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2013 年度大会（北海道） 

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 

 

RC 超高層建物の耐震性能に関する研究(1)（23001～23004） 

「RC 超高層建物の耐震性能に関する研究(1)～(2)」では、超高層 RC 造建物の実験・解析・

地震観測などに関する 7 編が選抜梗概として採用され、そのうち 6 編が講演発表された。 

 本セッション(1)では 4 編が講演発表された。23001［秋田ほか］では、30 階建 RC 造建物

を対象として複数の振動モデルを用いた解析結果と常時微動測定結果、地震観測結果が検

討され、地震応答評価に用いる振動モデルの適合性などについて報告された。23002［石塚

ほか］では、既存超高層 RC 造建物を対象とした保有耐震性能評価法に関して耐震性能指標

値及び評価法の要点とともに安全限界指標値に対する P-δ 効果の影響などについて報告さ

れた。23003［佐藤ほか］では、超高層 RC 造建物を対象とした地震時の室内安全評価法に

関して家具や仕上げ材の被害指標値の算定方法などが提示され、被害発生率と制振補強に

よる被害低減効果などについて報告された。23004［濱田ほか］では、超高層 RC 造建物を

対象として長周期地震動などによる多数回繰返し履歴下における応答性状が検討され、そ

の特性の評価及び制振補強効果などについて報告された。本セッション(1)では、超高層 RC

造建物の耐震設計に関する有用な研究成果が報告された。［和泉信之 記］ 

 

RC 超高層建物の耐震性能に関する研究(2)（23005～23007） 

本セッションでは、超高層鉄筋コンクリート造の柱はり接合部を含む部分架構に関する 3

編の発表が計画されたが、23007 は発表者の都合によりキャンセルされたため、２編の発表

が行われた。23005（壁谷澤ほか）では、超高層鉄筋コンクリート造の中間階を想定した立

体部分架構実験の結果が報告され、柱はりに囲まれた拘束の大きな部分ではスラブの有効

幅は 1/100rad 程度の層間変形角で全幅に達すること等が示された。23006（孫ほか）では、

二方向加力を受ける立体柱はり接合部実験に関する 3 次元 FEM 解析の結果が報告され、解

析による実験の再現性、モデル化の妥当性、接合部の損傷状況などが示された。質疑では、

得られた知見を今後どのように設計に反映していくかなどが活発に議論され、非常に有意

義なセッションであった。［福山洋 記］ 
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防  火 

 

巨大空間等の煙性状とその予測手法および加圧防排煙方式の計画等について（3142～3143） 

 3142（岸上ほか）は加圧煙制御における遮煙開口部の流れの性状を実大で調べた実験的

研究で、給気条件が大きな影響を与えることが報告された。実務的にも重要でありながら、

その性状が明らかになっていない点に関するデータが得られている。3143（津本ほか）は

地下空間における自然排煙の効果を数値シミュレーションで調べ、モデル空間で避難と煙

についてケーススタディも行っている。都市においては、一般的であるが潜在的危険性が

高い地下空間の避難安全に関する貴重な研究である。［山田茂 記］ 

 

避難安全計画設計手法の新しいアプローチ(1)（3144～ 3148） 

（未提出） 

 

避難安全計画設計手法の新しいアプローチ(2)（3149～3154） 

（未提出） 

 

