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構   造 

 

RC 設計規準に関する研究（1）（23024～23026） 
 「RC 設計規準に関する研究（1）～（4）」では、主として国土交通省の建築基準整備促

進補助金事業により実施された研究について、13 編の講演発表がなされた。これらは、い

ずれも構造設計における技術的知見の整備および判断基準の明確化を目指した研究である。 

 本セッション（1）では 3 編の発表が行われた。23024［壁谷澤他］は、新潟県中越地震

で被災した学校校舎を対象に、実被害と解析結果を比較した。実際の建物では、1 階柱のせ

ん断ひび割れが顕著であった。解析では、梁の軸力を上限まで考慮しないと被害状況を説

明できなかった。23025［相羽他］は、層間変形角が 1/50 を超えても未崩壊層を有する RC

建物の崩壊メカニズムと応力推定方法を提案した。解析終了時のベースシア係数と内柱の

せん断力は、解析中間値と全体崩壊率を用いた方法により精度良く推定できることを示し

た。23026［秋田他］は、RC 建物と杭基礎を一体としたモデルと分離したモデルに及ぼす

基礎梁剛性の影響について論じた。軸力変動の大きい杭においては、杭頭モーメントに関

して両モデルの差が大きいことを指摘した。いずれも、骨組解析に関する貴重な知見の蓄

積であり、実務への反映が期待される。              ［市之瀬敏勝 記］ 

 

RC 設計規準に関する研究（2）（23027～23029） 
 本セッションでは RC 造袖壁付き柱の構造性能に関する 3 編の講演が行われた。23027［壁

谷澤他］は、袖壁の厚さが比較的厚い場合を対象として柱の位置や補強筋比を変動要因と

した実験結果を示すとともに、過去の実験データも加えて 4 通りのせん断終局強度の評価

法を検討した結果について示した。23028［磯他］は、比較的薄い袖壁を有する柱を対象と

して袖壁の出幅、軸力、柱に対する取り付け位置、壁横筋比を変動要因とした実験結果を

示し、曲げとせん断の変形分離について詳しく論じた。23029［上原他］は、23028 の袖壁

付き柱試験体のせん断剛性、せん断ひび割れ強度、せん断終局強度の実験値と計算値の適

合性について検討し、せん断挙動を表すモデルを提案した。いずれの発表も、袖壁付き柱

の耐力と変形性能の評価法を前進させた成果といえる。        ［田才 晃 記］ 

 

 

 



RC 設計規準に関する研究（3）（23030～23032） 
 本セッション（3）では 3 編の発表が行われた。23030［櫻井］は、複数開口を有する連

層耐震壁を対象に構造実験を実施し、開口の位置・形状によって耐震壁が異なる破壊性状

となることを示すとともに、RC 規準におけるせん断強度低減率の適用性について論じた。 

23031［松本］は、軸力を実験変数とした片側のみに枠柱が付帯する耐震壁の実験結果をと

りまとめるとともに、既往の評価式による曲げ強度および降伏変形との整合性について論

じた。23032［吉田］は、軸力を実験変数とした片側のみに枠柱が付帯する耐震壁の構造実

験から、曲げ変形挙動を示すとともに、平面保持解析による終局状態における曲率の評価

法について論じた。いずれの研究も、RC 設計規準の整備に向けて極めて有用な技術資料と

なり得るものであった。                      ［松井智哉 記］ 

 

RC 設計規準に関する研究（4）（23033～23036） 
 本セッション（4）では、枠柱の有無を要因とした耐震壁のせん断性状に関する発表が 2

編、腰壁・垂れ壁付き RC梁部材の曲げ性状に関する発表が 2編の計 4編の発表が行われた。

23033［祖父江他］は、前年度行った枠柱の有無を要因とした耐震壁の実験結果をさらに整

理・検討し、せん断破壊性状の基本的な特性について示した。また、実用的なせん断終局

強度評価方法を提案すると同時に、今後の課題について整理した。23034［遠山他］は、枠

柱の有無を要因とした試験体で、壁長さを変化させた FEM 解析を実施した。その結果、試

験体の耐力や破壊状況をおよそ再現することができた。また、柱型の有無はせん断耐力に

影響しないが、ひずみ集中領域や水平力抵抗機構に影響することを示した。23035［田才他］

は、曲げ破壊を想定した、やや入力せん断力（τu// Fc）の高い腰壁・垂れ壁付き RC 梁部材

の実験を行い、その曲げ性状について示した。また、同時に梁主筋降伏時せん断力および

最大せん断力に関して、既往の評価式との対応関係について示した。23036［渡邊他］は、

構造スリットを設けた腰壁・垂れ壁付き RC 梁部材の実験を行い、その曲げ性状について示

した。さらに、初期剛性、曲げひび割れ強度、曲げ降伏強度、梁主筋降伏時変形に関して、

既往の評価式との対応関係について示した。4 題の発表とも、RC 設計規準の整備に極めて

役立つ成果であった。                       ［磯 雅人 記］ 

 
防   火 

 

