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防  火 

 

煙の水平・垂直方向及び室間移動時の流動性状（3037～3040） 

3037（鈴木）は「非定常 2 次元 3 層流煙予測モデル」という斬新なアイデアに基づく予

測モデルに関する報告で、単純な形状の空間における予測結果が示された。実験結果との

比較も予定しているとのことで、今後の進展が大いに期待される。3038（岸上ほか）では、

折れ曲がり部を有する室の煙拡散性状に関し、模型実験と FDS による予測計算の結果が示

された。折れ曲がりの有無で性状が異なること、FDS による予測が比較的精度良く行われ

たことが報告された。実務的にも有益な研究である。3039（中濱ほか）は、複数の建物が

接続する場合、その接続部に「緩衝帯」を設けることが一般的であるが、それぞれの建物

を消防法上別棟と判断するための緩衝帯の条件に関する検討である。いくつかの火災シナ

リオを考え、それに対する評価法を提案するもので、実務に直結する課題であり、さらな

る整備が期待される。3040（太田ほか）は、スプリンクラー作動時の煙性状に関する報告

で、筆者らは一連の報告を数年前から行っている。本報告では構築した予測モデルによる

計算と実験との比較、パラメータースタディについて述べられた。類似の研究が少なく貴

重なものであるため、今後の展開も期待される。計 4 題の発表であったが、煙の発生や避

難との関わりではなく、「煙の流れ」に焦点を当てた研究発表で、活発な議論が展開され

た。［山田茂 記］ 

 

避難安全性能の定量化と避難安全計画（1）（3066～3069） 

 本セッションでは、避難計画の提案に関する 4 編が採用された（3066 は発表欠席につき

講演発表 3 編）。3067［山口ほか］では、居室火災において避難出口を一か所に許容する

条件について、出火場所、出口、煙拡散等の条件から検討を行い、避難許容リスクと許容

在館者数の関係などを報告された。3068［鈴木ほか］では、超高層オフィスビルの階段配

置に関する調査により、床面積と階段数、歩行距離、階段間距離などについて検討を行い、

空間の見通し、煙等の影響、逃げやすさから階段計画の定量化について報告された。3069

［峰岸］では、避難安全計画を様々な関係者（建築主、設計者等）間で共有するための方

法として、避難安全性を火災シナリオに応じてわかりやすく表現するための手法について、

ケーススタディと合わせて報告された。本セッションでは質疑も活発に行われ、非常に有

意義であった。［村井裕樹 記］ 
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避難安全性能の定量化と避難安全計画（2）（3070～3073） 

（未提出） 
 

鋼・合成構造の耐火性に関する最近の研究動向（3096～3099） 

（未提出） 
 

外壁開口部を介した上階延焼（1）（3151～3153） 

3151［外山ほか］では、ISO13785-2 大規模ファサード試験について、ISO で規定される

異なる火源を用いた火災実験結果の比較が報告された。3152［西尾ほか］では、JIS 規格案

を検討中の中規模ファサード試験について、異なる火源強度、異なる可燃外装試験体の火

災実験結果が報告された。3153［出口ほか］では、フィルム型太陽電池を外装に用いる事

を想定して、小規模および中規模の燃焼発熱性試験の結果およびモデル化の検討状況が報

告された。可燃性外装の燃焼性状については知見が極めて乏しいなか、いずれも先駆的で

有意義な取組みであり、同分野に関する研究の更なる発展に繋がる事が期待されるもので

ある。［吉岡英樹 記］ 

 

外壁開口部を介した上階延焼（2）（3154～3156） 

開口噴出火炎による延焼の予測・設計手法に関する 3 題の報告があった。 

3154［趙ほか］では、ビーズ法発泡ポリスチレンフォーム（EPS）を用いた湿式外断熱外

装について、EPS の溶融・流動を考慮した計算モデルの提案、および、実験結果との比較が

報告された。3155［村岡ほか］では、複数の開口からの熱気流噴出を考慮した上階延焼危

険検証法の提案と既存オフィスビルを対象としたケーススタディについての報告が行われ

た。3156［神戸ほか］は、木造 3 階建て学校火災における噴出火炎による上階延焼につい

ての実大火災実験での噴出火炎性状、上階への延焼要因が報告されるとともにその設計上

の対策が提案された。上階延焼は未だ不明点が多いなか、いずれも新たな知見を与える有

用な報告であった。［中村正寿 記］ 

 

外壁開口部を介した上階延焼（3）（3157～3158） 

 本セッションでは、上階延焼にかかわる 2 編の発表が行われた。3157［中村ほか］は、

FDS（Fire Dynamics Simulator）を使い、水平方向に並んだ複数開口における噴出熱気流性状

に対する開口幅・開口間距離の影響を示した。3158［原ほか］は、木製床が上階延焼によ

って上下両面から加熱を受けた場合、下面一面加熱よりも燃え抜け時間が早まることを実

験によって示した。上階延焼に関する評価・対策への展開が期待される。［森田武 記］ 
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環境工学 

 

評価構造にどうアプローチし、どう使うか？（1）（40032～40034） 

 評価構造をテーマとした本 OS の前半では、多くの研究実績を有する環境心理・生理分野

の気鋭の研究者 3 名による、それぞれ趣の異なる発表がなされた。40032［小島］では、評

価構造の必要性、そもそも評価構造とは何か、から始まり、自覚されていない環境要素に

よる影響、さらに豊富な研究成果に基づく様々な評価構造へのアプローチ手法について体

系的な説明がなされた。一方、40033［槙］では、讃井の評価グリッド法から始まる、下位

の客観的な特徴から上位の抽象的な印象に至る樹状図的な評価構造に代えて、総合的な評

価も印象の一つとしてあえて特別視しないフラットな評価構造の提案がなされた。40034

［大井］でも、評価構造抽出に用いられる評価グリッド法の方法論が再考され、ラダーリ

ングに総合的な評価を用いない例が紹介されると共に、比較判断を伴わないイメージグリ

ッド法なる新たな方法論が提案され、コンセプトワークにおける有用性が主張された。こ

れに対して、特に評価の過程における時間概念の取扱について問題提起がなされ、発表者

のみならず、会場内の多くの研究者が意見を述べた結果、興味深い活発なセッションとな

った。［西名大作 記］ 

 