避難安全のバリアフリーデザイン（3155 ～ 3160）  

本セッションは高齢者･障害者等の自力避難困難者の避難安全に関する 6 編の一連の発表

があった。3155［土屋ほか］では、病院の入院患者の避難行動能力別の分布のほか、一般

病床のスタッフ 1 人あたりの介助負担人数などを調べた結果の報告を行った。次に 3156［新

井ほか］では、病棟内ではなく大規模病院の外来部における避難困難者の在館特性につい

て把握した結果が紹介された。3157［志田ほか］では、就寝機能をもつ高齢者福祉施設と

して特別養護老人ホーム・介護老人保健施設を主な対象に、過去約 20 年間における居住者

の避難行動能力の変化を分析している。3158［滝沢ほか］および 3159［古川ほか］は、保

育所園児の避難行動特性と避難安全計画に関する調査研究として実際の保育園での避難訓

練の実態調査を行い、乳幼児の避難行動能力の把握のほか、保育園児の避難時の問題点と

安全確保の課題について報告した。160［川原ほか］では、不特定多数の人がいる百貨店に

おける歩行困難者等や乳幼児などの在館者人数とその在館特性の実測調査の結果が報告さ

れた。高齢者の増加に加えてその社会参加も進む今日の社会状況の中で、高齢者･障害者等

の災害時要支援者のアクセシビリティの進展に応じた避難安全性の確保に関する調査研究

は今後ますます必要となろう。［関澤愛 記］ 

 

火災安全工学と総合防災（3206～3209） 

（未提出） 

 

木質防耐火建築の工学的基盤の構築に向けて（3210～3212） 
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（未提出） 

 

 

環境工学 

 

実験室実験から実空間創造へ（40036～40039） 

（未提出） 

 

集合住宅における遮音性能の現状把握と今後の展望（40124～40127） 

 集合住宅の遮音性能水準検討小委員会が企画した OS「集合住宅における遮音性能の現状

把握と今後の展望」では 4 編の論文が発表された。 

 40124［岩本］では、1970 年代の集合住宅の黎明期と現在における音環境として、歩行、

建具、給排水等の隣戸における発生音や、24 時間の騒音暴露量を調査し、当時と比較して

10～20dB 程度現在の建物の性能が向上していることを明らかにした。 

 40125［井上］では、床衝撃音に関して居住者要求と L 値の比較を実施し床衝撃音等級と

生活実感には明確な相関があること、上階の子供の有無で床衝撃音の指摘率が変わること

などを明示し、消費者の理解できる評価方法を提示し要求性能を達成・供給できるシステ

ムを構築するべきであるとした。 

 40126［稲留］では、生活行為によって発生する床衝撃音レベルと重量床衝撃音レベルの

比較を実施した結果の報告、さらに実建物における歩行、走行、とびはねなどの実測値を

示しバングマシンは飛び跳ねと走り回り、ゴムボールは単発走行音との対応が良いとの報

告があった。 

 40127［黒木］では、実建物を利用して大人子供合わせて 25 名の被験者による歩行、走

り回り、飛び跳ね時の発生音調査を行い、子供の発生音は大人と比較してばらつきが大き

いこと、子供の走り回りはボール、飛び跳ねはバングマシンの発生音と同程度であること

が示された。［岩本毅 記］ 

 

臭気の測定・評価・対策(1)（41401～41404）  

本セッションでは、臭気の測定と評価、対策に関する研究発表が 4 編行われた。41401［板

倉ら］は、医療施設における臭気の特性を調べるために、全国の医療施設に勤務する看護

師を対象として行ったアンケート結果のうち、がん性腫瘍に伴う臭気の特性について考察

を行い、がん性腫瘍の臭気が問題となっている実態を指摘し、問題成分としてメチルメル

カプタン、トリメチルアミンなどを挙げている。また、41402［光田ら］は、在宅介護環境

におけるにおいの特性を明らかにするために、介護者及び同居家族を対象にアンケート調

査を行い、においに関連する介護生活での問題点を明らかにした。41403［棚村ら］は、た

ばこ臭の許容度、臭気の感じ方について、性別、喫煙の有無、同居人の喫煙状況による差
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異について、官能試験により検討し、においの感じ方にこれらの要因が影響していること

を定量的に明らかにした。41404［木村ら］は、集合住宅のごみ置場における脱臭装置につ

いて、酸素クラスター、紫外線ランプ（オゾン）、紫外線式光触媒方式などの 5 社の製品を

対象として脱臭試験によりメチルメルカプタンの除去性能を定量化し、いずれも換気との

連動が効果的であることを明らかにした。いずれも、現在建物において深刻化する臭気の

対策技術の検討にとって重要な知見が得られており、それぞれ活発な意見交換があり、有

意義なセッションであった。［山名俊夫 記］ 

 

