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第３６回 建築生産シンポジウム プログラム 
 

建築生産シンポジウムは、建築生産分野に関する、研究、開発、教育の発展を図るとともに、研究者と実務

者の双方に最先端の研究開発に関する意見交換と交流の場を提供することを目的としています。 

当該分野は、建築生産というサイクル、すなわち企画・設計・施工準備・施工・維持管理・運営を経て解体あ

るいは改修により、再度、企画設計に戻る、というプロセス全体を対象とします。そのため、広範囲の視点か

ら、最先端の現状分析、将来展望など、研究開発の成果が論文／報告として発表されます。 

第３６回建築生産シンポジウムにおきましては、特別企画として実施したアンケート「新型コロナウイルスに

対するリスクマネジメントに関するアンケート調査」の結果について報告をいたします。 

多くの皆様にご参加頂き、活発な議論や意見交換がなされることを期待しています。 

 

主 催 日本建築学会 建築社会システム委員会 建築生産小委員会 

期 日 ２０２１年 ８月１９日（木）～８月２０日（金） 

会 場 オンライン（Zoom ウェビナー） 

定 員 ５００名（オンライン同時接続数） 

参加費 会員５，０００円、会員外６，０００円、学生２，０００円（資料代含む） 

申込方法 Ｗｅｂ申込みよりお申込みください➡ https://www.aij.or.jp/event/detail.html?productId=645392 
       ※事前クレジット決済のみ 

（申込み締切 8 月 6 日（金））  

→ ８月７日（土）以降も申込みを受付いたします。ただし、８月１３日（金）以降にお申し込みの場

合、開催日までに冊子版資料がお手元に届かない可能性もありますので、ご注意ください 

       ※領収証は「お申込み受付完了通知メール」内の領収証ダウンロード用 URL から発行できます。 

       ※冊子版資料（シンポジウム論文集）は事前にご郵送いたします。 

問合せ 学会事務局 総務 G／一ノ瀬  TEL 03-3456-2055 

 

 懇親会（オンライン） 日時：8 月 20 日（金）終了後 （予定）  詳細は当日お知らせいたします。 

 

■ 第１日目 ８月１９日（木）           講演時間１題１５分（発表１１分・質疑４分） 

ミーティングルーム管理者：田村篤（建築研究所） 

【セッションＡ講演者接続確認（５分）】 ９：１０～９：１５ 

開会挨拶 ： 石岡宏晃（清水建設） ９：１５～９：２０ 

Ａ 建築生産一般            司会：戸倉健太郎（三井住友建設） ９：２０～１０：３５ 

Ａ－１ 

【論文】 

テキストマイニングによる建築生産分野の研究動向の調査 -日本建築学会建築生産シンポジ

ウム論文集を対象として- 

斎藤寛彰（戸田建設）・石岡宏晃・志手一哉 

Ａ－２ 

【論文】 

デジタル化された施工システムの概念化に関する文献研究 

Jeferson Shin-Iti SHIGAKI（東京大学）・野城智也 

Ａ－３ 

【論文】 

ハウスメーカーを事例としたモジュール化および DfMA に関する考察 

林至仁（芝浦工業大学）・小林達宏・太原豊・志手一哉 

Ａ－４ 

【論文】 

多能工の生産性に関する研究 

松村千裕（芝浦工業大学）・蟹澤宏剛・番尚雄・村山正丞・謝子茜・高木星子 

Ａ－５ 

【論文】 

ICMS の分類を基にした家屋評価体系の改善手法に関する考察 

堤洋樹（前橋工科大学） 

【セッションＢ講演者接続確認（５分）】 

Ｂ 産業構造・建築生産組織       司会：秋葉髙志（大成建設） １０：４０～１１：４０ 

Ｂ－１ 

【論文】 

東南アジアにおける外装・設備工事に関する制度比較からみる建設就労者への技能教育への課

題 

佐々木留美子（東北工業大学）・権藤智之・金善旭 

Ｂ－２ 

【論文】 

東日本大震災以降の被災地における建設市場及び建設産業の変化と影響の検証－建設業者の

視点から－ 

小野寺徹（サン工業）・遠藤和義 

Ｂ－３ 

【論文】 

女性建設技術者の就労環境に関する実態調査 

小此鬼彩夏（芝浦工業大学）・蟹澤宏剛・萩原彩 

Ｂ－４ 

【論文】 

素材・焼石加工と建築生産システム 

藤尾直史（千葉科学大学） 

 

https://www.aij.or.jp/event/detail.html?productId=645392
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【 昼休憩 １１：４０～１３：００】 

 

