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により、当該年度の学部卒業論文、大学院修士論文を対象に、優れた論文を表彰

するものである。



年
日本建築学会優秀卒業論文賞
日本建築学会優秀修士論文賞

○優秀卒業論文賞
簡易宿泊所密集地区における地域福祉化と施設転用
正会員 大野和彦 殿（東京工業大学）

都市・横浜における「ミナトヨコハマ」ブランドの成立

─グラフィックデザイナ─によるコミュニケーションデザインの実践に着目して─
正会員 奥津憲聖 殿（慶應義塾大学）

避難者数の時刻変動を考慮した避難所負担の定量的評価と対策効果

─仙台都市圏の避難所を例に─
正会員 木村宇応 殿（東北大学）

北海道の建築板金技術の発展と住宅作品の外観にみる使われ方
正会員 佐藤凌 殿（北海道大学）

制振構面におけるH形鋼梁の横座屈荷重に及ぼす連続補剛材の
拘束効果
正会員 杉田弥生 殿（東北大学）

床面衝突噴流換気システムを対象としたCFD解析の精度検証
正会員 杉田雄希 殿（大阪市立大学）

集成材を用いたH形鋼梁の横補剛方法の提案
正会員 津田康生 殿（名古屋工業大学）

土壌熱交換システムの年間性能予測に関する研究
正会員 塘田研仁 殿（北九州市立大学）

局所損傷同定センシングとモデル更新を用いた鋼構造建物の
残存耐震性能評価
正会員 西野博道 殿（京都大学）

生活の変化にみる仮設住宅の近所づきあい規定要因に関する研究

─宮城県七ヶ浜町を事例として─
正会員 長谷川京子 殿（東北大学）

民家における樹種の使い分けとその地域・年代傾向

─「適材適所」の成立背景─
正会員 濱崎源記 殿（東海大学）

中世神社建築における細部装飾に関する研究
正会員 松尾繭子 殿（京都大学）

徳島県出羽島における民家の架構形式の変遷と平面計画の関係
について
正会員 八神紗良 殿（奈良女子大学）

接合部にDFRCCを用いたPCa柱梁接合部のせん断性能に関する
研究
正会員 山田大 殿（筑波大学）

高力ボルト摩擦接合部の高温引張実験に基づく数値解析モデルの構築
正会員 殿（千葉大学）



○優秀修士論文賞
一流体ノズルによる水ミスト噴霧流の性状に関する研究
正会員 粟村祐太 殿（大阪大学）

メタヒューリスティクスを用いた蓄電池・蓄熱槽・熱源の
統合的運用最適化手法の開発
正会員 池田伸太郎 殿（東京大学）

冬季の住宅内温熱環境改善による血圧・血圧変動抑制効果
正会員 海塩渉 殿（慶應義塾大学）

京都市内における桜景観の形成過程とその実態に関する研究
正会員 岡本和己 殿（京都工芸繊維大学）

明治・大正期における在北京日本公使館の建築

─眞水英夫設計四代目建築群を中心として─
正会員 川原聡史 殿（芝浦工業大学）

遠心載荷実験による複数回強震動を受ける鋼管杭の累積損傷評価
正会員 岸野泰典 殿（東北大学）

摩擦式エネルギー吸収機構を内蔵する高靭性・高減衰耐力壁を用いた
薄板軽量形鋼造の中層化に関する研究
正会員 久保和民 殿（早稲田大学）

建設業の生産性に関する研究

─技能者の社員化による業務展開及び内装仕上工事の合理化に関する考察─
正会員 坂倉渓介 殿（芝浦工業大学）

デトロイトにおける地区単位の積極的非都市化に関する研究

─縮退の価値を反転させた多元的非営利セクターの相互作用─
正会員 高梨遼太朗 殿（東京大学）

金属サイディングを用いた外壁システムの実変動風圧下における
挙動と耐風性能評価法に関する研究
正会員 髙橋麻衣 殿（東北大学）

X型リンクと極低降伏点鋼を用いた健全度評価機能付き鋼板耐震壁の
開発
正会員 東郷拓真 殿（京都大学）

超民家建築論
正会員 長澤駿 殿（東京大学）

ネットワーク分析に基づく複数中心性による都市構造分析

─茨城県つくば市を対象として─
正会員 堀之内志帆 殿（筑波大学）

日輪兵舎に関する建築的研究
正会員 前田京美 殿（京都大学）

薄板補剛ウェブの座屈性状及び補剛スチフナ設計法
正会員 柳下義博 殿（東京工業大学）



選考報告

　本会では、 年 月に建築教育振興基金（タジマ基金）による学生
を対象にした論文の顕彰事業「優秀卒業論文賞」「優秀修士論文賞」を
設け、優れた論文を顕彰してきた。
　卒業論文等顕彰事業委員会は、毎年幅広い分野からの多数の応募論
文に対応するため、 分野の調査研究委員会から推薦された委員
名により構成されている。
　第 回委員会は、 年 月 日に開催し、応募要領について確認
を行い、昨年と同じ要領にて応募論文の募集を行うこととした。
　応募論文の締切日は 年 月 日として、 年 月より募集
を開始した。
　第 回委員会は、 年 月 日に開催し、関係規程、応募論文数
および各部門別分類を確認し、授賞数の算出、選考部会の設置を審
議した。
　総応募論文数 編のうち、応募論文概要の記載方法を逸脱してい
た 編（学部 編、修士 編）を対象外として除き、選考対象論文数は、
卒業論文 編、修士論文 編の計 編で、昨年より 編減少し
た。応募校数は 校で、昨年より 校減少した。部門別では、構造系
編（学部 編、修士 編）、計画系 編（学部 編、修士 編）、

環境系 編（学部 編、修士 編）、 年から設けられた「総合」は
編であり、それぞれ前年比、構造系同数、計画系 編減、環境系 編
減、「総合」 編減であった。
　引き続き各選考部会を開催し、各部会長は委員の互選により、構造
系：木村祥裕君、計画系：藤田盟児君、環境系：山中俊夫君を選出し、選
考を開始した。選考要領について再度確認を行い、選考の基本的な方法
は従来どおり二段階選考を行うことにした。続いて各選考部会におい
て応募論文概要の確認を行った。
　第一次選考では、各部門の委員が、応募論文概要を精読して授賞候
補論文数の約 倍程度の論文を選考し、第二次選考では、第一次選考で
選ばれた論文 編につき 名の査読委員を定めて論文本文を精読し、授
賞候補論文を選定することにした。なお、選考は公正を期するために、
委員と応募論文の著者とが親族あるいは師弟関係などにある場合に
は、当該論文の選考に関与しないことを確認した。
　第 回委員会は 年 月 日に開催し、各選考部会の選考結果
報告ならびに推薦理由書が提出され、審議の結果、出席者全員の一致を
もって 年（第 回）の授賞候補論文として、卒業論文 編、修士
論文 編を選定した。

授賞論文数・応募論文数
（総応募論文数 編、選考対象論文数 編、 校）

卒業論文 編（ ）

修士論文 編（ ）

合　計 編（ ）

※（　）の数字は選考対象論文数

　各系部門別では、構造系では、卒業論文 編、修士論文 編、計画系で
は、卒業論文 編、修士論文 編、環境系では、卒業論文 編、修士論文
編を選定した。これは、選考にあたって設定した、各系部門の基本授
賞数に、応募者の数に応じて算出した数を加えた配分の範囲内で
あった。
（卒業論文等顕彰事業委員会委員長　福田卓司）

構造系選考部会
　本年度の構造系の選考対象論文数は、卒業論文 編、修士論文
編であり、昨年度と比べて、卒業論文が 編減少し、修士論文が 編増
加した。
　第一次選考では、応募者と選考委員の関係など十分に配慮したうえ
で 名の選考委員が合計 編の応募論文概要を査読し、段階の採点
を行い、卒業論文は上位 編、修士論文は上位 編を第二次選考対象論
文として選出した。
　第二次選考では、第一次選考で選出した合計 編の対象論文をそれ
ぞれ 名の選考委員で査読を行った。第二次選考における査読担当の
決定に際しては、選考委員の専門分野や所属等に十分配慮して公正を
期した。卒業論文では「テーマと内容」「論理性と明確さ」「論文として
のできばえ」の 項目、修士論文では「テーマの独創性・新規性」「豊か
な萌芽性・将来性」「研究の進め方の論理性」「結論の明確さ」「論文とし
てのできばえ」の 項目について、段階の評価を行い、それらの合計
点をもとに授賞候補論文の選定を行った。最終選考では、初めに査読担
当者から各論文を講評してもらい、得点の接近した論文については詳
しい意見を求めるなど慎重に審議した結果、出席委員の総意によって、
卒業論文 編、修士論文 編を授賞候補論文として選定した。
　応募論文の研究テーマは、新規性の高い論文、大型プロジェクトや継
続的な研究テーマとしての位置付けが明確な論文など多岐にわたり、
研究手法としては、理論展開および詳細モデルを用いた数値解析、創意
工夫を凝らした載荷実験など多様であった。選考の過程において僅差
で惜しくも選外となった優れた論文にも敬意を表したい。なお、ここ数
年、応募件数が横ばいであり、応募論文の大半は構造分野であったこと
から、今後、多くの大学から、また材料・施工分野からの活発な応募を期
待したい。
（構造系選考部会長　木村祥裕）