臭気の測定・評価・対策(2)（41405～41408）  

 臭気の測定・評価・対策がテーマの本 OS の後半では、臭気の大気拡散、順応反応モデ

ル、建材のにおいの放散速度の推定、模擬臭を用いた臭気評価の 4 題が報告された。41405

［村上ほか］では、数値流体力学（CFD）を用いて工場排気の簡単なモデル解析を行い、大

気拡散効果を調査した結果が報告された。41406［山中ほか］では、酢酸エチルを連続暴露

させた際の臭気強度変化について嗅覚反応モデルを適用して試算し、様々な状況下での臭

気強度変化などについて検討を行った結果が報告された。41407［飯泉ほか］では、建材か

ら放散する化学物質とにおいの関係を明らかにしたうえで、部位複合建材から発散するに

おいの放散速度の測定が可能であるかを検討した結果が報告された。41408［山本ほか］で

は、調湿・脱臭建材を用いて模擬臭、擬似空間での臭気の低減性能を確認し、実現場施工

想定における臭気低減性能を検討した結果が報告された。いずれもにおい感覚・現象を数

値化するという難題に取り組んだ研究であり、臭気の測定法・評価法に関して会場とのや

り取りも活発に行われ、大変興味深いセッションであった。［光田恵 記］ 

 

環境配慮空調と室内環境（41604～41606）  

 本セッションでは 3 編の発表が行われた。41604［塩谷ほか］は 近大型建築にも導入さ

れ始めている天井放射パネルユニットについて、冷暖房時における熱性能実験を行い熱交

換式を導いている。表面熱伝達率に配管部とパネル部の断面長さとパネル部のフィン効率

条件を加えた等価熱伝達率を定義して計算法を組み立てている。4160［相良ほか］は高断

熱事務所建築を対象にして、夏期・中間期においてフリークーリングを利用した空調シス

テムの性能検証を行いその有用性を検証している。LCEM ツールによるシミュレーション

を行い、土日の運転停止による影響、設定温度による影響、運転時間による影響を検討し

ている。41606［守ほか］はダブルスキン、エアフローウィンドウなどの高性能窓システム

の実用計算ツールの開発を行ったものであり、複数の建物の実測値から計算精度を確認し

ている。試算例として、設計用気象条件下での熱性能値の時刻変動、上下有効開口面積に

よる比較、AFW の屋外排気率の検討などを示している。本セッションの感想として、理論

式と実測値の照合の時に実測建物を実ビルとか実使用状態でのデータを利用するか、大型

実験装置のモックアップなどからのデータを利用するか、その使い分けが重要であると認
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識された。［石野久彌 記］ 

 

 

建築計画 

 

仮設住宅と公共空間再生（5001～5003）  

 001（篠本ほか）および 5002（朴ほか）は、仮設住宅団地における駐車スペースに着目し

た連報であった。区画外駐車を念頭に置いた仮設住宅団地の空間計画のあり方が議論され、

あらかじめ一時利用を前提とした団地内のゾーニングおよび動線を計画することの重要性

が確認された。しかしそのためには、どれくらいの戸数を目処にどのくらいの面積で確保

すべきなのかの計画単位を定める必要があることも指摘された。5003（堀口ほか）では、

自然発生的な公共的空間の意義についての高い共感はあったものの、将来の防災計画にお

いて自然発生的なオープンスペースをアプリオリに計画できるのか否かについての指摘が

なされた。被災者の能動的な環境への働きかけをいかに復興事業や支援方策あるいは将来

の防災まちづくり等へ結びつけることができるのかが、今後の研究展開およびその被災地

還元への課題である。［森傑 記］ 

  