特別企画 「新型コロナウイルスに対するリスクマネジメントに関するアンケート調査報告」 

 １３：００～１４：００ 

 日本の建築生産に大きな影響を与えている、新型コロナウイルスによるパンデミックに際し、ゼネコン

各社がどのように対処してきたのか、アンケート調査により得られた結果を報告いたします。 

 調査項目：「事前のリスク対応計画の適応性」「意思決定プロセス」「発注者負担の有無」 

「下請け企業への補償」「現場管理業務の変化と影響」 

 

【セッションＣ講演者接続確認（５分）】 

Ｃ 雇用・労働・人材育成・教育     司会：吉田知洋（鹿島建設） １４：０５～１５：０５ 

Ｃ－１ 

【論文】 

建築初学者を対象とした地方自治体が主催する実施コンペからみた建築設計教育に関する考察 

辻井麻衣子（西日本工業大学）・木多彩子 

Ｃ－２ 

【論文】 

スポーツ科学を応用した建築技能の見える化に関する研究－その１ モーションキャプチャ

の適用可能性に関する検討－              後藤田中（香川大学）・蟹澤宏剛 

Ｃ－３ 

【論文】 

ミャンマー連邦共和国の建設事情に基づく現場人材教育に関する研究 

三原斉（ものつくり大学）・深井和宏・吉田敏・吉田倬郎・浦江真人・佐々木留美子 

Ｃ－４ 

【論文】 

BIMを用いた建築物環境評価のための基礎的研究－CASBEE の情報構造分析を通じて－ 

中岡桃子（東京大学）・野城智也 

【セッションＤ講演者接続確認（５分）】 

Ｄ ＰＭ・ＣＭ・リスクマネジメント   司会：多葉井宏（竹中工務店） １５：１０～１６：１０ 

Ｄ－１ 

【論文】 

地方公共団体の実態に合わせた発注者支援方法に関する研究 －地方公共団体の実態に合わ

せた発注者支援方法に関する研究－          内田成耶（早稲田大学）・石田航星 

Ｄ－２ 

【論文】 

PFI 事業の公共発注者による民間開発事業者の評価に関する考察 －業務要求水準書と選定結

果公表資料の比較を通して－         濱田友幸（京都大学）・金多隆・西野佐弥香 

Ｄ－３ 

【論文】 

平成２７年関東・東北豪雨により被災した地域の水害対策の有効性に関する研究 

宮元竣也（東京電機大学）・小笠原正豊 

Ｄ－４ 

【論文】 

公共建築工事におけるプロジェクト初期からのプロジェクト・マネージャー導入可能性の検討 

田村篤（建築研究所） 

 

 

■ 第２日目 ８月２０日（金）           講演時間１題１５分（発表１１分・質疑４分） 

ミーティングルーム管理者：権藤智之（東京大学） 

【セッションＥ講演者接続確認（５分）】 ９：１５～９：２０ 

Ｅ 発注方式・積算・コスト       司会：曽我行雄（フジタ） ９：２０～１０：３５ 

Ｅ－１ 

【論文】 

公共工事における一者入札問題の考察：2001－2020年度の首都圏公共建築工事を対象にした分析 

岩松準（建築コスト管理システム研究所）・遠藤和義 

Ｅ－２ 

【論文】 

米国における『専門工事業者による設計』を組み込んだ建築プロジェクト運営方式の動向 

平野吉信（広島大学 / 芝浦工業大学） 

Ｅ－３ 

【論文】 

英国の建築士による最高限度額を保証する専門工事業者との協働に関する考察 

南雲要輔（ホプキンス・アーキテクツ / 京都大学） 

Ｅ－４ 

【論文】 

ストック管理に向けた工事費内訳書の継続的活用に関する研究 

橋本真一（芝浦工業大学）・志手一哉・堤洋樹・内藤海斗 

Ｅ－５ 

【論文】 

非住宅建築市場における構造別・用途別の着工量の推移と工事費変動の関係について 

遠藤和義（工学院大学）・岩松準 

【セッションＦ講演者接続確認（５分）】 

Ｆ 工事計画・生産性          司会：斎藤寛彰（戸田建設） １０：４０～１１：４０ 

Ｆ－１ 

【論文】 

写真測量データを使用した施工シミュレーションに関する研究 －修繕工事の仮設工事にお

けるシミュレーション－               桑田祥平（早稲田大学）・石田航星 

Ｆ－２ 

【論文】 

PCa工法における BIM活用と生産性に関する研究 －現状の活用の事例を通しての考察－ 

持田泰秀（立命館大学）・坂田博史 

Ｆ－３ 

【論文】 

プレカットを用いた木造軸組住宅（四号建築物）に関する研究－柱配置に基づく架構ブロック

による DR手法－         金原昂雄（芝浦工業大学）・村上淳史・藤田譲・蟹澤宏剛 
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Ｆ－４ 

