。5173［鈴木］では、台東区谷中を対象に、木造密集地域の戸建住宅の構えとし

て、敷地に対する配置や建物形状の時代による変化を整理して考察している。5174［谷繁］

では、工業化住宅の開発がひと段落した 1970 年代以降、住宅メーカーによる構法開発がど

のような推移を辿ったのかという観点から論じている。5175［小宮山］では、戦前から 1970

年代までの工業化住宅の流れを概観し、戦後の工業化が進んだ中での建築家の部品化アプ

ローチとして、高橋公子に着目して調査している。5176［野澤］では、戦前のバンガロー

と呼ばれる木造組立住宅とモデル電化住宅を題材に、新しい住生活と構法や設備計画との

結びつきを考察したものである。以上より、本セッションでは多様な題材をもとに活発な

質疑が行われ、構法と歴史の関係についての議論が深められた。［熊谷亮平 記］ 
建築 DIY・利用者コミュニティによるデザイン（5554～5555）  

本セッションでは、建築 DIY・利用者コミュニティによるデザインに関する 2 題の報告

があった。5554［Gergely Péter Barna］では、紙状の膜を室内に利用することで、低予算で

最小限の施工により、季節や機能的変化へ適応できたことが報告された。5555［山口純］

では、発表者が 5 年間で経験した本町エスコーラにおけるプロジェクト（アクションリサ

ーチに基づいた DIY）を実施した結果、DIY とは「学び」あるいは「探究」の機会となり

うるが、「心労」を生むことが報告された。これらの２題の報告に基づき、議論がなされた。

［和田浩一 記］ 

 

 
都市計画 

 
コロナ禍を発端とした生活様式変容と住環境計画への影響（7056～7058）  

本セッションでは、生活様式変容と住環境計画に関する 3 編の研究発表があった。7056

［湖東ほか］では、札幌市狸小路テラスを事例として路上占用利用の方策とデザインマネ

ジメントに向けた提案があった。7057［江口ほか］は、人吉スポーツパレスを事例として、

令和二年七月豪雨にみる感染症対策に配慮した避難所運営と居住空間の分析の報告があっ

た。7058［加登］は、ポイント型流動人口データを用いた時空間カーネル密度推定法によ

る時空間分析法の提案があった。これらの研究発表、質疑を通じ、生活様式の変容に際し

て、道路空間の占用範囲の設定、避難所一人当たりの面積といった原単位が変わりつつあ
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ること、時間の変化を踏まえた密度の把握の方法が課題になることが示唆された。［佐久間

康富 記］ 

 

観光コンテンツと発信（7190～7192）  

（未提出） 
 
持続可能な観光地形成（7193～7195）  

本セッションでは、持続可能な観光地形成に関する３編の論文発表があった。7193［岸

本ら］は、関西地方の２つの伝建地区を対象に、所有者と経営者を仲介する空き家活用団

体および店舗の経営者へのヒアリング調査・アンケート調査を実施し、空き家の活用実態

を明らかにし、生活と観光が共存するための各ステークホルダーの役割を論じた。7194［山

崎ら］は、コロナ禍における大学生の「地元観光」（日常生活圏の中を非日常の視点を持っ

て楽しむ観光のような行動）への関心や実際の観光行動をアンケート調査によって明らか

にし、その発展可能性を示唆した。7195［狭間ら］は、ヴィエトナム・フエの皇帝廟を対

象としたエコスタディツアーに関して、現地ツアーとオンラインツアーを組み合わせて実

施する方法を開発し、その効果を検証した。［岡村祐 記］ 

空き地から始まるまちづくりの展開（7254～7256）  

空地アーバニズム戦略小委員会主催による本 OS では、計 3 本の論文発表があった。 

7254［杉山ら］は、京島地区におけるポケットパークの利用実態を明らかにした。防災

のために空地を創出する時代から、空地が自然にまだら状に増えてくることが予想される

中で、意義がある研究である。7255［中野ら］は、空地の利活用により新たなアクティビ

ティが創出されている事例が多く見られる中で、実践的研究を通じて、グリーンインフラ

という付加価値を示している。7256［木元ら］は、暫定的に空き地を活用した事例が見ら

れる中で、恒久的に運営していくためのマネジメントに着目している点に意義がある。空

地を介して、行政・住民・所有者など多様な主体によるコミュニティ形成の可能性が期待

される。［阿部俊彦 記］ 

 

中心市街地の拠点再生（7291～7295）  

本セッションでは、中心市街地の拠点再生に関わる 5 編の発表がなされた。 

7291[川崎ほか]では、城郭地区内の公共施設の再編と藩政期の状態の再生の関係が対象と

する 30 都市の市役所や県庁へのアンケート調査を基に報告された。7292[松浦ほか]では、

7291 に関連し、城址が史跡指定されている都市とされていない都市を比較することで、そ

の違いが報告され、史跡指定されていない都市では、藩政期の状態の復元ではない柔軟な

再生手法がみられると指摘された。7293[小林ほか]では、屋外の低未利用地を活用した全国

19 事例の分析から、その立地特性や活用土地の類型、活用経緯や活用手法について報告さ

れた。7294[齋藤]では、千葉県山武市の成東駅前周辺地域で 2010 年頃より行われてきた市
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民主体のまちづくり活動の経緯が、関係主体の関わり、まちあるきによる市民の観光資源