火害診断および補修・補強（3047～3049） 
 本セッションは、防火委員会傘下の火害診断補修小委員会より、「火害診断および補修・

補強方法指針（案）」を出版したのを機に、火害診断とその補修・補強方法に関する最近の

研究を紹介していただき、議論を活発にし、さらに指針の作成へと進むために、その資料

を模索するため、指針に新たな知見を盛り込めるかを分析するため設定した。また、本研

究分野の進展を促進するためでもあった。3047［松戸］は、超高強度コンクリート、高強



度鉄筋の材料を使用した柱部材を対象として、火災を受けた RC 造構造物の耐震性能を検証

した。加熱冷却後の耐力算定式を提案した。部材実験結果と一致することを示し、火害診

断・補修に適用できることを示した。3048［松井］は、RC 造建築物の火害調査を行い、具

体の火災時特有の補強方法を示した。調査例はほとんど公開されることがないので、指針

作成への貴重な資料となる。3049［阪口］は、前報に引き続き、火災を受けた高力ボルト

に着目し、その座金のロックウェル硬さより履歴温度を求めた。今回は焼き戻し温度が異

なる 2 種類の高力ボルトを用い、火災を模擬した加熱炉で加熱した。その結果、2 種類のボ

ルトとも、焼き戻し温度を超えると、ロックウェル硬さは低下することが確認された。火

害診断にとっては有用なデータが得られた。全体として、質疑が活発に行われ、指針作成

の資料となる研究価値の高い内容の発表であった。          ［吉田正友 記］ 

 

新しい避難検証法（3141～3145） 
 本セッションでは、建築基準法の告示で定められている避難安全性能検証法に代わる新

しい検証法の開発に関する研究（5 題）が発表された。建築基準整備促進補助事業として行

われた調査結果をまとめたものであり、示された検証法に関する活発な議論が行われた。

まず、3141［山口他］は、煙拡散、情報伝達、火災放送の 3 つのいずれかの条件を満たし

た時に在館者の避難開始となる設定方法を提案し、事務室を対象にしたケーススタディに

よりその有効性を示した。3142［池畠他］は、避難経路の途中で発生する避難者の滞留の

大きさを適切に評価することを目的として、滞留解消時間の評価式を提案した。現行では

居室出口の滞留人数が明示的には制限されていないが、出口幅当りの人数を制限すること

が望ましい。3143［桑名他］は、自力避難が困難な災害時要援護者を対象にした避難安全

性評価の枠組みを提案した。病院を例として、避難を介助する体制や方法、一時避難待機

場所や水平避難の防火区画を設けることなど、検証法を適用するための条件などが示され

た。3144［仁井他］は、煙拡大性状をより精確に予測するため、火災室の開口部の大きさ

に応じた流出する煙量、開口部を通過した煙が周囲の空気を巻き込む性状を考慮した予測

計算式を提案し、実験結果と良く一致することを示した。3145［高橋他］は、これまでに

提案された検証法を様々な用途の居室に適用したケーススタディを行い、告示の計算結果

との比較を示した。告示では規模の小さな室はうまく検証できないが、新しい検証法では

安全とみなせる範囲が広がることが示された。いずれも現行の検証法が不十分な点を改善

するための検討であり、今後の研究の方向性を議論するうえで有意義なセッションであっ

た。                               ［萩原一郎 記］ 

 

避難シミュレーター（3146～3148） 
 3146［井田他］は、避難安全設計の立場から階段内の群衆流動のシミュレーターを開発

し、超高層ビルにおける全館避難時のケーススタディを行っている。混雑した階段への各

階からの合流率等に不明な点は残るものの、避難人員に応じた階段の割り付けが可能とな



り、合理的な避難設計への道筋が示された。3147［峰岸他］および 3148［吉田他］は、マ

ルチエージェントモデルに基づく群衆歩行シミュレーターを開発した結果を発表した。

3147［峰岸他］では、廊下状空間における群衆流の流動係数について、既往の観測結果と

の比較を行い、その妥当性を検討している。3148［吉田他］は、モデルを支配する 2 つの

パラメータ（最大歩行速度、衝突限界距離）について感度解析を行い、モデルプランへの

適用可能性を議論している。3 題の発表とも、避難行動の可視化に基づく避難安全設計環境

の構築に視する有用な研究成果である。               ［原田和典 記］ 

 