計画系選考部会
　本年度の計画系の選考対象論文数は、卒業論文 編、修士論文
編の合計 編で、計画系選考部会委員 名で選考した。前年比で卒
業論文は 編増、修士論文は 編減である。
　まず、第一次選考では、論文 編を 名以上の委員が担当し、論文概
要を中心に推薦書と応募論文説明書を参考にして評価した。第二次選
考対象論文数は授賞候補論文数の 倍を目安とするが数の制限はしな
いこととした。第一次選考の評価点の合計による順位を尊重しつつ、評



価点が低いものもチェックして、可能性があるものを見落とさないこ
とに留意して選考した結果、卒業論文 編、修士論文 編を第二次選
考対象論文とした。なお、選考全般において委員にかかわりのある論文
は、直接その選考に関与しないよう配慮した。
　第二次選考では、委員の専門分野を考慮して対象論文ごとに適任の
査読者を 名選び、論文本文を精読して評価した。会議では、合計点の
順位を尊重しつつ査読者の講評や評価項目（卒業論文 項目、修士論文
項目）ごとの評価を参考にして、まず上位の授賞候補論文を全員で回
覧して受賞レベルを確認したうえで、査読者の評価が低い論文のなか
に受賞に値する論文がないかを慎重に検討した。以上の結果、全員一致
で卒業論文 編、修士論文 編を授賞候補論文に決定した。
　本年度の応募論文には、被災後の住宅地や簡易宿泊施設などを含め
て多くの新しい問題を抱えた現代都市の実態調査に基づくものや、従
来は注目されていなかった集落や建築の生成過程をとらえようとした
ものなど、多様な視点から臨んだ論文が多く、審査も複眼的視点から慎
重に選考することが求められた。選考過程において各委員が最も評価
した点は、応募者自身の問題意識の確かさ、分析過程での発見の喜び、
結論の思考の深さなど、応募者自身が自力で獲得したものの質であっ
た。そうした面から言えば、選外となった論文にも調査内容には大きな
可能性を持つものが少なからずあったことを付記しておきたい。
（計画系選考部会長　藤田盟児）

環境系選考部会
　環境系の選考対象論文数は、卒業論文 編（ 校）、修士論文 編（
校）の合計 編（ 校）であった。昨年と比較すると卒業論文で 編の
増加、修士論文で 編の減少であった。また今年は、他の系との複合領
域の論文である「総合」への応募から、環境系の選考対象論文としたも
のはなかった。
　第一次選考では 名の選考部会委員全員がすべての応募論文概要を

読んで 段階評価した。授賞割当数の 倍を目安として評点の平均点
が上位のものを選出し、卒業論文 編、修士論文 編を第二次選考論文
とした。
　第二次選考では、各論文 名の査読委員を選んで論文本文の査読を
行い、卒業論文では 項目、修士論文では 項目について 段階で評価
を行った。査読委員の講評も考慮して審議した結果、授賞候補論文とし
て、授賞割当数である卒業論文 編、修士論文 編を、評点の合計点が
上位のものから全会一致で決定した。
　応募論文の分野としては、卒業論文では空気 、熱 、光 、設備 、防
災 、心理生理 、修士論文では空気 、熱 、音 、設備 、防災 であり、
いずれも空気・熱環境が過半数を占めた。
　各論文とも、著者の独創性や論理展開能力、論文構成力などによると
思われる個性が見られ、研究目的が社会的に大きな意義を持つもの、新
規性が高く独創的なもの、論理展開が優れているもの、論文構成が優れ
ていて記述内容が豊富なもの、得られた結果が明快なものなど、それぞ
れに評価すべき点が異なっていた。受賞した論文は、いずれも他に秀で
て独創性や完成度が高いものであったが、筆者の地道な努力が垣間見
られるものばかりであった。惜しくも賞は逃したものの、次点とも言う
べき優れた論文も多く、授賞数の制約からやむなく選外とした。なお、
研究内容だけではなく、論文構成や完成度が評価を左右したものもあ
り、学生らしく、かつ、卒業論文、修士論文としてのクオリティーの高い
論文が求められていると言える。
　環境系の応募数は、他系に比べて多いとは言いがたく、学会での同分
野の投稿論文の多さが反映されていない。応募に特に気負う必要はな
く、各機関の指導教員は学生に積極的に投稿を促してご推薦いただき
たい。本賞への応募がより一層優れた研究の進展と人材育成の牽引に
なることを願うものである。
（環境系選考部会長　山中俊夫）



避難者数の時刻変動を考慮した避難所負担の定量的評価と
対策効果

─仙台都市圏の避難所を例に─

床面衝突噴流換気システムを対象としたCFD解析の精度検証

都市・横浜における「ミナトヨコハマ」ブランドの成立

─グラフィックデザイナーによるコミュニケーションデザインの実践に
着目して─

制振構面におけるH形鋼梁の横座屈荷重に及ぼす連続補剛材の
拘束効果

簡易宿泊所密集地区における地域福祉化と施設転用 北海道の建築板金技術の発展と住宅作品の外観にみる
使われ方

正会員 木村宇応殿（東北大学） 正会員 杉田雄希殿（大阪市立大学）

正会員 奥津憲聖殿（慶應義塾大学） 正会員 杉田弥生殿（東北大学）

正会員 大野和彦殿（東京工業大学） 正会員 佐藤凌殿（北海道大学）

　本論文は、東日本大震災時の仙台都市圏における実際の避難者デー
タに基づき、指定避難所の負担度の定量化とその軽減効果を論じた研
究である。内容は素直な論理展開と文章で書かれており、検討対象から
提供された資料をもとに論が進められている。また、避難所となった小
学校地区内にある事務所、百貨店、宿泊施設においてヒアリング調査を
行い、その結果を記している。調査結果として、避難者数を発生時刻に
対して動的なデータとして検討する必要のあること、小学校地区ごと
に補助避難所を開設すべきことやその有用性などを明確にしている。
優秀卒業論文として顕彰に値する論文である。

　本論文は、従来の置換換気に代わる新しい換気方式である床面衝突
噴流換気システムを対象として、綿密な実験計画に基づく精緻な実大室
実験を行うとともに、さまざまな乱流モデルを用いた 解析により、

の解析精度の検証を丁寧に行い、多くの モデルと のう
ち、 ωモデルが最も精度が高いという結論を得ている。実験から
始まり、 におけるさまざまな予備検討から解析値と実験値の比較
まで、順序よく論理的に論文が組み立てられており、実験・解析結果も
測定データとともに丁寧に詳しく書かれている。卒業論文として非常に
完成度の高い優れた論文である。

　横浜都心臨海部の都市空間の形成は主にアーバンデザイン分野の専
門家チームによるものとされてきた。しかし、著者はそれに加え、グラ
フィックデザイナーによるパンフレットや計画書等で表現を通したコ
ミュニケーションデザインが果たした役割に着目し、市民との関係性
の構築や、「ミナトヨコハマ」ブランドの成立を促したとする知見に独
自性、新鮮味がある。主観的な評価が目立ちやや論証性には難がある
が、都市史研究にグラフィックデザイナーや地域ブランディングの視
点を入れ込もうとした野心的な研究であるとして高く評価したい。

　ダンパーを有する制振構面の梁では、地震時に曲げモーメントと軸力
が生じる。他方、床スラブ・屋根折板などの非構造材が 形鋼の上フラ
ンジと連続して取り付く場合、その面外変位拘束による横座屈補剛効果
が期待される。本論文は、曲げモーメントと軸力を受ける鋼梁に連続補
剛材が取り付く場合の弾塑性横座屈荷重に関する論文である。エネル
ギー法を用いて弾性横座屈荷重を誘導し、その荷重から得る修正一般化
細長比を提案し、これを用いて当該梁の弾塑性横座屈耐力を精度よく評
価する手法を示している。連続補剛材の必要補剛剛性および補剛力の
上限値の評価方法も示され、有用で優れた論文である。

　日雇労働者の宿泊施設であった簡易宿泊所の利用のされ方が変化し
ているという近年注目されている状況を把握するため、代表的な密集
地域である寿地区、山谷地区、あいりん地区を取り上げて分析してい
る。分析方法は明確で、これまでに多く出されている各種調査、統計、各
種地図等を踏まえて変遷状況を総合的に整理したうえで、支援組織、自
治体へのヒアリング、現地調査を的確に行っている。ヒアリングや現地
調査の結果はよく整理されており、今後の研究の貴重な資料となるこ
とが期待できる。高い水準の有意義な卒業論文と評価できる。

　北海道の気候風土と明治からの建築技術史における板金の重要性は
疑う余地がない。本論文は、北海道住宅史を概括したうえで、板金技術
の歩みと現状・今後について、技術者らへのヒアリング等を通じて明ら
かにした。後半では、長尺材など新工法の歩みが建築形態に及ぼした段
階を踏まえつつ、近年の板金による多くの住宅作品例を情報収集し、多
様な形態意匠が模索される住宅設計の傾向を分析した。総合性があり、
その調査・考察の圧倒的な質・量は、読むものに建築への深い関心を呼
び覚ます。優秀卒業論文にふさわしい意欲作である。