仮設住宅の外部空間（5004～5006）  

 I 県内のある地域の 48 カ所の応急仮設住宅団地の写真撮影、実測調査に基づく外部空間

に関する連続の研究 3 編が報告された。5004 は震災後 2 年間を経過した仮設住宅団地の共

用空間の内容の変化を捉えたもので、震災後しばらくは組織や行政からの支援として設置

される「共用のモノ」が多かったのに対し、昨今は「個人のモノ」が置かれるような状況

に変化してきたとの実情が紹介された。より生活に密接な対応が具体化していく時間的な

変化が実感できる。5005 では南側の窓周りの植栽などに利用する近傍スペースとして、台

やベランダなどの設置が自発的になされるようになった状況が紹介された。これについて

も経年変化が見られており、単なる踏み台としての設置から手すりなどを配したベランダ

化が進んでおり、より生活領域の伸展が認められることを示唆する結果である。5006 では、

玄関周りの砕石や舗装のディテールによって植木鉢設置など植栽化の様子が異なることが

示された。いずれも、実態調査に基づく要素量のカウントを主とした報告だが、その事象

がもたらす価値や、生活やコミュニティへの影響など、それらのデータの持つ意味・意義

について今後の展開を期待する旨の質疑応答がなされた。各団地のコミュニティ特性など

とこれらの事象との対応関係など、さらに分析考察が深まることが計画的提案等に寄与す

るものとなろう。［大原一興 記］ 

 

遠隔地避難と保育施設（5007～5009）  

 5007（島口ほか）では、札幌市営住宅で避難生活を続けている被災世帯に、生活実態と



6 
 

居住環境に関するアンケートを行った結果を報告した。被災地に家財や自宅が残る場合に

は環境への満足度が低く避難先での環境に適応しにくいのではという議論に関連して、家

財の分析に関する質問・意見が出された。原発被災と津波被災で家財の所有感や環境満足

度は異なるか、家族構成による家財種類数の違いがあるのでは、などが問われ、今後の分

析への期待が示された。  

 5008（藤井ほか）では、栃木県の保育施設の原発に対する意識、放射能への対応などを

調査した結果を報告した。保育園と幼稚園で室内の放射能対策への関心に違いがあること

などが示唆され、行政側の事情や保護者側の意向の違いについても分析を加える必要があ

るのではとの指摘があった。  

 5009（野島ほか）では、東北 3 県・関東 3 県の保育園の東日本大震災時の被害状況と避

難経路を調査した結果、およびより広域を対象として保育園の災害対策を調査した結果を

報告した。避難経路と手段について質問があり、典型事例が紹介された。 

 長い避難生活で家財道具の量や環境満足度がどのように推移しているか、保育園・幼稚

園が放射能に対してどう対処しようとしているか、震災後の災害対策をどのように作成し

ようとしているか、という異なるテーマだったが、全体を通して、震災後の種々の取り組

みを始めた人びとの意識をさぐり課題を明らかにする着実な努力の重要さが再認識された。

［横山ゆりか 記］ 

  

福祉仮設住宅とコミュニティケア（5010～5012） 

 石井（5010）では、福祉仮設住宅は、孤立を防ぐためにも一般仮設住宅との位置関係が

近接・隣接すること、同郷のコミュニティとの関係がとれることなど、地域との交流の重

要性を述べている。富安ほか（5011）は、被災地全域に設置されてきた高齢者などのサポー

ト拠点について、建設・計画と運営に問題を整理するとともに、被災状況に合わせたきめ

細かい対応が必要と述べている。齋藤ほか（5012）では、入居前後の調査より、仮設住宅

の計画方法を工夫することによって顔見知りが増えることを明らかにしている。仮設住宅

の配置計画や、福祉仮設住宅や高齢者等のサポート拠点の計画は、今後につながる重要な

課題であり、継続した分析・考察が必要であると感じた。［定行まり子 記］ 

 

 

農村計画 

 

災害復興（6039～6043）  

 本セッションは災害復興をテーマとしたこともあり、被災実態を取り扱ったものから、

広域支援、復興課題など幅広い内容で 5 本の報告が行われた。6039［久本ほか］では地形

の特徴と津波被害の関係について広範な調査結果に基づく分析が提示された。6040［菊池

ほか］では沿岸部が甚大な被害を受けた際の内陸部の支援拠点としての可能性をインタビ
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ュー結果から明らかにし、将来的な地域と外部人材の交流の可能性についても指摘がなさ