火災安全工学から総合防災へ（3149～3153） 
 本セッションは、人命安全の建築的課題の多様化とその対策の総合化の必要性が指摘さ

れる中、防火分野で培われた人命安全対策の考え方の他災害への活用の可能性を探ろうと

いうものである。3149［藤原他］、3150［平田他］は、盆地地形のターミナル地下駅につい

て、水害時の浸水と火災時の煙のシミュレーションを行ったうえ、排煙・浸水遅延に有効

なデザイン手法を提示している。3151［藤澤他］、3152［山崎他］は、小規模ビルの地階店

舗を対象にゲリラ豪雨時の浸水・避難シミュレーションを行い、浸水の侵入口の割に床面

積が小さい小規模ビルでは、地階からの避難確保には早い段階での避難誘導が必要なこと、

そのためには、豪雨初期に警報を地域のビルに伝達するシステムが有効なこと等を示して

いる。以上の 4 発表は地下空間の水害を主題にしているが、煙流動と浸水はモデルとして

類似であり、火災安全から水害への研究拡大は大いに有望である。3153［土屋他］は、災

害でも病室に留まれる病棟の研究開発の一環として、地震後の患者の医療継続・生命維持

に必要なインフラ容量を調査により把握している。         ［長谷見雄二 記］ 

 
環 境 工 学 

 

環境心理研究の実践（40001～40003） 
 昨年度と同テーマの OS である。40001［小野他］では、公共的な建築空間での日常事故

の実態把握調査、また設計者、建物管理者の日常事故についての意識調査結果とともに、

これらの情報を共有化することの重要性と実際の取り組み（ナレッジベースの公開）が報

告された。40002［丸山他］は、電力会社における施設評価法について、昨年度の報告から

さらに発展した評価システムの構築と運用という観点から報告がなされた。40003［橋本他］

は、オフィス空間における植物量のストレス緩和への影響を検討したもので、実例写真を

用いた調査から、植栽が適量な際に心理的評価が高まるとの結論が報告されたが、それ以

前に、植木鉢の見え方、植物の種類、管理形式等、問題の基本枠組みの検討が必要ではと

の指摘があった。                        ［讃井純一郎 記］ 

 

 



音環境数値シミュレーションの新展開（40129~40133） 
 本セッションでは、音響数値シミュレーションの最新動向に関する 5 編の発表が行われ

た。40129［大嶋他］では現在活動中の建築音響数値解析環境整備特別研究委員会の成果と

して、汎用オープンソースコード、チュートリアル等の整備状況が報告され、普及の展望

について議論された。40130［富来他］では建築音響シミュラークルと呼称する解析例デー

タベースの構築が紹介され、設計実務のための情報提供のあり方に議論が及んだ。40131［安

田他］では、近年開発が進展した高速多重極境界要素法に関して、解析手法の汎用化に向

けた取り組みがまとめて報告された。40132［坂本他］、40133［豊田他］は数値解析技術の

実務的利用に向けた研究の報告であり、前者では建物外壁庇の騒音低減効果に関する検討、

後者では重量床衝撃音の予測評価に関する検討が紹介され、設計支援の有用性について活

発な質疑が行われた。                      ［佐久間哲哉 記］ 

 

建築・インテリアの色彩と質感（40208～40212） 
 本セッションでは、いずれも実験に基づく研究成果として 5 編の発表があった。40208～

40211 は建築・インテリアの色彩や素材に対する印象評価に関する内容、40212 は照明の光

色と照度レベルが対比感に及ぼす影響であった。まず 40208［宮谷他］では、評価グリッド

法により住宅インテリアの色彩における居心地の良さの意味とその評価構造が示された。

40209［堀池他］では、住宅インテリアの壁面と床における素材とその色彩の効果が CG に

よる印象評価実験によって報告された。40210［神農他］では、街並みを構成する建物の素

材と街並み評価の関係が色と素材を変化させた街並み画像に対する印象評価実験によって

提示された。40211［槙他］では、インテリア構成要素による印象評価に及ぼす影響が、素

材を変化させた室内模型の印象評価実験によって示された。40212［神農他］では、色の三

属性を統合した色知覚モデル CIECAM02 の色差が様々な照明条件下において対比感と対応

するか、その検討結果が報告された。質疑応答では、実験時における環境や諸条件、研究

成果の実社会への適用方法などが討論され、非常に有意義なセッションであった。 

                                 ［熊澤貴之 記］ 

 