評価構造にどうアプローチし、どう使うか？ (2) （40035～40038） 

 4 報の投稿のあったセッションであるが、40038 が発表取り止めとなり、残る 3 報におい

て発表と質疑がなされた。 

 40035［森原］は PAC 分析とキャプション評価法という全く異なる手法を取上げ、前者の

手法で商店街と映像から連想されるイメージの樹形図化を行い、後者ではモデルルームの

評価の構造化を行っている。質疑では後者の手順が一般的な EGM による住宅リビングの評

価構造とどのように異なるか指摘された。40036［土田］は PAC 分析のあり方を論じたもの

であり、質疑において PAC 分析はレパートリグリッド法と対応するのではないかという興

味深い指摘があった。40037［小島］は店舗の入りづらさの構造を検討しており、最も会場

の興味を引いたテーマであった。全体質疑においては評価構造をそもそも回答者が持って

いるか否かの判断法について質問が上がり、大いに盛り上がった。［宗方淳 記］ 

 

音環境に関する規準・指針の体系と今後（40144〜40146） 

 本セッションは音環境規準検討小委員会（以下、規準検討小委）により企画され、日本

建築学会音環境基準（以下、AIJES）に関する 3 編の発表が行われた。40144［川井ら］は、

AIJES「学校施設の音環境保全規準」の対象を幼稚園、保育所、学童保育施設等まで拡充す

るための検討として、近年新設された保育園の現状・課題の把握を目的とした音環境の実

態調査の報告と、海外の保育施設のための音環境基準のレビューが行われた。40145［清水

ら］は、スピーチプライバシーの AIJES 作成に対する枠組みを議論するため、海外におけ
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る規格・標準化の動向、日本におけるスピーチプライバシーの研究と実施例、そして AIJES

作成に向けた課題と提案が示された。40146［古賀ら］は、規準検討小委で検討が行われて

いる音環境に関する性能基準や設計指針の背景、AIJES のグランドデザイン、今後の刊行・

改訂の大まかな枠組みの考え方などが示された。多数の出席者があった会場からの質疑応

答では、「学術的な完全性よりも実務で使える形で早期にランク設定してほしい」などの

意見や、ISO などに倣った作成中の規準案等の公開方法や電子出版化の提案など、活発な議

論が行われた。［平光厚雄 記］ 

 

色彩の効果（470235～40237）  

本セッションでは、色彩の効果について、次の三つのテーマの研究発表が行われた。 

40235 では、距離と照度比が測色に及ぼす影響が報告された。発表では、室内において距

離 30m までについて距離の影響はほとんど認められないこと、それ以上の距離の影響につ

いては、より大きな測定対象を作成し、遠距離からの測定を屋外で試みることが必要と報

告された。質疑応答では、30ｍ以上の距離の影響がどの程度のものであるかが議論された。

40236 では、図と地のコントラストを変数としたモノクロプリントによる壁面模様の面積効

果の評価が報告された。発表では、壁紙模様において面積効果が認められるものは、圧迫

感と賑やかさであり、波模様・花模様のような複雑な模様で面積効果は大きく、単純な模

様でも方眼模様で面積効果が起きやすいことが報告された。質疑応答では、色相や彩度の

影響はどの程度あるのかが議論された。40237 では、アート教育と色彩嗜好の関係が報告さ

れた。発表では、創造活動、グループ制作、描写力、美術館への訪問、美術学校への通学

が色彩の多様性に強い影響を及ぼしていること、外国人は日本人よりも色彩の多様性を持

つ傾向があることが報告された。質疑応答では、実験方法に関し、より詳しい説明がなさ

れた。［熊澤貴之 記］ 

 

光環境・経年変化（40238～40241） 

 色彩の変化がテーマの本 OS では前後のセッション合わせて 11 題の発表があり、そのう

ち本セッションでは光環境と経年変化を扱った 4 題が発表された。40238［望月ら］では、

病室を想定して光環境によってストレスの少ない環境を創出する条件を探る実験を行った。

質疑では窓の効果が採光のみではないことなどが指摘され、実験条件の精緻が期待された。

40239［大野］では、大阪の繁華街における光環境の調査結果が報告され、看板などによっ

て昼夜で景観の印象に違いが現れることについて議論がなされた。40240［飯島ら］では、

二つの都市の景観色彩の 20 年の経年変化が写真とともに示された。このような時系列の研

究は、非常に貴重であることが指摘された。40241［土屋ら］では、木造校舎における内装

仕上げ材の色彩の経年変化が発表された。メンテナンスなど変化の要因について質疑がな

された。いずれの研究発表も実験または調査によって丁寧に色彩の変化を追ったものであ

り、会場からも積極的に意見や質問が出され活発なセッションであった。［山本早里 記］ 
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景観（40242～40245） 