れた。6041［合木ほか］では、これまで被災集落に寄り添いながら復興計画の策定を実施

してきた経緯およびその課題が示された。議論の場を継続的に設けることで、住民が主体

性を持って計画策定に携わるようになってきた様子が明らかとなった。6042［中野ほか］

では、被災漁業集落の復興に果たす女性の役割に着目するとともに、復旧工事や禁漁期間

の設定によって仕事がなくなった女性の活躍の場を設置することが、本格的な復興に向け

て重要となることが示された。6043［清野］では、震災以降外部からの来訪者が増加して

いる津波被災地における、すべての人に理解しやすい避難マップの重要性を指摘するとと

もに、その制作プロセスおよび作成された地図が紹介された。 

 様々な視点からの質疑応答も行われ、津波被災地の復旧・復興、そして地域再生プロセ

スにおける重要な視点が確認されたセッションとなった。［澤田雅浩 記］ 

 

 

都市計画 

 

大学と地域のサステイナビリティを目指したキャンパス・デザインとマネジメント(1)

（7296～7297）  

 本セッションでは、大学の施設マネジメントの在り方に関する 2 編の発表と活発な議論

がなされた。7296［恒川ほか］と 7297［脇坂ほか］では、国立大学 14 校、私立大学 3 校へ

のヒアリングを通じて、施設の管理データ運用、点検および性能評価の実態が明らかにさ

れた。7296［恒川ほか］では、大学の施設マネジメントを行ううえで必要な施設管理デー

タベースの在り方の差異と課題が明らかになった。7297［脇坂ほか］では、施設点検およ

び施設性能評価の比較が行われ、これらの特徴や傾向が明らかにされた。なお、7298［小

篠］についてはテーマが 7299 に近いため、セッション(2)で議論された。［鶴崎直樹 記］ 

 

大学と地域のサステイナビリティを目指したキャンパス・デザインとマネジメント(2)

（7298～7301）  

 本セッションでは、4 編の発表がなされた。7298［小篠］と 7299［小松ほか］では、大

学のサステイナビリティ評価に関する報告がされた。7298［小篠］は先進的に取り組んで

いる国内外 3 大学の環境報告書等と、世界の主要な評価システムを比較することで、これ

らの枠組みと今後のあるべき評価システムの方向性を考察した。7299［小松ほか］は、北

米の教育機関で用いられているサステイナビリティ評価システムを日本で運用する上での

有用性や妥当性を検討した。7300［斎尾ほか］では、過去 30 年間の首都圏における大学立

地変遷の傾向が明らかになった。7301［山口ほか］では、学生による地域貢献やボランテ

ィア等活動の実態を明らかにし、学生団体の組織体制や活動分野などが、活動場所や利用

施設の選択に影響すること等が示された。［吉岡聡司 記］ 
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環境まちづくりの現状と展望（7302～7304）  

本セッションは、環境まちづくり小委員会が企画運営 OS として東日本大震災による福島

県における除染の現状、北海道の地域における新エネルギーの取り組みに関する 3 編の論

文が発表された。 

7302［川崎］は、福島県の汚染状況重点調査地域に指定された市町村の除染の現況と、

国・福島県の除染に対する取り組みに関する評価結果を報告した。 

7303［林原ほか］は、北海道の 5 地域（下川町、足寄町、鹿追町、ニセコ町、稚内市）

の新エネルギーの導入に関する取り組みが報告された。 

7304［中島ほか］は、北海道地域の鹿追町、下川町を対象に、バイオマスエネルギーに

着目し、新エネルギーを活用した地域内循環システムと地域像を提案した。［郭東潤 記］ 

 