優秀卒業論文賞推薦理由



局所損傷同定センシングとモデル更新を用いた鋼構造建物の
残存耐震性能評価

中世神社建築における細部装飾に関する研究

土壌熱交換システムの年間性能予測に関する研究 民家における樹種の使い分けとその地域・年代傾向

─「適材適所」の成立背景─

集成材を用いたH形鋼梁の横補剛方法の提案 生活の変化にみる仮設住宅の近所づきあい規定要因に関する
研究

─宮城県七ヶ浜町を事例として─

正会員 西野博道殿（京都大学） 正会員 松尾繭子殿（京都大学）

正会員 塘田研仁殿（北九州市立大学） 正会員 濱崎源記殿（東海大学）

正会員 津田康生殿（名古屋工業大学） 正会員 長谷川京子殿（東北大学）

　本論文では、鋼構造建物の残存耐震性能を評価することを目的として
いる。まず、層の鋼構造試験体に損傷を単純化して再現するための損
傷リンクを組み込み、振動台実験を実施している。その実験結果から、各
梁端の動ひずみ応答を計測し、生じている梁端の損傷程度を同定し、そ
の同定結果を解析モデルに反映している。解析モデルでは、梁端に挿入
した回転ばねの剛性で、損傷をモデル化している。この解析モデルを用
いた解析を実施することにより、骨組の剛性や耐力の低下を推定してい
る。新しい取組みのテーマであり、斬新さと新規性は優れている。今後
の発展がさらに期待される卒業論文である。

　日本建築史研究の正統である建築細部の形態分析に正攻法で取り組
み、詳細な観察とその記述・比較を徹底して行い、変遷過程を丁寧に
追った力作である。昨今の流行からすると古風で地味な、また読み通す
のに忍耐も要る研究であるが、地域を限定して網羅的に、丁寧に誠実か
つ堅実に行われた研究が示す中世神社建築の細部装飾世界には、今な
お学術的研究価値が十分にあることが示され、編年関係や地域間の影
響関係の既往の説に再考を迫る見解も幾つか提示しえている。オーソ
ドックスな研究を再認識させてくれるものとして価値のある卒業論文
である。

　本論文は、地下ピット方式による土壌熱交換システムを利用した際の
年周期の予冷・予熱効果を、 を用いて高精度に推定するための手
法の開発を目的として、計算負荷削減のための温度場と流れ場の非連成
解析を合理的に行うために 数を用いて流れ場を選択するという画期
的な手法を考案し、その精度検証を行っている。同手法はデータ分析や
さまざまな熱・流体解析において精度と計算負荷のバランスを取りなが
ら、巧妙に組み立てられており、論文自体がややコンパクトにまとめら
れているものの、卒業論文としては極めて高度な内容となっている。

　 冊以上の保存修理工事報告書を調査して、民家を構成する部材
のうち樹種が判明するものを摘出して分析し、樹種の使い分けに関する
地域的、年代的な傾向を、論理的に認められる範囲内で指摘した論文で
ある。膨大なデータをうまく整理して納得できる帰納的結論に至った作
業の質は、教員の指導の賜物である側面は否めないが、作業の量と論文
の質を担保するための本人の努力は非常なものがあったと認められ、し
かも、研究が遅れている分野で着実な一歩を進めた研究上の価値があ
る。よって、卒業論文として非常に優秀であると認める。

　学校体育館などの鉄骨大スパンの既存不適格建築物では、大梁の横
座屈耐力が十分に確保されているとは言えず、通常の水平ブレースによ
る補強では梁に軸力が作用し、横座屈耐力を低下させるという問題があ
る。本論文では、このような問題を解決するために、集成材を用いた、新
しい下フランジ補剛方法を提案している。そして、梁の材端支持条件が
明確な独自の載荷実験装置を用い、横座屈補剛された梁の繰返し曲げ
試験により補剛効果を検証するとともに、横座屈耐力を適切に評価して
いる。学術的有用性および実用性が高いことから、優秀卒業論文として
評価できる。

　東日本大震災における仮設住宅での近所づきあいに関し、既往研究を
レビューしたうえで、広範囲の調査を丹念に実施している。本論文は、新
しい事実発見を含んでいる点が、特に高く評価される。これまで、ほとん
ど未解明であった、農漁業従事者の近所づきあいと家族維持の特性など
を環境移行・生活変化に関連付けて発見・説明した点などは、貴重であ
る。わかっていなかったことを明らかにする、という研究活動の基本を
ストレートに実践したよい仕事がなされている。



高力ボルト摩擦接合部の高温引張実験に基づく
数値解析モデルの構築

冬季の住宅内温熱環境改善による血圧・血圧変動抑制効果

接合部にDFRCCを用いたPCa柱梁接合部の
せん断性能に関する研究

メタヒューリスティクスを用いた蓄電池・蓄熱槽・熱源の
統合的運用最適化手法の開発

徳島県出羽島における民家の架構形式の変遷と平面計画の
関係について

一流体ノズルによる水ミスト噴霧流の性状に関する研究

正会員 殿（千葉大学） 正会員 海塩渉殿（慶應義塾大学）

正会員 山田大殿（筑波大学） 正会員 池田伸太郎殿（東京大学）

正会員 八神紗良殿（奈良女子大学）
正会員 粟村祐太殿（大阪大学）

　本論文は、鋼構造物が火災加熱を受ける場合を想定して、一定温度下
の載荷実験および一定荷重下の加熱実験を行い、高力ボルト摩擦接合
部の高温時変形性状を明らかにするとともに、高温時解析モデルを構築
し、継手の高温引張実験を再現している。実験結果を踏まえ、要素モデ
ルを組み込んだ 次元応力解析プログラムを構築し、実際の火災時挙動
を再現した火災応答フレーム解析プログラムを提示している。この解析
プログラムによる骨組解析結果が明示されておらず、今後、実用性の検
証が望まれるものの、学術的有用性および実用性が高く、優秀卒業論文
として評価できる。

　高血圧予防に関して、医学的な視点だけでなく建築環境工学的な視
点の必要性を示した論文であり、これまでにない独創性・新規性が認め
られる。扱うデータが被験者の血圧という繊細な要素であるにもかかわ
らず、さまざまな統計分析手法を駆使して非常に緻密でかつ膨大な分析
を行い、因果関係等の結論を導いている点には敬意を表する。著者が課
題にも書いているとおり、データのサンプル数、推計した評価結果の一
般性については今後の研究の進展を期待するが、明らかにすべき課題と
結論が端的にわかりやすくまとめられており、論文としての完成度も高
く、顕彰に値する論文である。

　高靱性繊維補強セメント複合材料（ ）を、プレキャスト部材の
柱梁接合部分に打設し、接合部せん断耐力および接合部性能の改善を
図ることを目的とした論文である。試験体は 体であるが、自ら実験を
計画して実施している。その実験結果を用いて、接合部におけるひび割
れの画像計測を実施して、ひび割れ状況を丹念に分析している。さらに、
その検討結果を踏まえてモールの応力円を用いて接合部における応力
伝達の仕組みを検討し、接合部せん断耐力推定式を提案している。一つ
一つの検討結果を丁寧に積み重ねている、完成度の高い卒業論文
である。

　近年、導入が進む蓄電池や蓄熱槽等を含む熱源システムの適切な運
用を図るには、ある時間断面に留まらない縦断的観点からの最適化が必
要である。本研究は、汎用性の高い最適化手法としてメタヒューリス
ティクスに着目し、従来からある動的計画法との比較により、高精度か
つ高速な最適化手法について検討している。新たな 手法として

を導入し、より複雑な熱源システムに対しては、メタヒューリス
ティクスとラグランジェの未定乗数法を組み合わせたハイブリッド手
法を考案するなど、単なる比較に留まっておらず、著者の高い理解度が
うかがえる。末尾には最適化手法や諸外国の電力システムの概説を添付
しており、完成度の高い修士論文として評価できる。

　従来、架構形式の検証が十分になされていなかった漁村住居につい
て、徳島県出羽島を事例に近世から昭和までの架構と間取りの変遷と両
者の関係を明らかにしている。島の全 軒から建築年と地区に偏り
なく 軒を選び、平面図・断面図等の伝統的建造物群保存地区保存対
策調査の成果を活用して架構図を作成し、住まい方の変化を聞き取り、
架構と生活の対応関係を明らかにした。痕跡や寸法や仕様を丁寧に分析
した過程が示されており、学術的信頼性の高さとともに、調査で変遷過
程とその原因を発見した喜びも伝わってくる優れた論文である。