（未提出） 
 

熱的快適性の適応モデルの現状と課題（1）（41200～41203） 

本セッションでは、住宅の温熱環境の環境適応モデルに関連した 4 編の論文の発表が行

われた。41201［中村］は、日本の気候適応に関して「寒冷気候の住民は温暖気候の住民よ

り高い室温を好む」といえるのではないか、また、「暑熱気候の住民は温暖気候の住民よ

り低い室温を好む。」といえるのではないかと考察している。41202［リジャルほか］は、

関東地域における 3 年間に渡る住宅での実測結果から、平均的な冷房時の中立温度は 27.0℃、

暖房時は 20.2℃、非冷暖房時は 24.1℃と結論している。重厚なデータ調査による結果から、

快適な室温と外気温には関係があることを示している。41203［勝野ほか］は、関東地域の

住宅を対象に申告調査を行い、室温や外気温度が上がるにつれて、窓開閉率、扇風機・冷

暖房使用率は上がる傾向がみられたこと、室温が上がるにつれ、発汗量が上がり、心理的

適応は実際の室温より居住者の想像温度の方が低く想像していることを明らかにしている。

41204［中谷ほか］は、岐阜県の住宅の関する温熱環境評価を行い環境適応がみられること

を報告した。住宅の温熱環境のあり方に関して活発な議論が行われた。主観的な申告に加

えて健康性や生理的な要素に関しても検討することが必要であることが認識された。［田

辺新一 記］ 

 

熱的快適性の適応モデルの現状と課題（2）（41204～41206） 

本セッションでは、オフィスビルに関連した 3 編の論文発表が行われた。41204［大岡ほ

か］は、節電時における日本のオフィスの夏季の快適温度と適応に関するフィールド研究

を行った。快適温度は自然換気時で 27.0℃、冷房使用時で 27.4℃であることが報告された。

41205［近本ほか］は、夏期における外気温度変化が熱的快適性に及ぼす影響を被験者実験

により確認し、室内中立温度と外気温度の関係性の比較を行った。室内中立温度は心理的

適応の影響から直近（30 分平均）の外気温度の影響を受けやすいが、1 時間、2 時間平均

外気温度の影響は小さくなる傾向があることが明らかにされた。41206［久保田ほか］は、

高温多湿気候下の自然換気建物のための熱的快適性の適応モデルを ASHRAE データベース

で検討した。高温多湿気候下における適応モデルの回帰係数は ASHRAE の適応モデルより

約 2 倍高いことが示された。各発表に対して活発な議論が行われたことから、適応モデル

に対する関心が高いことが示された。今後、適応モデルの研究発展に期待したい。［リジ

ャル H.B. 記］ 

 

熱的快適性の適応モデルの現状と課題（3）（41207～41208） 

41207（中野の発表）は、半屋外空間の温熱環境に関する適切な計画を行うにはどうした
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らよいかに着目して行われてきた研究のこれまでをレビューするとともに、特に駅舎を対

象として行われた研究成果を紹介した。41208（吉田の発表）は、屋外熱環境は室内に比べ

て変動が大きいので、特に行動的適応が重要になると考えて、駅前アーケード空間を事例

として取り上げた研究を行ってきた。この発表では、駅前アーケードの内外における人の

行動を観察し、その結果を解析して得られた知見を紹介している。 

半屋外あるいは屋外空間の熱環境とそこに滞在またはそこを移動する人々の振る舞いに

関する研究がより進んでいき、その知見が駅前空間の再開発や駅舎空間の環境計画に生か

せるようになっていくとよいだろう。 

 

熱的快適性の適応モデルの現状と課題（4）（41209～41211） 

 本セッションは 4 グループ 12 題からなる同題目 OS の最後のグループ 3 題である。適応

モデルの研究は、近年は適応の中身にまで踏み込んで研究が進んでいる。最後の 3 題の共

通項は強いて言えば「不快」である。 

 41209［宿谷］は、年来のエクセルギー解析の延長として、人体の熱環境適応性、パッシ

ブ型技術、アクティブ型技術について述べた。41210［市川ら］は、一般に用いられてきた

温冷感・快適感より広範囲で複合的な内容をもった受容度、すなわち「暑すぎる。受け入

れられない／寒すぎる。受け入れられない」を、環境選択権をもたない執務者について調

べた。41211［鵜飼ら］は前報の欠点、「暑すぎて受け入れられないか」あるいは「寒すぎ

て受け入れられないか」の見極めが困難な問題を解消した調査法を適用して、外部環境を

経た温熱履歴の影響を抱えている執務者は空調にインパクトを求めている、と述べている。

これも適応の一形態である。 

 質疑応答で「不快」が「快」より優先するのではないか、とする議論が展開したが、こ

れは今後の発展の示唆に富むもので、思わぬ収穫であった。［中村泰人 記］ 

 

オフィスの自然換気設計・性能検証・運用（41384～41387） 

本セッションではオフィスビルにおける自然換気利用に関する研究発表が 4 編あった。

41384［山本］は、計画初期段階の自然換気設計手順を整理し、目標換気量設定の考え方、

実効面積の算出、外気条件の整理、換気シャフトを有する 5 階建て建物の温度差換気時の

例題計算まで一連の流れが示された。41385［後藤ほか］は、風力主体の 38 階建て建物で

の竣工直後の性能検証を行い、換気効率と室温分布の測定結果、換気回数確保のための外

部風速の目安が示された。41386［豊村ほか］は、温度差主体の 10 階建て建物での竣工後 1

年間の性能検証を行い、シャフトの蓄熱、PCM 利用、ナイトパージ、補助ファン等の効果

検証や、花粉測定等の多岐にわたる結果が示された。また、いわゆるコミッショニングに

より運用改善を行った結果や実運用実績年間エネルギー消費量まで示された。41387［牛尾

ほか］は、風力主体の 41 階建て建物での 9 年間の運用実績を示し、9 年経過した段階での

自然換気利用実態、換気量、温湿度、大規模な居住者評価が示された。［甲谷寿史 記］ 
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住宅・小規模建築の自然換気・通風（1）（41388～41390） 