コンパクトな市街地形成のための技術(1)：中心市街地の跡地利用（7389～7392）  

 本セッションでは「コンパクトな市街地形成のための技術(1)：中心市街地の跡地利用」

と題して 4 報の論文発表が行われた。まず 7389［竹之山ほか］では、地域づくりの種地と

しての中心市街地内の大規模跡地の活用実態に関する発表が行われた。次に 7390［樋口ほ

か］では長岡市のシビックコア開発計画の経緯と課題についての発表が行われた。7391［松

田ほか］では稚内駅を中心とした複合再開発の実態とプロセスに関する発表が行われた。

後に、7392［飯田］では、松戸市を対象として学校跡地の活用事業への考察に関する発

表が行われた。これらの発表に対して、会場からは開発推進主体のスキームの実態、跡地

を活用した計画における中心市街地との空間的関連性、および土地利用のプロセス分析の

方法論についての質疑応答が行われた。［内田奈芳美 記］ 

 

コンパクトな市街地形成のための技術(2)：中心市街地活性化手法（7393～7396）  

 都市再生手法小委員会と土地利用問題小委員会が共同で実施した OS「コンパクトな市街

地形成のための技術」は、2 日間で全 7 セッション計 27 編の論文発表を行った。本セッシ

ョンは、コンパクトな市街地形成に重要な中心市街地の活性化手法について発表・協議し

た。 

まず、7393［永江］では、認定中心市街地活性化基本計画からみた公共公益施設による

市街地再生手法を分析した結果、学習・教育・実習施設が約 30％を占め、その事業費は社

会資本整備交付金が活用されていること、合わせて島根県江津市の具体的な整備事例が報

告された。中心市街地のエリアが広く設定されている理由などが議論された。7394［内田

ほか］では、富山県砺波市を事例として、空洞化が進む商店街の機能的・心理的中心性の

変化について調査結果が示された。商店街の店主や各世帯の人間関係・つながりの変化に

対する質問、心理的中心性を高める方策として子育て支援が有効ではないか等の意見が出

された。7395［伊藤ほか］では、中心市街地活性化基本計画の認定を受け、かつ近世城郭
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の史跡をもつ地方都市を対象に、歴史文化資源の活用方策に対する調査結果が報告された。

盛岡市では公園区域内である桜山参道地区で若者による飲食店の出店が見られるようにな

ったが、問題が発生しており協議中であること等が示された。その後、史跡・公園内の整

備のあり方について議論した。7396［竹橋ほか］では、金沢市で歴史的背景を残す 19 地域

で、駐車場が発生するプロセスを分析した結果が報告された。密集した敷地が集まる地域

で、狭い敷地が駐車場化し、統合化している実態が示され、そのような駐車場化をコント

ロールする手法について議論された。［樋口秀 記］ 

 

コンパクトな市街地形成のための技術(3)：エリアマネジメントと地区再編（7397～7400） 

 本セッションは、全 7 つのセッションで構成される「コンパクトな市街地形成のための

技術」の中で、地方都市の「エリアマネジメントと地区再編」を協議するセッションであ

る。コンパクトな市街地形成への具体的技術として、都市再生整備推進法人制度の可能性、

木造コンパクトシティの試案や夕張市の都市再編事業の計画論について報告がなされ、人

口減少時代の地方都市の持つ課題や計画与条件の観点から質疑を交えて活発な議論がなさ

れた。7397［泉山ほか］では、2011 年の改正都市再生特別措置法による都市再生整備推進

法人制度の活用事例や指定法人による制度評価例等が示され、同事業によって生まれた都

市空間や施設利用者のメリットや効果について質疑がなされた。7398［坂本ほか］では、

帯広市を対象に木造コンパクトシティの導入意義やメリット、実現可能性がシミュレーシ

ョン結果として報告され、建物更新の設定や考え方について質疑がなされた。7399［尾門

ほか］及び 7400［長尾ほか］では、夕張市におけるコンパクトシティ構想の計画論や同市

真谷地地区における公営住宅集約化のプロセスが報告された。費用負担という観点に加え

て、持続可能性という観点からの計画のあり方について質疑がなされた。［浅野純一郎 記］ 

 