　本研究では、消・脱臭剤噴霧法による臭気除去効果に着目し、二流体
ノズルと比較して簡素でエネルギー消費量も少ない一流体ノズルを取
り上げ、噴霧時のミスト粒径や速度、流量、気流速、温湿度などの分布性
状を実験的に明らかにし、得られたパラメータに基づいて数値解析モデ
ルを構築し、効果を予測しており、基礎理論から予測に至るまでの一貫
した研究である。今後、実使用時の臭気除去効果との対応関係が検証さ
れる必要はあるものの、詳細な理論的検討に加えて流量分布の測定や噴
霧流中の気温測定ではブロック流量計や全圧管、水をかぶらないよう工
夫した温度計を手づくりするなど、学生らしい創意工夫も見受けられ、
候補者の研究に対する広汎な視野、真摯な姿勢がうかがえる。よって受
賞に値する修士論文として推薦する。

優秀修士論文賞推薦理由



遠心載荷実験による複数回強震動を受ける鋼管杭の
累積損傷評価

デトロイトにおける地区単位の積極的非都市化に関する研究

─縮退の価値を反転させた多元的非営利セクターの相互作用─

明治・大正期における在北京日本公使館の建築

─眞水英夫設計四代目建築群を中心として─
建設業の生産性に関する研究

─技能者の社員化による業務展開及び内装仕上工事の合理化に関する
考察─

京都市内における桜景観の形成過程とその実態に関する研究 摩擦式エネルギー吸収機構を内蔵する高靱性・高減衰耐力壁
を用いた薄板軽量形鋼造の中層化に関する研究

正会員 岸野泰典殿（東北大学） 正会員 高梨遼太朗殿（東京大学）

正会員 川原聡史殿（芝浦工業大学） 正会員 坂倉渓介殿（芝浦工業大学）

正会員 岡本和己殿（京都工芸繊維大学） 正会員 久保和民殿（早稲田大学）

　従来、杭は地盤による拘束を受けるため、鉛直荷重による曲げ座屈を
生じないものと考えられていたが、地震時に地盤が液状化し、地盤によ
る水平抵抗を喪失すると、建物の自重や建物の転倒モーメントによる偶
力により、杭は曲げ座屈を生じる可能性がある。本研究は、遠心載荷実
験により鋼管杭の動座屈による崩壊メカニズムを明らかにし、軸力と曲
げを受ける杭の崩壊時性能を明らかにしている。さらに、一回の地震動
では崩壊しなくても、複数回の地震動により損傷が蓄積し、崩壊に至る
過程についても杭の損傷度評価の観点から説明している。研究テーマが
独創的であり、進め方も論理的で結論も明確かつ有用であるため、優秀
修士論文としてふさわしいものと評価する。

　都市縮退時代の都市計画のあり方に大きな知見を与える論文である。
縮退せざるをえない地区をどうするのかの知見が不足していると指摘
する著者の問題意識に沿って、衰退の先行例であるデトロイト市を対象
とし、なかでも非都市化することを積極的に位置付けた慈善団体によっ
てつくられた計画 の策定背景に迫っているのが
興味深い。行政の計画策定上の失敗の経験や、グラスルーツ活動の蓄積
のうえにこの計画の意義を位置付けるなど、著者の洞察力から組み立て
られた仮説が、多くの人への聞き取りや文献調査から説得力を持って示
された力作である。

　従来の研究では対象とされなかった在清国・中国日本公使館の第四
代目の建物について、文献調査によって復原を図りながら、その設計者
であった眞水英夫の評価を試みた論文であり、テーマの新規性は評価で
きる。既往研究の解釈と批評、さらに一つの建物から建築家の位置付け
を図るという手法には、多少の不十分な部分もあるが、徹底した文献調
査は緻密でその分析も高く、新たに明確になった事実の多さは、大いに
評価できる。今後の研究の展開にも期待が持てる。

　技術者の質・量の低下という喫緊の課題に対し真っ向から取り組ん
だ秀作である。施工現場では、躯体にかかわる職能を優位と見る気風が
残る一方、ユーザー側はむしろ後工程となる内装仕上げに好みを投影す
る。つまり後者に着目して実情を把握し、社員化、多能工、同期化といっ
た改善案を検討することに意義があるのである。建築生産を俯瞰しなが
ら専門工事業者の実態調査に切り込み、改善モデルを呈示するなど、建
設業の未来に示唆を与えている。社会保険等の待遇面にも踏み込んで
いるリアリズムにも敬服させられる。模範たる優秀修士論文と言える。

　従来、桜をめぐる近代史はナショナリズム的意味付けや植樹の経済的
要因を主題としてきたが、本論文は、それらとは一線を画し、京都におけ
る風致の概念に着目しながら、桜景観の形成過程を一次史料に基づく植
樹実態に即して明らかにした労作である。都市史研究として極めて新鮮
な議論を展開したのみならず、都市ストックとしての桜の更新という現
在的課題に対しても基礎的な知見を提供しており、その独創性、萌芽性
が高く評価される。

　本論文は、薄板軽量形鋼造の中層化実現のため、摩擦式エネルギー吸
収機構を内蔵する耐震壁を開発し、設計用地震力を上回るレベルの地
震力に対しても 階建て建物の耐震設計が可能となるためのものであ
る。薄板軽量形鋼造に用いられる耐力壁に縦枠材と面材の相関変位を
利用したエネルギー吸収機構を設置し、耐力壁が一般的な耐力壁と比較
して構造特性係数を低減でき、優れた耐震性能を発揮することを明らか
にした。また、開発された耐震壁を適用した設計例による検証を行って
いる。研究の独自性、結論の明確さは優れており、優秀修士論文として
評価できる。



超民家建築論 薄板補剛ウェブの座屈性状及び補剛スチフナ設計法

X型リンクと極低降伏点鋼を用いた健全度評価機能付き
鋼板耐震壁の開発

日輪兵舎に関する建築的研究

金属サイディングを用いた外壁システムの
実変動風圧下における挙動と耐風性能評価法に関する研究

ネットワーク分析に基づく複数中心性による都市構造分析

─茨城県つくば市を対象として─

正会員 長澤駿 殿（東京大学） 正会員 柳下義博殿（東京工業大学）

正会員 東郷拓真殿（京都大学） 正会員 前田京美殿（京都大学）

正会員 髙橋麻衣殿（東北大学） 正会員 堀之内志帆殿（筑波大学）

　掘立の又柱や棟持柱、合掌などで構成される民家を扱った論文であ
る。こうした建築に関する研究が少ないのは事実であるが、調査対象に
発掘遺構や現在でも無数に建てられている農業等用の掘立柱建物、たた
ら製鉄の高屋や塩田の塩屋など、同系統と考えられる建築が含まれてい
ないことが示すように、学生ゆえの狭い視野から民家の一部を超民家と
定義する基本的誤謬はあるが、掘立柱建物の構造や経営について遺構
と史料の適切な調査と丹念な分析から論理的に導ける範囲で実り多い
成果を得た研究上の価値は揺るがないので、修士論文として優れている
と認められる。

　ウェブ幅厚比が大きな 形断面部材に対して、薄板ウェブの材軸方向
にスチフナを設け、その局部座屈耐力や変形能力を向上させる手法があ
る。本論文は、補剛スチフナを有する薄板梁ウェブの弾塑性座屈性状お
よびその設計法に関する論文である。薄板補剛ウェブの座屈耐力に影響
を及ぼす主要因がスチフナの曲げ剛性であることを示し、最適スチフナ
剛性の評価式を提示するとともに、大変形解析に基づき薄板補剛ウェブ
の弾塑性座屈性状を考察し、薄板補剛ウェブの塑性変形能力を高めるた
めの最適剛比を提案しており、梁の塑性設計に有用な知見を与えてい
る。論理展開も明快で優れた論文である。

　健全性判定機能を持たせた 型リンク付き鋼板耐震壁と、エネルギー
吸収機構として極低降伏点鋼を用いたスリット入り鋼板耐震壁を組み
合わせ、地震時の健全性判定と損傷低減を実現することを目指した研究
である。段階的に実施された シリーズの準静的載荷実験結果から仕様
の妥当性が明確に示され、実建物の解析モデルに対する地震応答解析
から大入力時に骨組全体をバランスよく変形させる効果等が示されて
いる。鋼板の材料特性を活かした提案には独創性があり、既往研究調査
に基づく綿密な研究計画、実験・解析結果に対する要を得た考察、結論
の明快さを踏まえ、受賞に値する論文である。

　研究論文として日輪兵舎の建築としての建設経緯、考案者、構造と形
態を扱った数少ないもので、研究テーマの独創性、新規性は十分にあ
る。また、徹底した文献調査と聞き取り調査、さらに遺構調査を組み合わ
せることで成立する復原作業は、研究方法としてオーソドックスだが、
その水準は高く評価できる。これによって、考案者を明らかに、現存遺構
の確認が進み、さらに、規模、形態、用途に変化が生まれ、構造が唐傘式
から十文字梁式へと発展したことを明らかにした点は、特筆に値し、今
後の研究の展開にも期待が持てる。

　本論文は、建築物外装システムにおける強風時の不規則な変動風圧
に対する性能評価を確立するためのものである。サイディングの留め具
の引張試験、サイディングがちぎれる頭抜けやサイディング嵌合部はず
れといった要素試験から始め、実変動風圧を再現できる実験装置を独自
に設計・制作して破壊に至るまでの挙動を把握し、耐風性能評価法を検
討している。研究成果は、建築物の耐風設計の貴重な資料となり、優秀
修士論文と評価できる。