本セッションでは、通風時の流れ場の動的構造を PIV、LES を用いて把握する試みについ

て、3 題の論文発表が行われた。41388 では、2 か所の開口部を、風上-風下、別の側面に各

1 か所、同一面に 2 か所と設置位置を変えた建物モデルにおける通風室内気流を PIV 法によ

って可視化した結果が示された。鮮明な気流可視画像が得られており、室内気流構造や、

PIV における変動量の測定についての議論があった。41389 では、41388 で取り上げられた

気流構造の LES による再現を試みたものである。得られた非定常流れ場において、開口部

から passive な粒子を飛ばし室内に設定された領域への到達率をもって実効的な換気量を評

価する試みがなされ、評価の妥当性について議論があった。41390 は集合住宅の住戸を想定

し、入口から廊下を経て居間に抜ける空間の通風性状を PIV によって捉えた結果の報告で

ある。風向角の変化による室内気流構造変化や室内気流速度分布発生頻度などの解析結果

が報告されたが、実際の住宅との相違などについて議論がなされた。［倉渕隆 記］ 

 

住宅・小規模建物の自然換気・通風（2）（41391～41393） 

本セッションでは住宅やサービスエリアのトイレなど小規模建築物の自然換気・通風性

能に関する研究が 3 編発表された。41391（滝澤ら）では、密集市街地に建設された住宅を

対象として、窓のみの通風性能と換気塔を用いた場合の換気性能を風洞実験および CFD で

解析を行っており、密集した市街地での換気塔の有効性を明らかとしている。41392（小林

ら）では、市街地に建設された越屋根を有する住宅の通風性状を既報の風洞実験結果をも

とに換気回路網計算により、越屋根のある場合と無い場合を比較検討しており、越屋根の

ある場合に側窓のみの場合に比較して年間 2～3 倍の換気量を得ることを指摘している。

41393（水谷ら）では、集合住宅の共用排気ダクトに使用されていた風力換気装置を高速道

路のサービスエリアに建設されたトイレおよび浄水場の施設に設置した場合の換気性状の

実測結果を報告している。どちらの実測結果でも機械換気に劣らない換気量を確保できて

いることを示している。換気に関する省エネルギーが求められており、これらの研究は今

後の自然換気の有効性を示す論文で極めて有用であると考えられる。［赤林伸一 記］ 

 

環境建築の評価技法（41517～41520） 

本セッションは 4 編で構成されている。41517［松本ほか］は、建築総合シミュレーショ

ンツール ESP-r を用いた天井放射冷房の設計法について提案している。設計行為においてシ

ミュレーションより夏期・中間期の運用方法も同時に検討するというきめの細かい設計が

必要になってきていることを示唆する先見性のある研究といえる。41518［塩谷ほか］は、

天井放射空調が実用の段階に来ているが、熱計算法は未熟なものであった。筆者らは綿密

な実験と理論式を導き、BEST プログラムなどを用いた実用シミュレーションの域まで具体

的提案を行った。完成度の高い有用な研究である。41519［朴ほか］は、残念にも発表はで
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きなかったが、事務所ビルを検討対象として 4 地域の気象で低温排熱を利用するバッチ式

デシカント外気処理システムを提要した場合の室内環境と省エネルギー効果を評価したも

のであった。41520［田井ほか］は、入力値の異なる機器単体のシミュレーションモデルと

システム全体のシミュレーションモデルを用いた不具合検知手法について検討を行ったも

のであり、対象システム内のセンサ誤差は 4 つの場合に分けることでセンサ誤差を発見し、

その場所を特定できることを示した。本セッションの感想として、設計にシミュレーショ

ン行為を必要とすること、解けなかった天井放射冷房が解けるようになったこと、不具合

検知にシミュレーションが適用できることなどが興味深いものだった。［石野久彌 記］ 

 

 

建築計画 

 

高齢期の地域生活の継続と計画（5001〜5003） 

本セッションでは、急激に進む高齢化社会の中での地域生活の持続と、そこで求められ

る建築計画のあり方を主題とした発表が行われた。アメリカのナーシングホームと日本の

高齢者施設の比較を行った 5001［白］では、比較の前提として制度や社会負担のあり方に

関する検討が欠落しているとの指摘がされた。障害者・高齢者グループホームが１つの建

物に計画された「富山型グループホーム」の一つを分析した 5002［藤井ほか］では、年齢

によって利用できる住まいが制限される可能性を残した制度のあり方について、議論がな

された。スウェーデンにおける在宅療養環境を支える住宅計画と制度について報告がされ

た 5003［水村］では、終末期まで見越した住環境整備サービスの重要性が議論され、福祉・

建築を横差しにした制度設計の可能性について議論が行われた。総じて、制度ごと、施設

ごとの視点では無く、住み手を中心においた建築の計画、ならびに制度設計の必要性が確

認されたセッションであった。［松田雄二 記］ 

 

多様なニーズを持つ者の地域生活の継続と計画（5004～5006） 

（未提出） 
 

被災者の地域生活の再建と計画（5007～5010） 

4 題のいずれも震災に関わるテーマのセッションである。 

5007（生越）は、大船渡につくられた「居場所ハウス」（集会施設）をテーマとし、設

計意図とその使いこなしの状況をヒアリング、行動観察、実測調査により示した。この「居

場所」が利用者の活動が広げ、またその拠点となっている様態を丁寧な観察調査から明ら

かにしている。5008（古賀）は、「住まい手がインパクトの克服をしやすい環境」とはど

のような条件や状況でつくられるのか、環境行動学的視点から考察することを試みている。

福島県の仮設住宅団地を事例に、住民から得た「他者と関わることができる場所」の情報
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をもとに、生活状況と重ね合わせながら読み解こうとしている。5009（前田）は、インド

洋津波の被害を受けたスリランカの沿岸漁村の住民の移転後の再定住地の状況についての

調査報告である。2008 年と 2013 年の同地区の調査から、再定住地の変化を居住者の生活・

仕事の継続や居住環境の維持・管理の観点から丁寧に分析した。5010（冨安）は岩手県を

事例とした内陸後方支援都市の居住支援の実態、特に被災者が集うために設けられた場所

の運営状況や利用状況について焦点があてられての報告だった。その運営状況や利用状況、

自治体の関与の度合いなど様々な様態が紹介された。 

いずれも on-going の課題であり、利用者の入れ替わり、利用者自身の変化や社会の変化

など時間の経過の中で変化しながら、新たな課題や状況が生み出される。被災地における

調査研究は、一回一回の調査は断片的であっても、息の長い継続的な取り組みと、その中

でのデータの蓄積が求められる。震災から 3 年半。震災、そしてその後を丁寧に記録する

ような、将来につながる地道な調査研究がますます求められると実感させられたセッショ

ンだった。［石井敏 記］ 

 