都市の通風・換気（1）（41385～41388） 
 本セッションの前半 2 編は、市街地風通しの評価スケールとして様々な都市の幾何形状

に対する風速比をターゲットとし、標準κ−εモデルによる数値解析（41385［山田他］）、屋

外自然風下に設置されたスケールモデルサイトにおける観測（41386［成田他］）という対

照的なアプローチを試みている。今後はこれらのデータと既往研究の成果を総合し、手法、

解析対象街区形状、風上フェッチ条件などの違いによらない普遍的な知見へと集約してい

く視点が必要とされよう。後半の 2 編はいずれも屋外空間の気流・放射・対流現象につい

ての CFD 解析により温熱快適性指標の算定を行っている。41387［Xuan 他］は、夏期日射

条件に対するモデル街路の街区平均 SET*に基づき望ましい建蔽率についての議論を行って



いる。一方、41388［吉田］は多分割人体体温調整モデルを街区 CFD に組み込むことで、歩

行者の歩行経路上の温熱快適性の変化を評価しうるフレームを提案している。いずれの報

告も、屋外空間の CFD 解析を設計・計画においてどのように活用できるか、という点につ

いての新しい示唆を与えるものであった。              ［萩島 理 記］ 

 

都市の通風・換気（2）（41389～41392） 
 本セッション（2）では 4 編の発表が行われた。41389［池谷他］と 41390［義江他］はと

もに建物群の密度、配置、高さの非一様性等が都市表面と上空大気間の熱、物質輸送に及

ぼす影響を風洞実験および CFD により調べたものである。池谷他は気象分野の代表的な

LES コードである PALM を用いた解析、すなわち気象モデルの down-scaling、一方、義江他

の方は機械の伝熱工学の分野で開発された著名な低 Re 型モデルを風洞スケール、さらには

実スケールに up-scaling して用いたものである。各々一長一短あるので、我々は両者のメリ

ットを取り出し、短所を是正して利用していく必要があり、両分野への目配りが欠かせな

いことを再認識させられた。この 2 編の発表を通じて、上空の新鮮な冷気と都市キャノピ

ー層内の汚染され、加熱された空気の交換を促進するのに有効な建物配置に関するこれま

での研究の蓄積が紹介された。これは、着目する街区内の歩行者レベルの環境の quality を

改善するための計画論の基礎となるものであるが、風下街区への load を考えずに、本来風

下空間と分かち合うべき、上空大気の環境改善ポテンシャルを奪い取る利己的な態度にも

つながりかねない。従って、着目する街区内の quality と同時に風下街区に及ぼす load の評

価も不可欠である。このような観点から、41391［近藤他］では、街区内の建物の密度、配

置の変更が着目する街区内だけでなく風下側の街区の平均運動エネルギーの収支構造に及

ぼす影響も併せて系統的に解析した結果が報告された。運動エネルギーの収支分析は、近

年、いくつかのグループで試みられているが、分析結果をいかに統合し、設計指標やガイ

ドラインに繋げていくかが今後の課題と思われる。最後の 41392［中尾他］では、高応答性

濃度計を用いた風洞実験により、街区内の汚染質の乱流拡散性状や非定常濃度応答から求

めた換気時間（濃度の到達時間と検知終了時間）の特性を詳しく分析した結果が報告され

た。テロ対策に対する興味からはじまった研究のようであるが、そのような時流を追った

目的だけでなく、もう少し幅広い視点で屋外空間の換気設計の基礎理論の構築をめざして

いくことを期待したい。セッション会場には多くの風工学関係者も詰めかけており、会場

は入りきれないほどの盛況であった。東京都等の自治体でも都市空間の風の道への関心が

高まり、実務的にもこの問題の重要性が増してきていることを実感した。この問題につい

ては、都市環境の研究ラインの“風の道”の話と空気環境ラインの“urban ventilation”の話

が、交わっているような、交わっていないような微妙な状態であるが、行政の関心も高ま

っているこの時機を捉え、両者を統合した基礎理論の構築にむけて関連分野の総力を結集

したいと思う。                          ［持田 灯 記］ 

 



環境建築のシミュレーション（41629～41633） 
 41629［香西他］は竣工初年度における基礎断熱床下空間の温湿度環境に関する熱水分同

時移動解析をしたもので実験計画法を用いて主要都市での竣工後 3 年までの床下空間温湿

度環境に及ぼす要因を精査した。41630［尾崎他］は事務所ビルの熱負荷シミュレーション

における数理モデル化に関して、HASP プログラムと著者の開発した THERB プログラムに

ついて比較検討し、THERB の計算精度の高いことを述べた。41631～41633 は最新大型プロ

グラム BEST についての発表である。41631［郡他］は建築解法と計算時間間隔に関する検

討を行い、エクスプリシット法の数値積分を改良し 5 分間隔で十分な精度が得られること

を示した。41632［長井他］はシステム側について計算時間間隔の影響を検討し、PID パラ

メータチューニングの影響も考慮したうえで各種サブシステムについて評価した結果、5 分

間隔で十分であるとの報告があった。41633［二宮他］では省エネルギー計画書作成支援ツ

ールの特徴を示すとともに、小規模建物で構成されたエリアのエネルギー・資源の面的利

用への応用法を示した。すべての発表とも最新のコンピュータシミュレーションに関する

もので、その多様化が認められる。今後のシミュレーションは要求の「変化」に応じられ

るアジャイル性能が重要であることが示唆されたと感じられた。    ［石野久彌 記］ 

 
建 築 計 画 

 