　都市の構造を数理的にとらえて説明しようとする研究であり、その独
創性・新規性を高く評価する。都市解析に関する既往研究の方法やネッ
トワーク分析の理論を適切に理解したうえで、つくば市の都市構造分析
に適用し、複数の中心性指標と土地利用計画との関係性を考察した力
作である。論証の構造、今後の研究課題の指摘等も適格である。分析結
果を自らの居住実感を参照して考察している、すなわち、単なる計算結
果の提示にも、都市居住の実感の記述にも留まらない、数理と実体験と
を関連付けた研究であり、研究のひとつの手本とすべき萌芽性・将来性
のある研究である。
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3-1. 日常生活の変化

3-2. 家族構成の変化

表２　調査概要

表３　調査対象者概要

図１　七ヶ浜町の浸水域と仮設住宅総戸数

Ｎ
0 1,000

内的要因
年齢、性別、
精神・身体状態…

・日常生活
・家族構成
・近所づきあい

モノ・場所環境

家族、親戚、
近隣住民、友人…

住居、生活の場所
機材・家財道具…

ヒト環境
外的要因

実行動

精神・健康状態の悪化

世帯分離
地域コミュニティの崩壊

居住地移転
流失

3-1
4-2 4-13-2

…

内的要因
年齢、性別、
精神・身体状態…

・日常生活
・家族構成
・近所づきあい

モノ・場所環境

家族、親戚、
近隣住民、友人…

・住居、生活の場所
・機材・家財道具

ヒト環境
外的要因

実行動

…

従前 現在震災による影響の例

WT HH WK WN WS IH WM HT MC FY WJ AS AR HY IM SH ST TM KJ TK
65,男 70,男 57,女 77,男 69,男 70,女 66,男 67,男 65,女 76,女 70,男 80,女 70,女 65,男 80,男 50,男 70,男 66,男 70,女

妻 妻 嫁 妻 妻 妻
73,女 70,女 58,女 77,女 71,女 61,女

S地区 S地区 S地区 S地区 S地区 S地区 S地区 S地区 H地区 H地区 H地区 H地区 H地区 H地区 Y地区 Y地区 Y地区 M地区 M地区 T地区
C仮設 D仮設 D仮設 Y仮設 S仮設 D仮設 Y仮設 みなし D仮設 C仮設 D仮設 C仮設 C仮設 D仮設 D仮設 S仮設 C仮設 U仮設 D仮設 C仮設

ーーー ーー ーー ーーー ー ーー ー

事例
年,性

従前地区
仮設住宅

同伴者

表１　本研究の構成



4-2. 従前地区におけるお裾分け

4-1. 仮設住宅における名前の認知

表４　日常生活の変化

表５　日常生活の変化



事例 TM

TMは U仮設住宅の世話役を務め
る。お裾分けの頻度は従前よりも
多いくらいで、買い物に行かない
でも生活できるほど。窓側隣住棟
には従前地区の世帯が多く、ドア
側隣住棟は他地区の世帯が多い。

事例HH

事例 IH

事例MC

事例 FY

事例WN

事例 AR

事例WT

事例WJ

事例 KJ

事例WK 事例 HY

事例 IM

事例 TK

事例 ST

事例WM

HHは D仮設住宅の世話役を務める。

MCは D仮設住宅の世話役を務める。

FYは C仮設住宅の世話役を務める。

WMは Y仮設住宅の世話役を務める。

IH は婦人会H地区長で、仮設住宅団地内
のお年寄りの住戸を訪問し、敬老会の出
欠とりや記念品を手渡している。

事例 SH

両隣は従前に５、６軒となりで１
００m以内の距離にあった。仲が
良く、午前中ずっとここで話して
しまうこともある。ベンチができ
る前から階段に座って話をしてい
たらボランティアがベンチを作っ
てくれた。

事例WS

WSは S仮設住宅の世話役を務め
る。集会所のイベントの参加者は
女性が主だが、積極的に参加する
ようにしている。

(Ⅰ) 広域多数認知型

認知 /全戸

(Ⅱ) 自宅周辺認知型 (Ⅲ) 点的少数認知型 凡例

α＞50％
β＞10％ 自宅周辺住戸

自宅
＜例＞

α＝自宅周辺住戸の認知率，β＝自宅周辺住戸以外の認知率

α＞50％
β≦10％

α≦50％
β＜10％ 自宅周辺住戸

自宅
自宅
家の行き来
お裾分け

名前の認知
個人の特定

親戚
空家
集会所

表６　仮設住宅における名前の認知



4-3. 家の行き来

表７　仮設住宅における名前の認知

表８　ヒアリング場所と家の行き来

事例 KJ

事例 FY

事例 SH

事例WJ

事例WM

事例 TK

事例 HH

事例WK

大きな段
差があり、
行き来は
できない。

互いの娘
が同級生
で親しく
なる。

自宅敷地内のバラを手入れしていると「きれ
いですね」と声をかけられたりする。隣組で
回覧板は回すが、制度上のものだった。

子どもの関係で親しくなることが多い。WJは遠洋漁業をしていた。隣組内
では全世帯ともののやりとりがあっ
た。

FYは農業をしていた。隣組
内では全世帯ともののやり
とりがあった。

KJ 妻は自隣の敷地で農業をしてい
た。KJ は地区の消防団長を務めて
いた。

SHは他地区で農業をしていた。も
ののやりとりはしょっちゅうあっ
た。

子どもの頃からの同級生と親しくしている
。

HHは自宅敷地内で理容店を営んでいた。

特に
仲がよい

自宅
家の行き来
お裾分け
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デトロイトにおける地区単位の積極的非都市化に関する研究
-縮退の価値を反転させた多元的非営利セクターの相互作用 -

修士　正会員　高梨　遼太朗　( 東京大学 )

1.1. 研究の背景と目的

　近年人口減少に対応すべく、国交省を中心にコンパ

クトシティ計画が描かれているが、このような計画の

多くは、最も注力するべきであるインフラ撤退地区の

将来像を描いていない。日本において、このような地

区の空きを成長と異なる基準で積極的に活用してい

る、まちづくりをはじめとしたグラスルーツ活動 ( 以

下 GR 活動 ) は存在するが、マスタープランなど全市

的計画と関係が薄い。GR活動の支援などは、アメリ

カでは慈善財団やプロボノ活動が行っているが、格差

社会が訪れようとしている日本においてその必要性な

どを検討する必要がある。

　このような中、財政難の先行事例の都市であるミ

シガン州デトロイト市では慈善財団主導で全市的計

画、Detroit Future City( 以下 DFC) が作られたが、日

本でのデトロイト研究は報告に留まっている。海外で

も DFC についての研究は、計画文章と策定過程のみ

から分析されている。そこで本研究の目的は、デトロ

イトの長期的な都市計画の変遷と、GR活動の変遷と

DFC との関係を明らかにすることによって、1)DFC

の戦略の新規性を明らかにし、2) 戦略への到達を可

能にした要素を整理することで、都市縮退計画の知見

を得ることとする。

1.2. 研究の構成と方法

　2章では、文献調査を中心に、1701 年のデトロイ

トの始まりから主に市政に注目し、その財政破綻まで

の歩みとその特性を整理する。3章では、行政などが

機能しない中、非営利セクターを中心とした非公共

セクターどのような活動をしているのかを、ヒアリ

ング調査及び文献調査で明らかにする。4章では、ま

ず DFC 及びその前提となった計画の策定過程・計画

内容を整理し、次にヒアリング調査などから明らかに

なった DFC の各団体への影響を整理する。5章では、

DFC 導入活動や 4章の考察から、DFC の戦略の新規

性を明らかにする。6章では、その戦略に至った経緯

を 2~4 章の内容から考察する。

2. デトロイトの荒廃の経緯とその特性

　1916 年頃からデトロイトは自動車産業と、その雇

用と自由に惹きつけられた米国南部の黒人の大量移住

によって繁栄する。しかし、連邦政府の地域の評価シ

ステムなどが原因で、黒人はごく限られた地区に押し

込められていた。公営住宅計画は頓挫し、スラムクリ

アランスも行われた。1948 年の裁判で黒人が白人地

区に居住することを許されてから、反発を受けながら

黒人居住地区は広がり、白人は市を去った。このよう

に、デトロイトは自動車産業の郊外化だけではなく、

米国最大規模の人種抗争の結果の白人流出が相まった

ので、郊外化の度合いが極めて大きい。また、市内の

白人と郊外の黒人という構図が出来ていたために、広

域での税金共有などの施策や、州からの支援も少ない。

　さらに、黒人都市としての復活を外に誇示するため

に、70,80 年代はダウンタウン ( 以下 DT) の象徴的な

開発・自動車産業の誘致、90年代以降にはスタジアム・

カジノ建設に注力したため、周辺の広大な居住地区は、

教育・警察・消防などの予算もカットされ、荒廃す

る。人口200万から70万になったデトロイト市には、

マンハッタン島と同面積の空き地ができた。( 図 6 1

列目 ) また、産業を多様化しようとしなかったため製

造業の不振の影響を直に受け、現在 100 人あたり 27

人分しか営利セクター雇用がない。最終的には高リス

クの金融取引の失敗により、2013 年に財政破綻した。

3. 非公共セクターによる都市再生の試み

　他都市では当たり前のサービスが供給されなくなっ

たデトロイトでは、それを補う多様な GR活動が、主

に 2000 年代後半から、活発化する。その様子をヒア

リング調査で明らかにする。行政の非投資に対しては、

行政サービスの代替が出現し、スーパーなどの民間企

業の非投資に対して、都市農業が台頭した。図 1の

ように 6種類に分類することができる。

　行政サービスの代替の大まかに活動内容としては、

図 1 GR 活動の分類 ( 筆者作成 )