アジアにおける地域生活の変容と計画（5011～5013） 

（未提出） 
 

地方における地域生活の維持 (5014～5016) 

5014（魏ほか）では、重要伝統的建造物群保存地区の今井町の住民を対象に、町づくり

に対する意識調査を行い 15 年前と比較した。様々なイベントへの参加意欲の低下が示唆さ

れ、若者の参加の促進策、燃え尽き症候群との関連性の質疑があった。5015（栗原ほか）

では、景観コンクール受賞住宅地区について運営管理する住民組織を調査した。個々の管

理を横断する共通利用の緑地帯などの維持管理について質疑があった。また行政側へと住

民側への両方に同一主体で対処できる二面性を持った組織が望まれるとの指摘があった。

5016（軽部）では、開発許可申請・建築許可申請から都市近郊農村の家族構成の変化をあ

ぶり出し、子育て若年世帯の農村周縁部近居ニーズを示唆した。若年子育て世帯近居用ア

パート供給の提案に対して、コンパクトシティとの兼合いについて指摘があり、考えさせ

られた。3 編ではあったが、いずれも建築計画学的視点から地域や都市を考える示唆に富む

議論であり、今後の研究の進展が期待された。［横山ゆりか 記］ 

 

 

農村計画 

 

再建・復興（6014～6016） 

本セッションは発生から 3 年が経過した東日本大震災、紀伊半島大水害の復興に関する

報告である。6014［大垣］は青森・宮城・岩手の 476 漁村集落を対象に復興状況を調べた
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もので、広域性であることと、「漁業規模」に「漁業活力」を加えた「漁業体力」という指

標を用いた点に特徴がある。結論として、被災前から体力のない漁業集落の復興状況が厳

しいということが明らかとなっている。予想通りの結果ではあるものの、それが定量的に

示されたことは評価に価する。6015［宇賀神］は、津波浸水被害のあった釜石市箱崎地区

において、子どもたちを含めた住民に大規模なヒアリングを行い、その住環境意識を調べ

ている。震災前後で住環境意識がどう変わったか、仮住まいの場所ごとに分析し、その特

徴を報告している。結論として、原地（箱崎集落）の評価は、コミュニティの評価が高い

が保健性・利便性が低く、特にその傾向が地区外に避難している世帯に強いことが明らか

にされている。6016［田中］は、奈良県十津川村において、避難プロセスと再定住地の選

択肢をヒアリング・アンケート調査によって明らかにし、その関係を論じている。結論と

して、知人・親戚宅などの「私的シェルター」が重要であったこと、避難先に対してネガ

ティブな意識を持つと再定住選択肢が狭まり、元の自宅に帰還することが明らかとなって

いる。6016、6017 はどちらも、避難生活の評価が定住先を左右することを論じている。避

難生活が良ければ集落から離れ、避難生活が悪ければ、元の集落に戻るという点で二つの

報告は一致している。避難は「一時的」「仮」ととらえがちだが、その避難生活が、無意識

のうちに復興計画に影響を与えていることをこの 2 編の報告は示している。［平田隆行 記］ 

 

 

都市計画 

 

計画技術（7051～7052） 

7051［永井ほか］は、産官学民連携で取り組んでいる横浜市の「次世代郊外まちづくり」

を事例に、「住民創発プロジェクト」を通して新しい住環境価値を維持保全するプロセス

が報告され、次世代の設定について質疑が行われた。7052［星］は、既存土地利用地区計

画制度を活用した、都市計画法、建築基準法の改正を自治体の任意条例制度として創設・

制定する「一件審査型建築誘導」を定義し、札幌市の地区計画 5 事例を提示、審査決定権

の所在や時期について質疑された。新しい住環境価値を実践・実行する計画技術の一端を

確認できた。［岡絵理子 記］ 

 

空間形成と構築（7053～7055） 

 本セッションでは、7053［山田ほか］が欠席だったため、7054 と 7055 の 2 編の発表が行

われた。7054［菊池ほか］は、杭州中心部の保全地区に指定されている湖浜地区が、開発

圧力の高まりを受けて街区周辺で大規模開発が行われるなかで、街区内部には昔ながらの

居住形態が残されているが、自律的居住環境が次第に浸食されていることを明らかにした。

7055［保持ほか］は、大阪府下の府営住宅および府公社住宅を対象に、駐車場設置・車保

有実態と自治体による駐車場設置基準の運用・規定の相違を分析し、10 ポイント以上の差
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で設置率が保有率を上回る団地が多数あること、設置基準が比較的高い自治体においては、

設置率が設置基準を満たしていない団地が多いことを明らかにした。［秋田典子 記］ 

 

地域と大学キャンパス（7068〜7070） 

 大学・地域デザイン小委員会が企画・運営した本 OS の 4 セッション計 13 編のうち、セ

ッション（1）では、地域と大学キャンパスの関係に着目した 3 編の発表が行われた。 

 7068［斎尾・石原］では、大学キャンパスが立地する 254 の自治体へのアンケートをも

とに、1980 年以降のキャンパスの新規立地と撤退の状況に対する自治体の姿勢を分析し、

撤退後の跡地利用への自治体の関与が重要であることを論考した。7069［石原・斎尾］で

は、7068 の研究と並行して、キャンパス撤退後の跡地利用の実態把握と課題抽出を行った。

両研究とも、今後キャンパスが立地していない自治体と大学との連携について追加調査を

実施していくこととしている。7070［吉岡ほか］では、大学施設の地域開放に着目し、新

聞記事データベースと近畿圏の大学アンケート調査によって、社会的な期待の全体像と推

移、施設開放の実施状況と大学の意識等を分析･考察した。セキュリティ管理の問題もあり、

施設開放が社会の期待と必ずしも一致していない状況が確認された。［上野武 記］ 

 