居住地再生の総合的課題（5001～5004） 
 本セッションでは、人口減少や高齢化等によって衰退傾向にある居住地の再生に係る課

題について、それらの解決策を交えた研究報告が行われた。5001［木村］は 3 拠点の居住

環境の現状と問題点を抽出・比較し、今日の住宅問題の解決策を提起する報告であった。「ス

マートコミュニティ」の形成等による再生方策が提示された。質疑では個別の居住地に対

するそれら方策の実効性等について意見交換が行われた。5002［小杉他］は郊外団地型マ

ンションの再生方策に関する報告であった。実践的研究を通じて総合的かつ漸進的な団地

再生の手法・課題解決についての提案がなされた。質疑では住まい手の合意形成の仕組み

等について意見交換が行われた。5004［阿部］はフランスの団地更新および地区再生に関

する報告であった。各事例から衰退とともに起こりうる団地の「孤立」といった根本的課

題を解消するための手法および方向性が提示された。質疑では住宅地区の再生に係る維持

管理のあり方等に関して意見交換が行われた。一連の報告・討議を通じて居住地再生の課

題等について、改めて議論を深める機会となった。（※5003 は当日欠席） ［新井信幸 記］ 

 

居住地再生の社会的課題（5005～5007） 
 本セッションは「再生」の様々な局面とそこにある課題・社会的背景を見渡し議論する

場として設けられた。5005［池添］は郊外戸建て住宅地における居住継承の実態を明らか

とした研究であった。連続した研究の一部であったためか、課題設定がやや不明確な点が



残念であった。5006［谷口］は北海道炭鉱住宅地の居住の変遷についての研究であった。

社会や産業構造の大きな変化と高齢化の中で、住み続けたいと願う居住者の声にどう応え

うるか。5007［渡邊他］はホームレスのための居住施設立地に関する研究であった。居住

の底辺を支えることと地域再生との関係についての視点が示された。質疑では会場からの

質問や意見交換なども活発に行われた。               ［藤岡泰寛 記］ 

 

歴史的居住環境の持続可能性（5008～5011） 
 本セッションは歴史的に積み重ねられた居住環境を継承する際の課題や要件について論

じたものが集まった。5008［森重］は京都市の町家の分布と、道路条件から再建築不可の

敷地が重なることを指摘し、対象を絞って連担や個別の増改築の実態を示した。5009［原

田］は長屋が残る大阪市空堀地区の裏長屋を把握したうえで、そこでの違法を含む増改築

や住まい方を明らかにし、自立更新への課題を分析した。上記 2 編は、再生にあたってこ

れまでの手法の限界と、保全という視点や自律的再生という視点から新たな整備手法が求

められることを示した。5010［片岡］は更新が難しい斜面住宅地（尾道市）において試み

られている様々な主体の意欲的なアプローチをまとめ、一元化ではなく相互リンクによる

再生の可能性を示している。5011［西岡］は 2 つの島を比較考察しながら、島独自の再生技

術を抽出し、さらに大学の集落への関わり方として住民と大学の協働研究体制が、居住者

の啓蒙にも繋がり再生にとって大きな役割を果たしていることを述べている。いずれの論

文も消極的な要因で残った価値ある資産を後世に引き継ぐための方策として、現在的に解

決する策を提示している。                     ［安武敦子 記］ 

 

地方都市における居住環境改善（5012～5014） 
 本セッションでは、居住環境改善のモデルとなるような論文が集まった。いずれも多年

にわたる継続研究である。5012［阿部］は鳥取市に戦後建設された防火建築帯の再生を通

して、地方都市において建替えの共同化、高齢化対応、地域の顔としての活性化等が求め

られるエリアの再生モデルとして、まちづくり会社の有効性をはじめ課題整理と展望を示

した。5013［井ノ口］は北九州市の漁村のクリアランス型の再開発がすでに実施された地

区において、居住の持続の上で重要となる物理的資源と住民組織の再編プロセスを明らか

にし、今後の課題を示している。5014［山崎］は北九州市の斜面地という高齢化や不在住

化の進むエリアを対象に点検地図づくりを通して継続的な地域管理を行う際のポイントを、

自治体との連携や地図を活用するためのマネジメントの重要性を示した。上記 3 編の論文

は即地的研究活動を通して汎用性のあるモデルを抽出できるものとなっている。 

                                 ［安武敦子 記］ 

 

 

 