【論文】 

プレキャスト部材の製造工程の改善に関する研究 

仲村弥夏（芝浦工業大学）・蟹澤宏剛・桑名遥香・蓮尾孝一 

 

【 昼休憩 １１：４０～１３：００ 】 

 

【セッションＧ講演者接続確認（５分）】 

Ｇ 施設利用・情報・通信技術の利用（１）  司会：斎藤寛彰（戸田建設） １３：０５～１４：２０ 

Ｇ－１ 

【論文】 

中小規模のオフィスビルの今後の利活用に関する研究－アンケート調査から考察するテレワ

ーカーの現状把握－                鎌倉健太郎（早稲田大学）・石田航星 

Ｇ－２ 

【論文】 

画像認識技術を利用した木取りに関する研究 

中尾洋祐（東京電機大学）・小笠原正豊 

Ｇ－３ 

【報告】 

VR 空間を用いた運搬動作データの検証に関する基礎的検討 

石岡宏晃（清水建設） 

Ｇ－４ 

【論文】 

建築物の点群データ密度とその品質およびデータの軽量化に関する研究 

入野祥宏（早稲田大学）・石田航星 

Ｇ－５ 

【報告】 

BIMデータ標準仕様である IFCの情報解析 

朱正路（インクス）・志手一哉 

【セッションＨ講演者接続確認（５分）】 

Ｈ 情報・通信技術の利用（２）     司会：石岡宏晃（清水建設） １４：２５～１５：４０ 

Ｈ－１ 

【論文】 

OmniClass と Uniclass2015 を利用した WBS の比較および、実務的適用や BIMとその WBS の連

携に関する考察 －OmniClass の UniFormat と MasterFormat 及び、Uniclass 2015 の

Elements/Function や Systems と Products を対象とした－ 

KIEU TRI CUONG（芝浦工業大学）・志手一哉 

Ｈ－２ 

【論文】 

わが国における仕様分類体系の標準化にについての一考察 －「建築工事標準分類」「共通建

築コードインデックス」を事例として             小笠原正豊（東京電機大学） 

Ｈ－３ 

【論文】 

建築空間に対する位置情報の付与と異種情報との連携に関する研究 

村井一（東京大学生産技術研究所）・野城智也 

Ｈ－４ 

【論文】 

BIM を用いた基本設計の初期段階における工期検討に関する研究 

尾門智志（工学院大学）・遠藤和義・岩村雅人 

Ｈ－５ 

【論文】 

設計 BIM 言語と施工 BIM言語の翻訳可能性に関する検討 

岩村雅人（工学院大学）・遠藤和義・尾門智志 

 

総括・閉会挨拶 権藤智之（東京大学） １５：４０～１５：５５ 

 

 ※ 本プログラムは変更になる場合があります。最新のプログラムを本会ホームページでご確認下さい。 

   http://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2021/36_081920.pdf 
 

 

【発表者の方へ】 

既にご案内のように、２０１２年度よりコンピュータウィルス感染予防のため、発表用パソコンは各発表者の方にご用

意いただく方式となっておりますので、ご用意の方よろしくお願いいたします。 

オンラインからの発表は、発表スライドの遅延・音声の途切れなどが発生する可能性があります。ご発表は良好な通

信環境（Wifi・有線を推奨します）を確保の上、発表に画像・映像をご使用される際にはファイルの軽量化を図るなど、

事前のご配慮をいただけますようお願いいたします。 

 

【オンライン参加にあたっての注意事項】 

１．視聴には PC やタブレットなどの端末と、インターネット環境が必要です。通信料は参加者のご負担となります。 

２．受信映像や講演資料の保存（画面キャプチャ、カメラ撮影等）、録音、再配布は禁止です。 ３．参加用 URL 等を

シェアすることは固くお断りいたします。各人でお申し込みください。 ４．録画配信ではございませんので、開催後の

視聴はできません。 ５．Zoom の使い方・動作環境についてのご質問にはお答えできません。Zoom のアプリケーシ

ョンをご利用の場合は、最新版への更新をお願いします。Zoom ヘルプセンター（https://support.zoom.us/hc/ja）を

ご参照ください。 ６．参加者の環境やそのときの回線状況により、やむを得ず中断される可能性があります。その場

合は本会では責任を負いかねますので、あらかじめご理解のうえお申し込みください。  

http://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2021/36_081920.pdf

