
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００８年度大会（中国） 

学術講演発表 部門別概要 
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部  門 題  数 昨年度比 

材料施工 617 ▲ 16 

構  造 2,189 83 

防  火 157 10 

環境工学 1,294 80 

海洋建築 42 ▲ 4 

情報システム技術 51 7 

教  育 23 7 

建築計画 749 ▲ 28 

農村計画 113 10 

都市計画 531 ▲ 22 

建築経済・住宅問題 202 38 

建築歴史・意匠 408 ▲ 18 

合  計 6,376 147 

 

  



１．材料施工部門（617 題） 
[概要] 
 材料施工分野の発表件数は 617 で、これまでと比べて大きな変化はない。このうちコンクリー

トに関する研究が約 6 割を占め、そのほかでは塗料、防水、補修・補強などの研究が多くなって

いる。また材料の種類によらず、環境問題に係る研究が多いのも最近の特徴である。 
[トピックス] 
 近年高強度コンクリートの使用が増加し、使われる強度が急速に高くなってきている。1990 年

代前半のコンクリートの設計基準強度の最高は 60N/mm2であったが、90 年代後半に 100 N/mm2

が使われるようになり、2004 年に 130 N/mm2、2006 年には 150 N/mm2のコンクリートが使用され

た。さらに今年の大会には表題に 200 N/mm2という数字を入れた高強度コンクリートに関する研

究が 3 つのグループから 6 件発表されている。渡邉等はプレキャスト部材への適用を想定した検

討結果を、小出等は使用材料の検討結果を報告している。また小島等は有機繊維と鋼繊維を混入

した高強度コンクリートの性状を報告している。これらの報告をみると、設計基準強度 200 N/mm2

のコンクリートは、技術的にはすでに実際の建物に使える段階に達しているものと考えられる。 
 高強度コンクリートの普及に伴い、関連する研究も盛んになってきている。高強度コンクリー

トにタイルの貼る時の検討、高強度コンクリートの圧縮強度試験方法に関する検討などが行われ

ている。 
 一般強度のコンクリートについては、耐久性関係の研究が多い。その中でも、今年は乾燥収縮

に関する研究が多くなっている。乾燥収縮はコンクリートのひび割れの主要な原因の一つである

が、その現状と対策について実務的な検討が広く行われている。石山等は全国のレディーミクス

トコンクリートの乾燥収縮の調査結果を報告している。昨年の大会で百瀬等が行った同種の報告

などとあわせ、現在実際に使われているコンクリートの乾燥収縮性状について、地域の特性など

の実態が明らかになっている。これらの報告からは、使用する骨材の種類が乾燥収縮に大きな影

響を与えていることがわかる。並木等は使用する骨材が乾燥収縮に与える影響を迅速に判定する

方法である BSEN1367-4 を検討し、その有効性を検証、報告している。 
 鉄筋コンクリート構造物の耐久性は一般にコンクリートの品質とかぶり厚さで確保されている

が、海上等は電磁誘導法によるかぶり厚さの測定精度と誤差の要因について検討しており、実際

にかぶり厚さを測定する際に参考になる情報を提供している。また、ステンレス鉄筋のコンクリ

ート中での耐食性の検討結果が梅国等によって報告されている。ステンレス鉄筋のような耐食性

の高い鉄筋の使用も今後増えてくるものと思われる。 
 環境問題に係る研究としては材料の環境評価、従来廃棄物であったものの建材への利用、各種

材料のリサイクル、コンクリートの再生骨材の検討などが行われている。環境配慮型材料の一つ

であるエコセメントについては CFT 造（コンクリート充填鋼管造）への総合的な利用検討結果が

梅本等により報告されている。昨年から続く 22 題におよぶ報告により、エコセメントを CFT 造

に用いるための資料がほぼ出揃ったものといえ、今後の普及が期待される。 
 新しい技術の材料・施工分野への応用も試みられている。昨年に引き続き中性子ラジオグラフ

ィによる検討が行われ、土屋等がコンクリート中の水分移動を中性子ラジオグラフィで測定した

結果を報告している。また IC タグなどの技術利用検討も盛んになってきている。 
（材料施工委員会広報委員 早川光敬） 
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２．構造部門（2,189 題） 