コンパクトな市街地形成のための技術(4)：土地利用(1)（7401～7403） 

 本セッションでは、3 編の発表が行われた。7401［浅野］では、地域自治区レベルで独

自の土地利用計画を策定している長野県飯田市を対象に、地域自治区レベルでの土地利用

管理の実態と課題が示された。これに対し、地域自治区が土地利用計画を策定する際のイ

ンセンティブに関する質疑が行われた。7402［松川ほか］では、令八条ロの区域に配慮し

た開発許可制度の運用課題について議論が行われた。本発表については、浸水リスクの根

拠の設定に関する質疑が行われ、発表者から令八条ロの区域に配慮した運用事例の紹介が

なされた。7403［小地沢ほか］では、人口減少時代の中、地域コミュニティを支援するこ

とを目的に配属される行政の地域担当職員に着目し、その職能や職責について分析してい

る。本発表については、担当職員の選定方法に関する質疑が行われた。［長聡子 記］ 

 

コンパクトな市街地形成のための技術(5)：土地利用(2)（7404～7406） 

 土地利用問題小委員会と都市再生手法小委員会が企画運営した本 OS「コンパクトな市街
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地形成のための技術」では全 7 セッション計 25 論文の発表が行われた。本セッションでは

3 報の論文発表が行われ、「土地利用」とりわけ「開発許可条例と線引き制度の廃止」をテ

ーマとした下記の研究報告とその質疑がされた。 

 7405［安田ほか］では、首都圏近郊整備地帯での開発許可条例の実態について報告され、

小田原市と相模原市の事例に着目した理由や県条例と異なる両市の運用手法についての質

疑がされた。7404［玉井ほか］および 7406［鵤ほか］では、線引き廃止都市の高松市・新

居浜市・西条市での分析結果が報告され、後者の研究では、これらの分析結果を用いて、

防府市が線引きを廃止した場合のシミュレーション結果が発表された。両者の発表に対し

ては、線引き前後の開発動向やショッピングセンターとの位置関係について、より精査し

た分析の必要性が指摘された。また、線引き廃止による地価や税収の変化、従前の市街化

調整区域（非線引き白地地域）での新規居住者の特性についての質疑がされた。 

［松川寿也 記］ 

 

コンパクトな市街地形成のための技術(6)：住宅と公共施設の再編（7418～7420 ）  

（未提出） 

  

コンパクトな市街地形成のための技術(7)：コンパクトシティ実現に向けたシナリオ（7421

～7424） 

 本セッションでは 4 編の発表が行われた。7421 と 7423 は、ともに山口県内の都市を事例

に集約化のシミュレーションを行った研究である。7421［小林等］では、人口集約による

CO2 排出量などいくつかのシナリオを設定し、ここから環境評価ツールの開発を行った。

動画を用いたプレゼンテーションが会場の興味を引いていた。7423［坪井等］では、マス

タープランをもとに集約化のルールを設定し、これに基づいて予測した集約型と、従来型

の都市構造における人口変化の比較が報告された。また、7422 と 7424 は、ともに土地証券

化をキーワードとしたコンパクトシティの実践シナリオと費用に関する研究である。7422

［和田等］では、長岡市を事例に非市街化エリアから市街化エリアへの市民の移転につい

ての費用予測（まちづくり会社の収支や移転者負担の費用）が発表された。同様に、7424

［松宮等］では、さいたま市与野を事例に土地証券化と駅舎増設を起点とした集約化のス

テップを設定し、集約化の過程におけるステークホルダーごとの収支についての詳細な検

討結果が報告された。質疑では駐車場や多心型シナリオの設定に対する質問、土地証券化

の実現可能性に関する質問など現実的な意見が多く寄せられた。これらの意見を踏まえて、

より詳細な検討や実践の結果が継続的に報告されることを期待したい。［松井大輔 記］ 

 