サステイナブルキャンパス（7071～7073） 

セッション（2）では 3 編が発表された。7071［上野ほか］は、ザグレブ大学ボロンガイ

新キャンパスの整備プロセスを、行政や民間企業との関係において、都市の持続可能性に

貢献しようとする好事例として紹介した。7072［小篠・池上］（連報その 1）は、欧米の

53 大学におけるリビング・ラボラトリの内容、参加対象、実施主体等について調査整理し、

大学が主導している事例よりも、学生、市民、行政、企業の関わりが強いものの方が、地

域のサステイナビリティを向上させる性格が強いことを論じた。また 7073［池上・小篠］

（連報その 2）は、リビング・ラボラトリの基盤としての主要な条件の抽出を試み、これら

の視点から北海道内の 2 キャンパスの諸条件を評価した。 

大学と行政・周辺地域との具体的な関係性、および、リビング・ラボラトリの定義を概

念的なことと組織的なことに分けて考えるべきか否か、といった点に関心が集まり、活発

に議論がなされた。［吉岡聡司 記］ 

 

キャンパス内パブリックスペース（7074～7076） 

 本セッションでは、3 編の発表とともに活発な議論がなされた。7074［松浦ら］は、国立

系大学キャンパス内の建物の新増築による変容について、接続要素とコモンスペースに注

目し、その変容のパタンの類型化と特性分析により傾向や特徴を明らかにした。また、7046

［小川ら］は、世界の代表的な大学キャンパスのオープンスペース（OS）を対象として、

空間における人々の行き渡りやすさ（浸透性）という観点より、OS 占有率、OS 規模、OS

連続性の 3 指標を用いて解析を試み特徴を把握した。さらに 7047［太田ら］は、全国全 86
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国立大学の 159 キャンパスを対象として周辺地域との関係および主要な広場空間とそれを

囲む施設 GL 階用途との整備・利用について分析し、地域利用の可能性の高い空間の抽出と

考察をおこなった。これらの成果は今後のキャンパス計画に対する重要な知見を与えるも

のである。［鶴崎直樹 記］ 

 

キャンパス環境の分析と整備（7077〜7080） 

 大学・地域デザイン小委員会が企画・運営した本 OS の 4 セッション計 13 編のうち、セ

ッション（4）では、キャンパスの屋内外の環境の関係に着目した 4 編の発表が行われた。 

 7077［脇坂・服部］では、大学キャンパスの建物の屋内外空間を類型化し、屋外空間の

なかより 5 つを半屋外空間、屋内空間の中から 2 つを半屋内空間と定義し、7 つの事例より

開放性を分析し、建物の開放性には、半外部・半内部空間の数量が利くことを明らかにし

た。7078［服部・脇坂］は、7077 の続編として、大学キャンパスにおける半外部・半内部

空間の滞留・移動行為を利用者の心理的側面より捉えた。そのために、利用者に対するア

ンケート調査を行い、物理的評価と心理的評価の比較を行った。結果として物理量の開放

性と心理量の滞留・移動行為を指標にすることが半外部・半内部空間の整備指標に有効で

あることを明らかにした。 

 7079［小暮］では、東京藝術大学のキャンパスマスタープランを分析対象として、キャ

ンパスマスタープランとして上野地区での藝大キャンパスの位置づけと、具体的個々の建

築プロジェクトの関係性を明確なプログラムとして計画することと、その遂行のための組

織づくりやマネジメントの重要性を明らかにした。また、その際の手法として、キャンパ

スを超えた大きな都市的視点、キャンパスマスタープランを実現する地区設計的視点、さ

らには、一つ一つの高度な教育・研究施設の道具としての原寸大の視点という 3 つのスケ

ールを横断的にプログラム化するプロセスの必要性を指摘した。 

 7080［仲摩ほか］では、外国人学生居住施設の整備実態と国際交流拠点としての可能性

を G30 採択大学に対するアンケート調査を実施して把握した。施設の立地別 6 類型の中よ

り、キャンパス近接拠点型とコミュニティ近接拠点型が国際交流拠点としてのポテンシャ

ルが高いということが明らかにされた。 

 セッション（1）〜（4）を通じて、現在社会における大学キャンパスと地域のおかれた

課題を物理的指標などを構築しつつ、詳細に分析を試みた意欲的論文が多く、活発な議論

が展開された。小委員会としても、継続的な OS の企画のための視点を得ることができた。

［小篠隆生 記］ 

 

住宅地の空洞化（7330～7332） 

 「住宅地の空洞化」においては、人口・世帯減少に伴う住宅地の空洞化の実態や対策に関

する 3 編が講演発表された。7330［浅野］では、DID を指標として三大都市圏における DID

縮小の発生状況とその特色に関して、三大都市圏においても DID 人口減少・面積減少が発
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生していること、その要因として都市計画区域面積率の高さ、県庁との距離の大きさ等が

あげられることが報告された。7331［藤田ほか］では、首都圏郊外部におけるリバースス

プロールの実態を指標化する際には駅からの距離とバス利便性が重要となること、実態と

して駅から遠い団地での高齢化の進展と世代交代の不活性状況が報告された。7332［阿部］

では、ドイツ・ルール地方におけるスクラップ不動産が市の住宅子会社によって改修され

たり緩衝緑地化されたりした事例や、建設法典が改正されたこと等が報告された。我が国

においては、今後さらに世帯減少に伴う住宅地の空洞化が進展することが予想され、これ

らのようなその事態の把握と対策の検討に関する研究が積極的に行われることが望まれる。

［姥浦道生 記］ 

 