行政サービス
の代替

都市農業

グラスルーツ活動

主体

個人
自助努力型

特定機能代替型

自地区改善型

チャンス挑戦型
小規模農業

大規模農業
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自助努力型が市有の空き家問題の対処など、特定機能

代替型が緑化・バス運営・教育など、自地区改善型自

地区が合意形成を行い地区改善、チャンス挑戦型が

DTの安価な不動産を買い占め警備・掃除・公共空間

の整備などを行っている。

　大企業の名の下で活動する 2団体を除き、資金の

大半は慈善財団によって提供され、その影響力は非常

に大きい。例えば、バス供給ベンチャーが、多数の放

課後教育のNPOに送迎を行う事業を、慈善財団の提

案・資金提供で行ない始めた ( 図 3)。また、専門家支

援団体によるツールの提供も受けている。調査した団

体のうち、自地区の計画の策定を行っている団体は全

て、GIS データの公開を続けている NPO や合意形成

の取り方を指南している団体から支援を受けている。

立し、選択された地区の方が少ない。( 図 6 2 列目 )

また、DT及びフリンジでは川辺空間の再生、市場の

NPO 化、ベンチャー支援、公共空間の整備、LRT 整

備計画などが慈善財団中心に行われた。

　DFC 発表以前の状態は以下のようにまとめられる。

多数の GR活動があり、財団・専門家団体の支援によ

り成長している様子が伺え、( 図 2) 結果 DT及びフリ

ンジが市場経済に乗ったという感覚を関係者は口にし

ている。しかし、居住地区の状態は依然と厳しい。ただ、

GR活動の協力による地区改善の萌芽が散見される。

4.1. Detroit Works Project

　2010 年に投資を協力させようと、Kresge 財団と

いう大財団が市長と協力し、戦略の作成を始める。短

期計画と長期戦略に分けられ、前者が市の担当する

Detroit Works Project(DWP)、後者が財団主導の、の

ちのDFC である。DWPの目標は効率的な投資で、地

区の市場価値のデータのもと、行政サービスも含めて、

市場価値が中間的・過渡的で投資の効果が最も高いと

考えられる地区に集中させる計画を作った。(表 1) さ

らに 3つの実験地区を指定し、さらなる資金の集中

を図った。( 図 6 3 列目 ) 結果としては、行政サービ

スカットの地区からの大反対により、実行されない。

図3 財団の影響で事業改変するバスベンチャーの例 (筆者作成 )

図 2  慈善財団・専門家団体により徐々に大規模で多様な事業を扱う GR活動が増えていき、DFC に位置付けられる様子 ( 筆者作成 )

表 1 DWPの行政サービスの提供集中度 ( 計画書より作成 )

Detroit Bus Company 市

2007

2011

2012

2013

2014

2016

慈善財団等連邦政府

M-1 Light Rail の提案

BRT に計画変更計画破綻に激怒

Detroit Bus Company 開始
(Woodward Ave 沿い )

LRT 支援宣言の撤回

9 つの民間団体が資金

提供を宣言

Skillman 財団が事業計画
及び必要資金を持って
事業の提案

資金提供
M-1 Plan 復活

M-1 工事開始

完成予想

Department of
Transportation 支援 $25M

環境アセスメントの上で
許可を行う

放課後プログラムへの送迎
Youth Transit Aliance 開始

空港ルート、Ferndale への
ルートの開始予定 

　チャンス挑戦型と自地区改善型の一つは DT及びフ

リンジに位置していて開発を志向している。残りが居

住地区内に位置する。そのうち、自地区改善型と小規

模農業がデトロイト中に点在していて、特定機能代替

型は事業ごとに対象地区が異なる。自地区改善型と大

規模農業に関しては特定の場所を対象にしている。

　場所によっては団体同士の協力も見られた。同地区

で活動していた特定機能代替型や小規模農業などが連

携し自地区改善型になりつつある動きや、自地区改善

型が周辺の大規模農業に感化され、自分たちの計画に

入れ込む動きなども確認された。

　一方、デトロイトの貧困を見かねた慈善財団の動き

としては、それまでの居住地区への非投資の危機感か

ら、2004 年以降、居住地区に投資を始める。しかし、

市と複数財団の連携はとれず、選択と集中の計画は乱

4.2. DFC の内容

　DWP の反省を受けて 2013 年に発表されたのが、

DFC である。この計画はまず住民参加を 2年間入念

に行い、行政サービスの停止をしようとする計画であ

るという負のイメージを払拭することから始めた。

　内容を概説する。5章から成り立っている計画の第

1章は経済成長に割かれているが、残り 4章は全て空

~2004
空家問題対処
自助努力型 自地区改善型特定機能代替型 チャンス挑戦型小規模農業

住居地区対象 グレーターダウンタウン対象
大規模農業

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

小規模農業 Keep Growing Detroit Greening of DetroitDetroit Bus CompanyDowntown Boxing Gym Data Driven Detroit Recovery Park Hantz Woodland Brightmoor Alliance LEAPHeighdelberg PJ Midtown Detroit Inc Quicken LoansHeighdelberg PJ

小規模・単一の事業 大規模・多様な事業

道具や資金の援助

1986 年活動開始 1989 年活動開始 1976 年大学の要請
により活動の開始

2012 年活動開始

2007 年活動開始

2008 年構想開始

2009 年構想発表

2012 年設立

2000 年複数の特定機能
代替型が協力し設立

地区の計画を策定土地の獲得 土地の獲得

市が条例作成する
間、活動継続要請

2008 年財団の提案により
設立

財団資金提供の表明がある
地区への引っ越しを行う

放課後教育への送迎開始
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地利用に注力されている計画である。1章では、経済

成長と雇用創出に注力する地区を指定し、民間の投資

を煽っている。2章ではゾーニングを行うが、土地利

用のタイプはオープンスペースの利用タイプが過半数

であることが特徴的である。3章のインフラについて

は、特にインフラを撤去する地区が明記されているこ

とが特質である。4章では、多様な居住地区を目標に

あげているが、特徴的であるのは、GR団体の固有名

詞を用いて位置付けていることと、NPO などを含め

てプロットした地図を資源として提示していることで

ある。5章では空地の対処法のマトリックスを提示し

ている。以上より、インフラ撤退地区へ注力した計画

であることがわかる。

4.3. DFC の影響

　慈善財団への影響については、各財団の明言を地方

紙などで収集した。デトロイトに出資している財団の

DFC へのなんらか協力声明の有無と、その過去 3年

間の出資額の関係を表す図 7を作成した。資金的に

は過半数の協力が得られていることがわかった。

　また市役所へのヒアリングの結果、DFC の影響で

マスタープランの改定作業に入ったことがわかった。

ここでは、Live+Make 地区のような特殊な用途地域

の名前まで導入を検討していると明言していた。さら

にはヒアリングで DFC は、広域商工会議所 (Detroit 

Regional Chamber) が企業誘致時にデトロイトが都市

問題を計画的に対処していると示すために利用されて

いること、及び半公共団体 Detroit Economic Growth 

Corporation がスーパーの起業支援で立地すべき場所

を助言するために、用いられていることもわかった。

5. DFC の地と図の反転

　4.2 で DFC が注力しているとわかったインフラ

撤退地区の戦略を分析する。インフラ撤退地区の地

区指定は積極的な空地利用を実験する Innovation 

Productive 地区 ( 以下 IP 地区 ) と消極的な維持管理

のいらない Innovation Ecological 地区の 2 種類に指

定されている。ここで指定方法であるが、地区指定の

地図をNPOの活動などがプロットされた地図と重ね

ると、空き地率の高い地区の中で、特に周辺の GR活

動などが活発である地区が IP 地区に指定されている

ことが見て取れる。( 図 4)