インクルーシィブデザインを考える（5015～5018） 
 本セッションでは、「インクルーシブ」＝「あらゆる人を包含する」というキーワードの

もと、空間のデザイン、コミュニティのデザイン、社会システムのデザインに関する発表

が行われた。5015［田才他］は男女の共同利用といった観点から授乳室の在り方について

論じたものであり、5016［古山他］は住宅困窮者に対する居住支援システムの在り方につ

いて、具体的な自治体の施策を取り上げながら分析したものであった。5017［牛丸他］は

コミュニティスクール指定校および小学校区をベースとした地域コミュニティの活動状況

について、5018［小幡］は早期からの統合教育の実現を目指した都市の在り方を論じた研

究であった。「インクルーシブ」は広範な領域を指す理念であるため、各発表間で重なる部

分は残念ながら見受けられず、相互でのディスカッションは成立しなかったが、いずれの

発表も、多様な人々や社会的に不利益を被っている人々の社会への包含を目指した研究で

あり、様々な問題に直面している現在の日本社会に貴重な知見をもたらすものであった。 

                                 ［水村容子 記］ 

 

地域文化をささえる伝統構法（5019～5023） 
 5019［樋口他］は、諏訪地方における板倉構法を用いた木造倉庫の再利用の実態を、構

法と規模による特性から明らかにしたものである。再利用後の空間の需要に応じて規模を

減じることができる、さらに柱間ごとに板厚が異なっていても利用可能であることを板倉

構法の特性として示している。今後は階層数・階高の変更に起因する収蔵物の保管状態に

ついての考察を期待したい。5021、5022［伊藤・鈴木他］は、寺院本堂の構法変遷と維持

管理の実態を関東地方および近畿地方で明らかにしている。労作ではあるが構法の変遷が

どのような内容で維持管理と関係するのか、はっきりと記述されていないのが残念である。

今後の研究を見守りたい。5022、5023［堀江・森山他］は、伝統木造用語として梁組にお

ける横架材名称、間取り型と部屋名称について、それぞれの多様性と地域性について論じ

たものであり、統一的な標準名称設定のための基礎的な研究として位置づけられる。これ

らの多様性・地域性には地域文化、特に生産者集団の役割が強く影響していると考えられ、

資料調査を充実させるとともに職人への聞き取りも有効であろう。   ［角田 誠 記］ 

 
農 村 計 画 

 

景観計画・景観づくり（6116～6118） 
 3 題ともその景観が広く知られ保全が期されている事例の研究で、それぞれ一般に周知さ

れている景観の捉え方とは異なる点から論述している。6116［宮川］は、比較的新しく観光

化に伴って成立したともいえる柿干し景観の形成経過、6117［杉中他］は熊野古道沿道集落

において、世界遺産の解説とは異なる住民の日常の中での景観認知を把握する試み、6118

［寺尾他］は修景や景観整備の中で生じる「わざとらしさ」現象の抽出の試みであった。3



題とも保全すべき景観の真実性とは何かを意識した論点だと考えられるが、ディスカッシ

ョンにおいては、こうした新たな論点からの検討においては、諸概念の整理や調査方法に

ついて、さらなる検討が必要であることが議論された。       ［神吉紀世子 記］ 

 
都 市 計 画 

 

住環境マネジメントの担い手とそれを支える社会的仕組み（7001～7004） 
 本セッションでは、4 編の発表が行われた。7001［大和田他］は、愛知県知多市の取り組

みを事例に、単に安心安全マップの作成だけでなく、まちづくりコーディネーターが、ワ

ークショップで住民に働きかけ、マップ作成から改善計画、整備実践行動に至るという新

しい取り組みのプロセスを分析し、地域の環境改善行動に至る要因を論じた。7002［澤岡］

は、すぎなみ地域大学を事例に、中高年区民が、受講を通じて、学習者からまちづくりの

行動者となるまでの過程を分析し、市民大学の果たすべき役割を論じた。7003［市川他］

は、上海市の開発により著しく変化が起きている 2 街区を対象に、住環境ユニットの変容

を踏まえた望ましい街区更新像について論じた。7004［五十石他］は、公営住宅団地の住

民自らが子育て支援を展開することで得られる報酬によって、自主リフォームするという

新しい手法を提案し、つくば市営住宅を対象にその可能性について論じた。これら 4 編の

発表後に、活発な質疑討論が交わされ、今後の住環境マネジメントの担い手やそれを支え

る社会的仕組みのあり方の具体的な検討に向け有意義なセッションであった。 

                                 ［野澤千絵 記］ 

 