土地利用のコストと空間把握（7334～7335） 

 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 であり、本セッショ

ンは、「土地利用のコストと空間把握」がテーマである。1 題の発表取り下げがあったため、

2 題の発表が行われ、その後発表内容について協議した。 

まず、7334［安田］では、森林環境税による森林空間のマネジメントの効果と課題につ

いて報告された。全国での森林環境税の導入実績が示された上で、特徴的な神奈川県（人

工林面積が少なく人口が多い）と秋田県（人工林面積が大きく人口が少ない）をケースス

タディとして取り上げ、税額や予算総額、間伐等に関わる森林整備事業の分析結果が示さ

れた。課題としてあげられた森林空間管理上の土地境界の明確化に事業が貢献しているこ

とが示された。続く 7335［辛島］では、将来人口と災害危険性を考慮した土地利用対策検

討のための GIS 支援ツールの開発について報告された。愛知県豊橋市を事例として取り上

げ、国勢調査データに基づく町丁目単位での将来人口予測を行い、これと洪水災害、津波

災害、複合の災害リスクを重ねた結果が報告された。一つ一つの災害想定で示されたハザ

ードマップではなく、複合的に災害危険性が高い地区について、将来人口、人口密度、高

齢者の割合等が示された。将来の土地利用方針を検討する際に有益な情報を示していると

考えられ、その活用法等について議論された。［樋口秀 記］ 

 

農地の土地利用（7336～7338） 

（未提出） 
 

都市再生と公共交通（7339～7341） 

 土地利用問題小委員会と都市再生手法小委員会の共催による本 OS では、全 4 セッション

計 11 論文の発表が行われた。本セッションでは 3 題の論文発表が行われ、うち 2 題は都市

再生手法小委員会による大規模未利用地の調査報告に関する論文発表であった。 

7339［竹之山ほか］の発表では、未利用地が活用されているいくつかの事例のうち、倉

敷市の跡地利用の事例について主に報告され、未利用地の建物構造や病院跡地の利用状況
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などについての活発な質疑がされた。また、7340［尾崎ほか］では、東海甲信地方の跡地

利用事例について、丁寧な調査に基づく研究発表がなされ、調査対象となった未利用地の

位置関係などについて質疑がされたほか、跡地となる前に大規模土地所有者が市に事前に

説明していた上田市の事例など、未利用地化からその利活用に至る仔細な経緯について、

共同研究者から補足説明された。本 OS の最後の発表であった 7341［小川］でも、本セッ

ションの時間が限られる中で有益な質疑を頂戴した。［松川寿也 記］ 

 

環境とまちづくり（7409～7411） 

環境まちづくり小員会が企画運営した OS「環境とまちづくり」では、3 編の論文のうち

2 編が発表され活発な質疑がなされた（1 編は発表者が欠席）。7409［齋藤］では、バイオ

マスモデル都市である千葉県山武市を事例として木質バイオマスによる環境まちづくりへ

の取り組みが報告され、山武杉およびその廃材の活用として、木質建材のほか廃材を利用

しての木炭、木質プラスチック、ペレットおよびペレットストーブの普及等、多様な取り

組みの実態を明らかにした。資材化のためのコスト、プロジェクトとしての補助金のあり

方などについて、活発な質疑があった。7410［加藤］では、ニカラグァ共和国で日本との

共同プロジェクトとして取り組まれている系統連系型太陽光発電システム導入についての

事例が報告された。自然エネルギーを利用しての太陽光発電が低コストの実現が環境にや

さしい社会の実現へつながることの意義と、一年半かけてきたプロジェクトの効果と検証、

環境教育へ向けての取り組みなどが実態的に明らかにされた。活発な質疑の中から、発電

された電力が売電できない政府系組織形態のネックと今後それらをパッケージ化すること

の必要性が課題とされた。［池田孝之 記］ 

 

都市環境（7412～7414） 

本セッションでは、都市環境分野において、アメリカの事例 2 件と日本の景観協定につ

いての発表が行われた。鏑木ほか（7412）では、アメリカコロラド州ボルダー市を対象と

して、歩行者にとっての安全・安心・快適を指標化し、その結果を三段階に評価し、各道

路にマッピングすることで、歩行者の Walkability が視覚化できることを述べている。Ardalan

ほか（7413）では、同じくアメリカコロラド州ボルダー市を対象として、GIS を用いて地形・

地勢等と日射量を掛け合わせ、現状の土地の地表面温度を視覚化できることを述べている。

これは、今後ヒートアイランド現象の対策の検討ツールとなるように研究を進めていくこ

とを期待したい。星ほか（7414）は、全国の景観協定書を分析し、各地域の特性に合わせ

た良好な景観の形成のために、景観協定が締結・認可されていることを明らかにした。今

後は、景観協運営委員会の活動状況や行政の景観協定に対する取り組み状況、景観協定制

度と景観地区や地区計画等と併用することによる効果的な運用実態等を続けて研究される

ことを期待したい。［加藤宏承 記］ 
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震災復興（7415～7416） 

本セッションでは、2 編の発表が行われた。7415［川崎］は、福島第一原発事故後の福島

県における除染特別地域と汚染状況重点調査地域等での汚染状況の実態と市町村の課題認

識および除染の終了の目安と安全・安心性の回復の目安についてのアンケート調査より、

福島復興政策の再構築に向けた課題検討を提起する発表がなされた。7416［安藤］は、東

日本大震災および福島原発事故後における環境まちづくりにかかわる政策や被災地の動向

について岩手、宮城、福島 3 県を対象に、「防災集団移転促進事業」等の復興プロジェク

トや被災地における「環境未来都市」の状況より、復興に向けた環境まちづくり政策の現

状と課題について発表がなされた。震災復興に関して検討すべき課題が多く存在すること

が示された。［辻本乃理子 記］ 

 