新しい住環境価値の創造（7465～7468 ）  

 本セッションでは、4 編の発表が行われた。7465［近藤ほか］は、花街を含む八王子市中

町地区を対象に、観光化と住環境に考慮したまちづくりの活動実態と、市街地の変容と居



11 
 

住者層の変化について論じ、居住者とまちづくりの関係について議論がなされた。7466［吉

崎ほか］は、地区計画の活用の必要性について、千里ニュータウンとドイツの事例を通し

て論じ、地区計画に関する制度上・運用上の課題について議論がなされた。7467［加納ほ

か］は、中国広州市の城中村の調査より、生活行動が現れている公共空間をさす「半領域」

の概念が提示され、その定義や研究意義について質疑がなされた。7468［関谷ほか］は、

中国上海市の歴史文化風貌区である里弄地区について、住環境と創意産業の併存の実態に

ついて論じ、現時点での居住実態について質問が出された。調査対象は多様であったが、

それぞれの論文で、住環境に新しい価値を見出す可能性が確認された。 

［岡絵理子、桑田仁 記］ 

 

 

建築社会システム 

 

ライフステージの複線化と住宅需給（8137～8142） 

 本セッションでは、6 編の発表が行われた。8137［渡邊、真野］は、震災後に多くのボラ

ンティアを受け入れた宮城県石巻市を取り上げ、震災後の中心市街地の建築物の現況調査、

復興支援活動を行っている団体スタッフを対象に実施したヒアリング調査、中心市街地で

生活している若手居住者を対象に実施したワークショップの結果を紹介し、移住者向けの

コミュニティ・ハウジングの整備が被災中心市街地の復興に資する可能性を指摘した。8138

［高松ほか］は、間取りや広さが異なる住宅に暮らす都市部の単身高齢者 16 名を対象に、

訪問調査によって住まい方の把握を行うとともに、人感センサーを使って調査対象者の各

室での滞在時間や生活行動を定量的に把握する試みを実施し、要介護度と居室の滞在時間

の関係を示した。8139［三上ほか］は、自宅外での入浴行動に着目し、多摩ニュータウン

にあるスーパー銭湯、スポーツクラブ、公共施設といった種別の異なる入浴設備を備えた 8

施設を対象に利用実態調査を実施し、結果の分析から施設別および年齢別にどのような差

異や傾向が見られるか紹介した。8140［鈴木ほか］は、住宅の機能を代替する施設の立地

と人口分布の関連を分析することを目的に、八王子市、日野市、多摩市を対象に、食事に

関する代替施設としてコンビニ、ファーストフード店、カフェ、ファミリーレストラン、

持ち帰り弁当、スーパーを取り上げ、GIS を使って徒歩での利用を想定した場合の移動負荷

を算出して、年齢別や世帯人員数別の利用者数の分析結果を示した。8141［保持ほか］は、

京都府八幡市にある公的集合住宅団地を対象に、入居者に対して実施したアンケート調査

の結果から、自家用車の所有・利用実態およびカーシェアリングの利用意向を明らかにし

た。さらに、カーシェアリングの利用意向を持つ世帯がすべて利用する場合を想定して今

後の駐車場利用台数を推計し、将来の駐車場台数の削減の可能性を示した。8142［伊藤］

は、中国の歴史的住宅建築である四合院が良好な状態で維持されている住環境に着目し、

四合院が多く現存している北京市旧東城区と西城区で販売された不動産物件のヘドニック
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価格法を用いた分析結果から、四合院に近接して住まうことが大きな価値を持つことを示

した。［谷武 記］ 

 

 

情報システム技術 

 

建築モニタリング（11013～11014） 

 11013 では、ジャイロセンサの建築性能モニタリングに関して模型供試体を用いた振動台

実験を行い、ジャイロセンサの固有周期の同定精度、応答変位の計測精度や構造性能モニ

タリングへの適用性を明らかにしている。11014 では、ソーシャルメディアに投稿された情

報を自動的に収集するシステムを用いて地理情報と感性的単語の検討を行い、東日本大震

災前後での感性的情報単語の多寡や地理的特性による傾向の違いを明らかにしている。近

年は、加速度や温湿度等の物理的情報のモニタリングだけではなく、人間行動や感性情報

等に関するモニタリングも行われ、今後、感性工学等の分野との積極的な連携が重要であ

ると考える。［谷明勲 記］ 

 

 