アーバンフリンジの土地利用・居住地マネジメント（7005～7009） 
 本セッションでは、アーバンフリンジの土地利用・居住地マネジメントについての研究

報告が行われ、会場からの質疑応答を含め活発な意見交換がなされた（講演番号 7005 は欠

席）。7006［阿部］は、人口フレームの値と算出法の検証、都市計画行政による農地の宅地

化のマネジメント、および制度運用の柔軟化の必要性を述べ、さらに会場との議論からミ

クロにマネジメントするツールが必要になるとの意見が出された。7007［藤原他］は、市

街化調整区域内における集落整備と住環境の課題について、地域差があるため、個々の集

落レベルでの整備課題の抽出と課題に対応できる体制づくりの必要性を述べた。また 7008

［鈴木他］は広域合併都市の事例研究を行い、親世帯の生活支援および職住関係から市域

の縁辺部の地域維持が可能な居住地に求められる条件として、40 分程度の範囲内という結

論を導き出している。これに対し、親・子の年代の相違によって条件も変化してくるので

はないか、などの意見がだされた。7009［西崎他］は GIS を用いた住情報 DB を構築し、

地域の居住管理実態の視覚化、土地利用推移の予測手法の構築、地域の保全・再編に向け

た課題の提示などの成果が報告された。会場からは DB 構築におけるデータの収集方法につ

いての質疑があった。                       ［高澤由美 記］ 



 

マスタープラン・広域連携都市マネジメントのビジョン（7010～7012） 
 本セッションを含めて連続する 3 セッションの計 11 題は、「地方都市における今後の都市

形成ビジョン」を全体テーマとする論文である。地方都市では多様な都市計画の課題が山

積しており、これらの解決と研究の進展を目指し 50 名を超える参加者を巻き込んで熱く議

論が展開された。最初を担当する本セッションでは「マスタープラン・広域連携都市マネ

ジメントのビジョン」をテーマとして、地方都市に関する全体計画、および広域連携につ

いて研究発表ならびに討議を行った。まず、「地方都市における水平的機能分担型広域連携

の実態と可能性に関する研究」（7010［姥浦他］）では、播多広域圏、八幡浜・大洲広域圏、

仙南広域圏、淡路地域を取り上げて、垂直的連携と水平的連携の実態が報告された。ほぼ

同規模自治体の場合の事務局機能の担い手、垂直と水平ではどちらが適切か、市町村合併

の枠組みの適切性等が議論された。次に「欧州における地域再生のための都市ネットワー

クの特徴に関する研究」（7011［高澤］）では、URBACT の設立経緯ならびに 2007 年以降第

二期の URBACTⅡの活動内容が紹介された。多数の質問が出され、リーダーズプロジェク

トに対する研究者や研究機関の係り、プログラム実施期間や自治体の連携手法について討

議された。「社会的企業の創造的活動を生み出すクリエイティブリージョンに関する研究－

甲府盆地における社会的企業の事業展開プロセスを通して－」（7012［新津他］）では、3 つ

の社会的企業（NPO 法人：2、株式会社：1）が行政、企業、NPO、学校など多様な主体を

巻き込みながら、地域と連携し事業展開している状況が報告された。資質あるリーダーの

育成、共通意識、周辺地域との連携が課題として提示された。     ［樋口 秀 記］ 

 

地方都市郊外部・農村部の将来ビジョン形成に向けた課題（7013～7016） 
 本セッションは、前後のセッション、「マスタープラン･広域連携都市マネジメントのビ

ジョン」、「地方都市の中心市街地活性化に向けたビジョン」に関連したものである。地方

都市の将来都市構造を見据えた郊外部、特に農村部の土地利用方針と地域管理運営の仕組

みに関する全 4 編の発表がなされ、活発な議論が行われた。7013［浅野他］では、兵庫県

加古川市を対象として、市街化調整区域の土地利用方針と開発許可条例の運用実績、特別

指定区域の指定状況が報告された。区域指定を検討する際の協議体制と、導入効果につい

て質疑がなされた。7014［中出他］では、長野県松本市を対象に、幹線道路沿道の開発状

況、市街地の空間的変化と駅勢圏との関係、同市都市計画マスタープランの将来都市構造

からみた駅施設の位置付け等が報告された。地方都市に対して、今後、集約型都市構造を

目指す上での重要事項、およびその過程について討議がなされた。7015［松川他］では、

スマートインターチェンジの立地と周辺土地利用規制との関係について報告された。土地

利用規制を伴わないインフラ整備が、周辺地域の無秩序な土地利用を誘引する危険性とそ

の対応策について議論がなされた。7016［内田］では、三大都市圏とその他地域との人口

動態の差異が示され、特に、鹿児島県霧島市農村集落地区の人口構成の変化とそれに伴い



生じる営農環境・体制維持に関する課題が示された。従来の農村集落地区の地域運営シス

テムに代替しうる新たな地域づくりの手法について質疑がなされた。  ［小林剛士 記］ 

 