評価の結果等を含めて報告された。7295[安田ほか]では、集約型都市拠点形成に向けた公民

連携型住宅のあり方として、具体的に 9 つのモデルタイプを提示した上で、その適用可能

性をアンケート調査等から分析した結果が報告された。 

本セッションにおける質疑においては、いずれの演題に対しても、研究方法や分析結果の

仔細、中心市街地の活性化や拠点形成にむけた、各々の演題の観点からの可能性と課題に

ついて、活発な議論がなされた。［浅野純一郎 記］ 

 
郊外の拠点デザイン（7296～7300） 

本セッションでは、郊外部における拠点デザインに関する５編の発表が行われた。7296[奥

山ほか]は、自治体アンケート調査により市街化調整区域における拠点設定の現状を明らか

にしている。質疑では、地域型拠点と市町村合併の有無との相関関係等について議論がな

された。7297［岩永ほか］は、市街化調整区域地区計画を策定している市町村を対象とし

て市街化調整区域地区計画と災害のおそれのある区域との関係を明らかにしている。質疑

では、市街化調整区域地区計画と災害想定区域の重複等について議論がなされた。7298［渡

部ほか］は、スマートインターチェンジ周辺の市街化と土地利用方針との関係性を明らか

にしている。質疑では、通常のインターチェンジと異なる点等について議論がなされた。

7299［高田ほか］は、茨城県の移動図書館を対象として移動図書館が利用者の生活満足度

に与える影響を分析している。質疑では、移動図書館と健康意識との関係等について議論

がなされた。7300［倉田ほか］は、自治体アンケート調査により立地適正化計画と市街化

区域外の土地利用規制との関係性を分析している。質疑では、規制強化と規制緩和の２つ

の方向性等について議論がなされた。［松浦健治郎 記］ 

 

拠点地域のヒューマンなストリート形成（7301～7305）  

 本 OS は、地方都市拠点デザイン小委員会と都市づくりプラン研究小委員会が共同で実施

したものである。全体として４つのセッション、計 20 編の研究発表が行われた。本セッシ

ョンは「拠点地域のヒューマンなストリート形成」をテーマとして５題の発表が行われ、

その都度発表内容について協議した。 

まず、7301［福谷他］では、十和田市中心市街地に位置する官庁街通りと三本木大通りに

設置された現代アートと都市空間の関係について、詳細な現地調査に基づく両者の密接な

関係性の存在とその解釈が発表された。続く 7302［柳沢他］では、前報に続き十和田市中

心市街地の官庁街通りに新たに整備された４つの公共建築と整備前から存在する施設群と

を対比させながら、駐車場の位置、建物のセットバック、建物とストリート空間の関係、

通りに面した開口率、建物の内部空間と外部空間の関係性について分析結果が報告された。

市民から高い評価を得ている再編されたストリートは、新たに整備された施設がストリー

トに面することで両者の関係性が強くなっていること、駐車場を建物背後に設置すること
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の重要性等が指摘された。7303［西村他］では、浜松市を対象に戦災復興土地区画整理事

業で整備された背割り通路に着目し、設計標準に示された背割り通路の位置づけ、近隣住

区理論に基づく計画思想ならびに歩行者空間としての現代的意義を解明した意欲的な研究

発表があった。歩行者専用通路としてのネットワークを意識して設置され、近隣住区にお

ける隣保共同化を支援したとの結論は興味深い。7304［有馬他］では、都市空間再編の指

針として取り上げられる「ヒューマンスケール」に着目し、近代主義黎明期以降世界的に

影響力のあった 11 の都市論の原著を読み解き、ヒューマンスケールな都市空間をつくる計

画要素を考察した結果が発表された。持続可能な都市空間への再編の成功には既存の都市

空間の認知し、空間の内包するアクティビティを理解し多面的に高めていくプランニング

が不可欠という指摘に説得力があった。7305［渡邉他］では、全国で策定が進む立地適正

化計画と空き家対策との関係性に着目し、居住誘導区域内に立地する空き家を対象とした

活用事業を実施する地方中小都市の実態を解明した研究結果が発表された。事業手法では、

購入補助、改修、除却の３タイプがあり、各タイプの詳細な実態が発表された。質疑は個

別の発表後に行われたが、全体として拠点地域のヒューマンなストリート形成につながる

重要な指摘があり、今後の研究進展が期待される内容であった。［樋口秀 記］ 

 

公共交通・災害・居住と拠点形成（7306～7310） 

（未提出） 

 

コロナ禍における大学キャンパス利用者調査分析（7505～7508） 

本セッションでは日本建築学会の都市計画委員会キャンパス・リビングラボラトリ小委

員会にて 2020 年 8 月から 10 月の間に実施された「コロナ禍における全国大学キャンパス

利用者実態調査」の分析結果が報告された。その１[斎尾ほか]では、コロナ禍での自粛以前

と自粛中での学生生活やアクティビティの状況変化を授業やコミュニケーションなどの側

面から比較し、学生が感じているキャンパス空間の意義についての分析が報告された。そ

の 2 [前本ほか]では、アンケートの自由記述回答 1,430 件を分析対象とした量的・質的分析

について報告された。続いて、全国では 6,789 人の回答があったが、そのうち回答数の多か

った北海道大学 1,770 人の回答についての分析報告[小篠ほか]と、千葉大学 1,343 人につい

ての分析報告[上野ほか]があり、全国調査との比較からキャンパスの空間特性等により様々

な影響を受けていることが明らかになった。 

各報告から、グループ学習や交流の実施などにコロナ禍の自粛が影響を及ぼしているこ

と、一方でオンライン講義への好意的な意見もあること、また交流や学生生活の拠点とし

てのキャンパスの重要性が明らかになった。［池内祥見 記］ 

 

コロナ禍における大学キャンパス空間の変化（7509～7511） 

（未提出） 
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大学キャンパス空間と都市との協働再生（7512～7516） 

（未提出） 