構造部門の学術講演発表数は 2,189 題（前年比＋83 題）で、過去 10 年以上にわたって 2,000 題

前後の発表数を継続しており、この部門での活発な研究活動を反映している。発表には 21 の講演

室が割り当てられ、分野別にみると、荷重・信頼性 142 題（＋32）、応用力学・構造解析 80 題（＋

7）、基礎構造 150 題（－27）、シェル･空間構造 138 題（＋26）、振動 498 題（－35）、原子力プラ

ント 38 題（＋29）、木質構造 266 題（－19）、鉄骨構造 289 題（＋21）、鋼･コンクリート合成構造

86 題（－4）、鉄筋コンクリート構造 410 題（＋25）、プレストレストコンクリート構造 46 題（＋

7）、壁式構造・組積造 46 題（＋21）となっている。分野別では、振動、鉄筋コンクリート構造、

鉄骨構造、木質構造、基礎構造といった分野での発表題数が多い。また、構造部門で 8 件のパネ

ルディスカッションが開催されるほか、「建築の 強用美
・ ・ ・

を支える構造技術者」と題する研究協議

会が企画され、建築確認や一級建築士などの制度が急激に変わろうとしている現在、構造技術者

が果たす責任と立場を集合住宅の購入者を交えて議論する。 

振動、鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造、木質構造、鋼･コンクリート合成構造などの分野共通

で発表されているものとして、ここ数年来、耐震補強に関する多くの研究がある。この背景とし

て、2005 年 9 月に中央防災会議が決定した「住宅の耐震化率を現行の 75％から 2015 年度までに

90％に引き上げる」という達成目標に起因して、住宅の耐震補強・改修に係わる工法開発が促進

されたことが挙げられる。また、中国の 2008 年四川地震により多くの校舎が被害を受けたことか

ら、我が国でも校舎の耐震改修を強化する政府方針が出され、この傾向は今後とも続くことが予

想される。 

振動分野では、発表題数の多い順に、制振関係（93 題）、免震関係（88）、応答特性とその評価

（61）、地震被害・震害評価（46）、地盤振動（43）、地震情報・防災（41）などの講演があり、最

近、制振・免震に関する研究が精力的に行われていることが分かる。このほか、構造ヘルスモニ

タリング、相互作用、強震動予測、加振・振動台実験など多岐にわたる発表が行われる。 

鉄筋コンクリート構造分野では、昨年に引き続き新技術に関するオーガナイズドセッションが

設けられ、低強度コンクリートの補強など 25 題の講演が行われる。そのほか、柱（65 題）、耐震

補強（62）、耐震壁（35）、梁（35）、柱梁接合部（32）、付着・定着（29）、免震・制振（19）、設

計・解析法（17）などの発表があり、耐震補強関連の研究が多いことが最近の特徴である。 

 鉄骨構造分野では、骨組（81 題）、耐震要素（47）、柱梁接合部（39）、梁・床（27）、接合（19）、

柱脚（17）、素材特性（15）、耐震補強（13）、圧縮材・柱（12）などの講演が行われる。全体の

40％以上が骨組と耐震要素で占められており、制振構造に関する多くの研究が行われていること

がうかがえる。 

 木質構造分野では、伝統構法（46 題）に関する講演が最も多く、モーメント抵抗接合（28）、

面材壁（17）など従来からの研究発表がそれに続いている。また、制振（15）や耐震補強（12）

など分野共通の研究も報告される。 

 基礎構造分野では、杭・液状化など 61 題がポスターセッションで発表されるほか、杭（38 題）、

パイルドラフト基礎（12）などの併用基礎に関する研究が報告される。 

（構造委員会広報委員 緑川光正） 
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３．防火部門（157 題） 
 防火部門は建築火災安全に関する研究全般を対象としている。基本的な研究分野である火災性

状の予測、材料の防火性、構造の耐火性、煙の流動制御、避難安全、都市防災などを核に、各セ

ッションは社会状況と時代背景を反映してより細分化したテーマへと移行する傾向を示している。 
 今年度の論文梗概発表題数は157題であり、昨年度（147題）より若干増加した。1996～2002年
にかけて103～130題であったものが、2003年145題、2004年173題、2005年172題と急速に増加後、