　DFC は Implementation Offi  ce( 以下 IO) という専門

家団体を用いて計画導入を進めているが、公開されて

いる IO の活動をプロットし作成した図 5を見ると、

IP 地区周辺には集中していることがわかる。また、

特定機能代替型を中心に、IP 地区の資金に惹かれる、

財団や IOに事業を提案されるなどの結果、IP 地区へ、

さらに活動の集積がおこっていることがヒアリングで

明らかになった。実際地区で行われている事業はブ

ルーインフラの導入や大規模都市農業の試行である。

　この意図を推測すると、すでに GR活動が集積して

いて、住民の合意がある地区を選定し、活動・専門家

を集積させ、これらの活動を活発化させることによっ

て、まず用途を住居から農地やブルーインフラなどに

変えさせて、結果的に不要になったインフラを撤去す

ることと考察できる。この順番で行うことによって、

「地区単位の積極的非都市化」をおこなっていると考

察できる。これまでの都市計画が経済的成長させるた

めに地区の選択と集中を行っていたのに対し、都市計

画の地と図が反転し、インフラ撤退地区に注力する計

画になったのである。( 図 6 4 列目 )

6. 積極的非都市化への到達過程

　このような積極的非都市化という価値の反転に到達

した過程を 2~4 章の市の変遷から考察する。

　それまでの都市計画の長期的展開を考察する。70

年代からデトロイトは過度な DT集中を行うがトリッ

クルダウンは起きず、広大な荒廃を生み出してしまっ

た。2000 年代には、状況の最も悪い地区を中心に広

く分散した投資も行ったが、効果は不十分であった。

1.The Economic Growth Element 
2.The Land Use Element
3.The City Systems Element
4.The Neighborhood Element
5.The Land and Buildings Assets Element
Civic Engagement

IP地区への地区集中

1地区で行うInitiative
2-5地区で行うInitiative
6地区以上で行うInitiative
“Endorse”(賛同)のみのInitiative

それ以外の地区集中

0 2 4 6 8km

N

図 5　IP 地区とその周辺に集中する IOの活動 (HPより作成 )図 4 活動が活発である地区と IP 地区の関係 (DFC に加筆 )

ce: DWPLTP Civic Engagement 2012
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2010 年の DWPでは、効率を重視し、様々な団体間

で協力し、過渡的な地区への投資を行おうとしたが、

勝ち負けを作る計画は反対運動によって実施されな

い。このような反省の歴史があったため、2013 年に

DFC にて、それまで地区に集中することによって市

場経済への復帰を狙っていた計画を改め、地と図の反

転がおき、注力する地区はそれ以外の、インフラを撤

退させる地区になったのであると考察できる。( 図 6)

　次に、GR活動の変遷過程との関係を考察する。慈

善財団先導で全市的な計画の失敗が続くなか、第 3

章で考察したように、多様な GR活動が、これも慈善

財団と専門家団体の支援によって成長していく。自助

努力や小規模農業から、大規模化や複雑化をしていく。

そして次々と空き地の使い方を実験していっている。

その様子を見て、登場した自地区改善型が、専門家団

体のツールを用いて、空地を積極的に活用しようと合

意形成している。活動間の協力の萌芽が見られていた

こともあり、それまでの多様な活動を、合意形成が行

われている地区に集中させ、専門知と仲介団体も投入

することによって、空き地率の高い地区を住宅とは異

なる方法で用いることを促進し、結果的にインフラ撤

去を行おうと着想したと考察できる。( 図 8)

7. 結論

　デトロイトでは、都市計画の地と図の反転があった。

DFC 以前、長期間にわたって非投資を貫き・行政サー

ビスのカットをしても、少数ではあるが住み続ける人

は存在し続けた。DFC と DFC に至る過程では、具体

的で実験的な空き地利用を含む活動を支援・助言し続

け、その成果を計画に位置づけ、活動をさらに促進し

たものとしてインフラ撤退地区の将来像を描くことに

よって、ポジティブかつ現実味のあるものとして描く

ことができた。

　また、非営利セクターがどのように価値の反転をも

たらしたかも明らかになった。行政がサービスを提供

するか否かなど一律的な考えに陥っていた。それに対

してデトロイトの非営利セクターは、評価されること

で資金を獲得しながら目標を達成しようとする GR団

体、資金提供の効果を最大限にしようと応援・誘導す

る慈善財団、専門知提供により活動を促進しようとす

る専門家団体が、それぞれ多元的に存在している。こ

れらの団体がそれぞれの営利でない合理性を追求し、

互いに影響し合い、実験し続けることによって、DFC

は価値の反転及び方法論を生み出すことができたこの

エッセンスを取り出すことで、慈善財団ではなくとも

価値の反転を行うことができると考えられる。

主なヒアリング先：デトロイト市役所 計画開発課 Bruce Evans 氏

及び Kathryn Underwood 氏、DFC Victoria Olivier 氏、ウェイン州

立大学准教授 Kami Pothukuchi 氏、広域商工会議所 Brad Williams

氏及び Justin Robinson 氏、GR団体 8 団体。( 全て 2014 年 9月 )

主な参考文献：Dewar, M., & Thomas, J. M. (Eds.). (2012). The city 

after abandonment. University of Pennsylvania Press.　　

Sugrue, T. J. (2014). The origins of the urban crisis: Race and 

inequality in postwar Detroit. Princeton University Press.　

図 6 デトロイトの都市計画の長期的展開 ( 筆者作成 )

図 8 縮退の価値を反転させた非営利セクターの相互作用 (筆者作成 )
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に投資を集中させることによって、

戦略的に追加の投資を呼び込む。

インフラ撤退予定地のうちの

活動が活発な地区に投資を行い、

積極的非都市化を行うことで、

用途の変更を行ってから、インフラ

の撤去を行う。
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など。
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大規模農業

長く続いた居住地区の非投資

自地区改善型

専門家団体団体

慈善財団

選択と集中計画の乱立 Detroit Works Detroit Future City

特定機能代替型

自助努力・小規模都市農業

感化 援助反省凡例：

慈
善
財
団

計
画

専
門
家

団
体

GR

活
動

憤
り
や
危
機
感

ある地区の住民が非都市
用途に合意形成していた
→積極的非都市化へ

計画に
位置づけ、
地区集中

財団・専門家団体に援助され、
活動は多様化・大規模化した。
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　それの床はじめじめしていて、また嵐の中にさらさ
れてそれらに対抗すべき力もなく軒や出入り口が揺れ、
その中にカンテラの燈火で過ごさねばならない人々の
事を思うと、もはや観賞的な素朴を通り越して、彼ら
の家々は別な研究対象となってしまわずにはいられな
いのである。彼らは 超民家建築 で素朴それ自身であ

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

る 。                            　　　-　今和次郎　- 1

                                   （『民家論　今和次郎集　第2巻』 p.16）

1.民家史と超民家 

1.1 目的と背景 

　戦後の高度経済成長による住宅様式の変化に伴い、
多くの民家が姿を消していった。20世紀中葉より盛
んになった民家保存の運動の甲斐あって、いくつかの
民家は今日でも見ることができる。ところで民家を訪
れた際、太い柱に広い座敷、豪勢な造作を目の当たり
にして違和感を感じた事はないだろうか。かつての人々
はこんな立派な家に住んでいたのであろうかと。まし
てや奉公人の部屋まであったなら、奉公人の実家はど
んなだったのだろうかと疑問に思わないであろうか。
我々が目にする民家、そしてそれらを基に構成されて
いる民家史とは豪邸史や邸宅史と呼ぶものであって、
庶民の民家が含まれていないと感ずる訳である。本論
の目的は、貴族でもなければ、豪族でもない、庄屋で
もなければ、豪農でもない、そんな一般庶民が如何な
る家に住んでいたのかという事を明らかにする事にあ
る。 

1.2 超民家の定義 

　冒頭で紹介した一節で、今和次郎は庶民の素朴な民
家を「民家を超えるもの」として超民家と表現した。

﹅ ﹅ ﹅

当然、超民家は掘立柱造である事が想定され、それ故
遺構もほぼ皆無である。しかしながら今和次郎が超民
家と表現したからには、20世紀に行われた数々の調
査で超民家建築的なものも存在していたと考えるべき
である。これらは多くの場合「小屋」という概念で捉
えられてきた。小屋とは本来小さくて素朴な家屋を指
すのだが、昨今は物置や仮設建築物として捉えれられ
る事が多い。そこで、本論では、たとえ構造が素朴で
あり、我々の常識からして到底家とは表現できない建
築物であっても、人が住むための建築物であれば民家 

であると考え、それらを超民家と定義する。さらに補
足するならば、超民家とは住人自らが材料を集め、自
らの手によって自給的に建設した素朴な住居である。
名家・旧家の邸宅を民家と称したが故に、呼称を失い
小屋と蔑まれ、民家史から取り残された建築物を、超
民家と定義する事でその姿を鮮明にできると考えたわ
けである。 

2.超民家の実例 

2.1 旧尾田敏春家住宅 
び た としはる

　超民家の唯一の実例とも言えるのが、旧尾田敏春家
である。石川県の白峰村にあった。現在も白山ろく民
俗資料館 に移築され、実存している。尾田家初代忠2

次郎氏の自らの手によって19世紀中葉に建設された。
建設当初は土座一室であった住居が、3代目忠松氏自
身の手によって昭和元年(1926)に玄関・仏間が増築さ
れた。玄関は養蚕のため、仏間は御坊様を招くためで
あるという。その21年後(1947年)、忠松氏は隣の住
居の廃材を利用し床を張り、間仕切りを設けるという
改造を行う。土座であった日常空間に初めて床が張ら
れた。養蚕をやめたので玄関は縮小される。旧尾田敏
春家は1970年、5代目敏春氏まで住居として使われた。
住人の手により建設され、家業に合わせて住居の増改
築をも自ら行う超民家の実態が明らかになった。 