観光まちづくりとイベント（7468～7471） 

 本セッションは、観光分野と都市計画・まちづくり分野の横断的かつ実践的研究が 4 編

発表された。7468［岡村ほか］は、先進的に取り組まれている欧州の「オープンハウス」

に関する実態を網羅的に分析し、萌芽期である日本型「オープンハウス」に対しても様々

な事例（京都、金沢、横浜、東京ほか、大田（東京都）、大阪）を通した分析を展開する

意欲的な研究である。7469［加藤］は、福岡県八女福島地区の観光イベント「八女福島白

壁ギャラリー」に関する、課題認識の把握と企画運営の提示に関して継続的な研究を行っ

ている。7470［井上ほか］は石川県金沢市という地域性・歴史性・話題性を取入れた、新

しい取組み（中心市街地の新しい場づくり）である「金澤宮遊」に着目した挑戦的な研究

であった。7471［山本ほか］は、神奈川県真鶴市で開催される「貴船まつり」の祭礼空間

（祝祭景）を、重要鑑賞空間の抽出と視点場の整備という側面から都市・建築的な解決方

法を模索する発展性を感じさせる研究であった。以上を要するに、発表者は観光分野と都

市計画・まちづくり分野を意識的に位置づける様々な実践的研究を通した、課題把握や解

決の方策に関して、試行錯誤を行っていることが理解できた。これからの継続した研究に

より、各事例に内在する「普遍的な解」に関して、より深い考察を加えることが出来ると

確信している。［永野聡 記］ 

 

観光まちづくりとエリアマネジメント（7472～7474） 

本セッションでは、エリアマネジメントの視点を備えた観光まちづくりの事例について、

3 編の発表が行われた。7472［石川］では、ジオパーク推進協議会による災害遺構を生かし

た復興まちづくりのプロセスや体制について、島原半島と洞爺湖有珠山の比較結果が示さ

れた。7473［平田ほか］では、東京・秋川渓谷における地域ブランディングに向けた参加

型ワークショップ手法について、筆者らの実践に基づき、効果と課題が示された。7474

［Yongwon ほか］では、韓国におけるボランティアツーリズムの現状について、発展途上

国の貧困問題解決につながる観光のあり方を模索する視点から報告がなされた。いずれも、
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対象やアプローチは異なるが、観光を手がかりとしたエリアの価値再生・向上に向けた、

地域主体の新たな連携のあり方を提示する内容であり、実践とフレーム構築の両面におけ

る今後の展開が期待される。［永瀬節治 記］ 

 

 

建築社会システム 

 

住宅セーフティネット（1）（8143～8145） 

住宅の地方性小委員会が企画運営した本 OS「住宅セーフティネット」では計 6 本の発表

が行われ、本セッションでは住宅困窮者に対する公営住宅等の供給に係る 3 編の発表が行

われた。8143［川崎ほか］では、地域毎の公営住宅が果たしてきた役割の変容と、住宅困

窮世帯に対応した住宅の充足状況について分析し、今後の公営住宅供給の役割が報告され

た。8144［山田ほか］では、公営住宅の空き住戸を福祉目的で目的外使用している事例を

紹介し、福祉目的での活用促進の阻害要因と対策が報告された。8145［糟谷ほか］では、

社会福祉制度と住宅政策による障害者住宅の扱い方について述べた上で、障害者の居住実

態について統計データおよびインタビュー調査の結果に基づいて報告された。各発表の質

疑応答を通じて、今後の住宅セーフティネット施策のあり方についての活発な議論が行わ

れた。［長谷川洋 記］ 

 

住宅セーフティネット(2)（8147～8149） 

 本セッションでは、住宅に関する 3 編が講演発表された。 

 8147［高槻ほか］では、国勢調査と住宅・土地統計調査を用いて住宅確保要配慮者の現

状把握を試みた際に、双方の定義が異なり矛盾が生じることを指摘し、世帯や住まい方が

多様化する現在において、調査項目の再検討が必要であると報告された。8148［朴ほか］

では、東日本大震災の仮設住宅にて訪問サービスを行う団体に対するヒアリング調査によ

り、サービス運営上の課題について報告された。利用するのは移動手段を持たない高齢者

が多く、今後も継続が望まれる。8148［佐藤］では、現在の住生活の豊かさを評価する指

標の提案に向けて、一般市街地とニュータウンの 2 地区において行った調査結果が報告さ

れた。豊かさの指標には、地区の特性を考慮するだけでなく、居住経験など属人的な指標

が重要であることが指摘された。 

 3 つの発表は、ともに継続した研究が行われるものであり、質疑では今後の取り組みに関

する意見が活発に議論され、有意義なセッションであった。［糟谷佐紀 記］ 

 

 

情報システム技術 
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デザイン科学（11010～11014） 

デザイン科学教育研究小委員会が企画した「デザイン科学」では、5 編の発表が行われた。 

まず、11010［藤井］では、小委員会主査として自身が探求して来たデザイン科学におけ

る構成的方法を紹介し、その枠組みについて活発な議論が行われた。11011［関ほか］では、

構造力学の立場からデザイン科学の基本は最適化であると知見に基づき、シェル構造の形

状最適化に関する展開が示された。11012［八重森ほか］では環境工学の立場からエクセル

ギーの概念を導入した設計プロセスの展開が、11013［福田ほか］では空間体験の図式表現

に関する提案が紹介され、いずれもデザイン科学における一人称研究の試みとして注目を

集めた。11014［Wagner］では、我が国の大学の卒業設計（ディプロマ）を手掛かりに、日

本の近代建築設計のトレンドを読み解こうとする新たな着眼が報告された。多数の参加者

による有意義なセッションとなり、いずれの研究も今後のさらなる展開が期待される。［渡

辺俊 記］ 

 

 

17 
 