地方都市の中心市街地活性化に向けたビジョン（7017～7020） 
 本セッションでは、前二つのセッション、「マスタープラン･広域連携都市マネジメント

のビジョン」、「地方都市郊外部･農村部の将来ビジョン形成に向けた課題」に引き続き、地

方都市における市街地再開発事業の課題、土地の高度利用化による CO2 削減効果、伝建地

区周辺部の市街地将来像、景観計画の新たな計画単位設定について報告があり、中心市街

地活性化の観点から質疑を交えて活発な議論がなされた。7017［樋口他］では、これまで

に事業完了した市街地再開発事業に対する自治体の問題意識や富山を対象とした再開発事

業と地価との相応関係が報告され、再開発事業の法的枠組みや地方都市への適用性につい

て質疑がなされた。7018［小林他］では、山口県宇部市を対象として中心市街地に都市機

能集積を行った場合の CO2 削減効果がシミュレーション結果として示され、シミュレーシ

ョンの前提や CO2 削減値の解釈や生かし方について質疑がなされた。7019［内田］では、

金沢市下新町が主計町地区等の重伝建地区と中心市街地との「狭間の地域」として定義さ

れ、「狭間の地域」の整備の意義や課題について報告された。地元住民の意識や景観法によ

る整備の可能性について質疑がなされた。7020［茂木他］では、「景廊」概念に基づく景観

計画単位の設定方法が「山あて」で構成された城下町都市を事例に報告され、「景廊」によ

る景観ガイドラインの記述の可能性や城下町都市以外への汎用性について質疑がなされた。 

                                ［浅野純一郎 記］ 

 

地域環境の持続的再生のための地域と大学の連携戦略（7225～7228） 
 本セッションでは、地域再生の今後の方向性を探るために、大学という地域資源に着目

し、地域がどのような戦略を立てて大学との連携を図っていけばよいかというテーマにつ

いて 4 編の発表が行われた。7225［西河］は、国立大学法人の学生宿舎敷地に関して地域

との関係に着目して基礎的分析を行い、大学が持つ資産の活用と地域の再生を両立してい

くことの必要性について発表した。7226［湊］は、国土の再生と大学の社会化という視点

から、韓国の大学改革の今日的動向と事例分析を行い、地域主権を前提としたときの我が

国の大学ありかたについて、多様な社会化戦略を示していくことが重要であることを指摘

した。7227［小松］は、米国ハワード大学近隣地区における取り組みと連邦政府・住宅都

市開発省の支援についての調査を基に、キャンパス近隣地区のコミュニティ改善事業にお

ける大学・行政・地域組織の役割と成果について発表し、公共サービスインフラの空間拠

点として大学キャンパスの新たな可能性を指摘した。7228［小篠］は、フィラデルフィア

市、UCD の事例分析を通じて、大学周辺地区における地域のまちづくり主体による公共空

間マネジメントのあり方を発表し、地域と大学が持つそれぞれの得意分野を生かした発展

形式を生み出すことの重要性を指摘した。発表後は活発な質疑応答が行われ、持続可能な



地域社会形成に果たす大学の役割が重要であることを確認しセッションを終了した。 

                                 ［上野 武 記］ 

 
建築社会システム 

 

生活環境と住宅需給（8189～8194） 
 8189［加納他］は、団地の景観要素のうち総合評価に強く関連するものを抽出し、それ

らが中古売出価格に及ぼしている影響を統計的分析で明らかにしたものである。8190［羽

賀他］は、集合住宅における空地および高さの効用をヘドニック価格法で定量的に示した

上で、これらの効用と移動負荷を考慮して低層集合住宅群と高層集合住宅群の違いをモデ

ルを用いて分析している。8191［高嶺他］では、従来型の住戸形式に付加される「αルー

ム」の利用実態と経年変化を調査し、外部空間への開放性の観点から類型化を行い、居住

者の属性や評価との関係を分析したものである。8192［野崎他］は、コーポラティブハウ

スは身体的不安や孤独感などの高齢期居住の不安要素を解消しうるとの仮説に基づき、既

存のこれら住宅の高齢化の実態と住まい方の変化をヒアリングで調査している。8193［國

上他］は、多摩ニュータウンでの高齢者の居場所について、居場所の種類や立地、利用の

内容や頻度を調査して、利用圏域からみた類型と居場所相互の連関を示したものである。

8194［岩田他］は、高齢者の集まる巣鴨地蔵通り商店街において来訪者同士の会話の発生

状況を調査し、相互の位置関係と着座場所から会話発生の要因を分析している。様々な内

容の論文が報告されており、セッション全体として生活環境と住宅需給の関係を論じるま

でには至らなかったが、これらを論じる上での多様な視点が示された。 ［米野史健 記］ 

 

 

 