超民家建築論 

修士　正会員　長澤駿（東京大学） 

建設当初(19c.中) 1次改造(1926) 2次改造(1947)

図1 旧尾田敏春家平面変遷

図2 旧尾田敏春家外観 図3 旧尾田敏春家立面



2.2 その他白峰村の住居構造 

　旧尾田敏春家の存在した白峰村の住居を記した資料
には計3つの構造があったとされている 。本論ではネ3

ブキ構造・ロッポウ構造・なばい構造とした。旧尾田
敏春家はなばい構造である（図6,⑤•④•⑨参照）。
これらの住居はいずれも棟木から地上まで茅を葺き下
ろした住居で、外観が屋根だけのように見える。この
ような外観をもつものをネブキと呼ぶ。これらネブキ
の住居も住人の手によって建設されており、白峰村に
おいて多くの超民家の存在が明らかになった。 

3.諸覚牒の中の超民家 

3.1 諸覚牒内の住居構造 

　旧尾田敏春家の存在した白峰村の天領庄屋山口家に
「諸覚牒 」（江戸時代後期）が残されていた。諸覚4

牒とは庄屋の業務日記で上からの通達や村内申し合わ
せ事項を「覚えのため」書き記したものである。その
中で惣山（共有山）の木材を贈与した記録が多数残っ
ている。本章ではそれらの記録を基に研究を進めた。
木材の贈与に関する記述が計293項目、贈与された人
名が152名記載されていた。 

　松や杉を数本贈与したという記録が多いなか、上記
のような部材名まで記したものが散見された。 
・“又柱6本･桁2本･棟木1本･梁3本･せん立2本･合掌10本” 
・“又柱6本･桁2本･棟木1本･梁3本･せん立2本･合掌16本” 

という2つの類型が見出された。そしてせん立とは柱
頭部が二股に分かれた棟持柱を指し、又柱とは柱頭部
が二股に分かれた側柱である事も明らかになった。こ
れらを元に復元的考察を行ったのが図5である。構造
となる太い木材は1本の過不足なく与えられ、合理的
な建設が可能である。またせん立･又柱を用いる事で
素人の手でも建設可能である事は明らかである。部材
同士はネソと呼ばれる縄のようなもので緊縛するだけ
で、仕口･継手は一切用いない。この2類型は18世紀
後半から19世紀中葉にかけて複数人に贈与されてお
り、この時代の白峰村の一般的な家屋の構造を示すも
のであると考えられる。この構造をせん立構造と名付
けた。白峰村には大工が建てたとされる立派な民家も
存在しており、せん立構造と大工の建てた民家は共存

していたのである。20世紀中葉の調査でせん立を用
いた住居構造が発見されず、ネブキ構造･ロッポウ構
造•なばい構造となったのは、経験による省略と結論
づけた（図6;②→④,⑤参照）。 

寛政四子正月十三日　　　　　庄屋五郎右衛門 
　　一、かな木ノ又柱六本 
　　一、長木弐本 
　　一、むな木壱本 
　　一、はり三本 
　　一、せん立弐本 
　　一、合正拾本 
　　〆 
　　右者新小屋仕故、如此西三右衛門へくれ申候 
　　　　　　　　　　　　　　　　組頭又四郎

図5 せん立構造の復元的考察（左：類型Ⅰ・右：類型Ⅱ）

図4 西三右衛門への贈与記録

3.2 諸覚牒の人物別考察 

　諸覚牒に記載された項目を人物別に追うことで、構
造以外の事も明らかにし得た。質素な母屋を建て、財
を蓄えてから改造や付属小屋の建設をする事、せん立
構造の寿命は20年から30年程度である事、子の分家
のために工面する親の苦労、茅の葺替えが7,8年周期
で行われる事なども明らかになった。



▲ 首組+なばい：石川

なばい構造⑨

●せん立+又柱+軒先柱：徳島

⑦

● 首組+又柱(切妻)： 
長崎

● 首組+又柱(寄棟)： 
北海道・新潟・長崎・鹿児島

⑧

⑥

●せん立2本(中柱)+又柱：小笠原 ●せん立1本(中柱)+又柱：沖縄

▲ 首組+追い 首： 
石川・福井

ネブキ構造ロッポウ構造④

▲ 首組+又柱：石川●(タチアゲ)せん立+又柱： 
青森・埼玉・東京・長野

③ ⑤

▲ 首組： 
石川・富山・岐阜・福井・ 

滋賀・大阪・長崎

▲せん立+又柱：石川 ▲せん立+又柱+追い 首）：石川

せん立構造②

▲せん立：山形

①

棟持柱構造 

首構造

又柱の有無・規模の違い 
追い 首の有無

せん立・又柱を省略 
首構造化合掌材の長さが 

異なる
せん立を省略 
首構造化

又柱の有無

規模の違い

せん立の位置が異なる

なばいの有無

▲…ネブキ 
●…タチアゲ

図6 超民家の多様性

それは「ネブキである事」または「せん立・又柱を利
用している事」あるいは、その両方である。これらの
条件を満たさなければ、自ら住居を建設するのは難し
い。この2つの要素を元に発見できた超民家の構造を
分類し、その関連性を図示した。

4.日本全国の超民家 

　 2章･3章より白峰村における超民家の存在を明らか
にできた。本章では超民家が白峰村以外にも存在して
いた事を証明する。超民家の定義は、住人によって建
設された住居であったが、その為の要素を抽出した。



　北は北海道から南は沖縄まで文字通り日本全国に超
民家の痕跡を発見する事ができた。その構造を図示し
た図6は一種の思考実験であり、超民家の構造変遷を
示すものではない。日本全国には多くの超民家が存在
し、さらにそれらは「ネブキを構成する技術」「せん
立・又柱を用いる技術」のみを用いて多様な構造を構
成していたという事を示す。 

「ネブキ」と「せん立・又柱」を利用し、これほどま
でに多くの構造が素人の手によって建設されていたの
だ。屋根材壁材は茅・藁・竹・ビロー・土・板と各々
異なり、木材も周辺の自然木の皮付きで太さもまちま
ち、曲がり真っ直ぐなものである。この違いも全て建
築主が自らの手で材料を集め建設したことに起因する
と考えられる。 

　全国にあった超民家の特徴を纏める。構造は「ネブ
キ」「せん立・又柱」の技術を組み合わせて構成され
ている。床はなく、地の上にムシロを敷いた土座一室
のものが多い。床のあるものは転ばし根太の上に板を
置いた程度である。居住空間の拡大には新たに家屋を
建設し、分棟型となる事などが挙げられる。 

5. 結論 
　身分差の激しかった江戸時代、人口の大方が農民で
あったと言っても過言ではない。 

　　江戸時代はじめの承応三年(1654)南佐久郡原村では 
　　26/28、取出村では28/32、臼田村でも38/46、上 
　　畑村でも17/21、海尻村では2/11が堀立柱屋であ 
　　り、いかに堀立住居が多かったかよくわかる 。 5

と伊藤ていじが述べているように、その農民の大半が
超民家に住んでいたと考えられるのである。逆に座敷
や畳に関しては、 
　　秋田県秋田郡大久保村では、天明・寛政(1781~1801)頃 

　　まで六十戸余のうち畳を敷いていたのは十王堂と武士宿 
　　をする著者の家と作兵衛の家の上座敷と次の間だけで、こ 
　　の著者は「畳の上で育ったのは俺だけだ」と折にふれて自 
　　慢していた 。 6

とあるように、村で極僅かな人々しか畳のある家に住
んでいたなったのである。 

　江戸時代の庶民の家々が小規模であったこと、掘立
柱造であった事はかつてから指摘されてきた。しかし
ながら、これらの構造は明らかになる事はなく、民家
保存の風潮の中で名家旧家の邸宅が民家であるとの固
定概念を図らずも与えてしまった。本論では、白峰村
での超民家の構造・経営を遺構・史料から明らかにし、
超民家の存在を明らかにできた。そしてこの考察から
得た超民家の構成要素を基に、ただ二つの技術でもっ
て多様な構造をもつ超民家が日本全国に存在していた
事を証明できた。しかもこれらの超民家は江戸時代の
みならず、明治•大正•昭和にも実在していたのである。
これらの超民家は貨幣経済の浸透と庶民の生活水準の
向上によって瞬く間に日本から消えゆく事となったが、
かつての日本は立派な民家一軒に対し、数十数百もの
超民家が存在し、それらが激しい身分格差の下、共存
してたものと思われるわけである。よって現状の民家
史とは豪邸史や邸宅史と呼ぶものであって、超民家を
も内包した民家史の構成を望むわけである。 

　 またネブキや股木は日本のみならず、東南アジア•
欧州•アフリカに於いても確認できた。世界各国の超
民家建築の包括的な研究がなされることを期待してい
る。
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図7 ▲ 首組 (⑤ネブキ構造)の事例（白川郷）




