2006年159題、2007年147題とここ数年はほぼ一定傾向にある。これは、2000年の建築基準法改正

により建築物の火災安全について性能設計の考え方が導入され、高度なシミュレーションや実験

による火災安全性能評価に関する研究が活発化したこと、米国WTCのテロによる崩壊、韓国大邱

（テグ）の地下鉄火災、スペインマドリード市の超高層ビル火災など大規模な火災災害が世界的

に相次いだこと、および我が国において大規模地震時の都市や超高層ビルの火災危険性が改めて

注目されてきたことによると考えられる。 
 今年度のトピックスとして以下のものが注目される。 
 防耐火構造系では、木質系構造部材の耐火性に関する研究があげられる。建築基準法の性能規

定化により木造による耐火建築物の実現が可能になったが、耐火構造とするためには火災加熱終

了後の燃え止まりを実現することが課題である。そのために、燃えにくい木質系材料を組み合わ

せるなど様々な工夫を凝らした木質系集成材を開発し、その耐火性能を実験的に確認する研究が

継続的に発表されている。今後、この成果が木造高層オフィスビルの実現などに結びつくことが

期待される。また、大地震後に建物内で火災が起こった場合を想定した研究として、地震被害を

受けた鋼構造建物の耐火性に関する研究、地震により損傷を被った間仕切り壁の耐火性能の研究

が発表されており、従来の地震と火災が同時に起こることを想定していない火災対策から一歩踏

み出した対策の立案へと、今後の展開が注目される分野である。 
 鉄筋コンクリート（RC）構造については、近年、都市部を中心に高さ200mクラスの超高層集

合住宅が多数実現されているが、超高層化に伴ってコンクリートの高強度化が進み、設計基準強

度150N/mm2の超高強度コンクリートも実用化されている。RC構造は優れた耐火性能を示すもの

であるが、コンクリートが高強度になると火災時の爆裂現象が顕著になり、耐火性能が損なわれ

ることが知られている。高強度コンクリートの高温時特性、高強度RC部材の耐火性についての研

究が韓国からの発表も含め、経年的に報告されている。 
 煙流動制御関係では、乾式工法を用いた防火区画壁の遮煙性能に関する研究が注目される。ALC
パネルなどによる乾式工法の防火区画壁は、超高層建築を初めとして多くの建築物に一般的に用

いられているものであるが、火災時の煙を遮断する性能については明らかでなかった。2007年に

都内で起こった超高層ビル火災において、乾式防火区画からの漏煙により避難や消防活動が混乱

したから、その検証実験を実施したものである。遮煙性能に対して目地部分の仕様が大きな影響

を持つことが定量的に明らかになり、今後の防火設計への活用が期待できる。 
 避難安全関係では、エレベータ・エスカレータを用いた避難の研究が発表されている。実用化

に向けての課題はまだまだ多いが、実験による避難行動特性の把握、避難効率のシミュレーショ

ン検討など基本的なデータの蓄積が進んでいる。都市防災関係では、植栽による市街地火災の延

焼遅延化など防災まちづくりに関する研究、重要伝統的建造物群保存地区などを対象とした歴史

的町並み保存の防災計画手法の構築に関する研究などが発表されている。 
（防火委員会広報委員 上原茂男） 
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４．環境工学部門（1,294 題） 

 2008 年度の大会学術講演会（中国）における環境工学部門の発表題数は 1,294 題で、昨年度の

大会（1,214 題）に比べると、7％（80 題）ほど増加している。過去最高は 2004 度の 1,346 題であ

るから、一度少し落ちてまた増加してきたと言える。 

 研究発表は、音（111 題）、環境振動（40 題）、電磁波（19 題）、光（53 題）、水（38 題）、熱（313

題）、空気（174 題）、建築設備（197 題）、都市環境・都市設備（173 題）、環境設計・地球環境（100

題）、環境心理生理（76 題）の 11 の分野、13 の会場で行われる。音から空気までの 7 分野は環境

要素ごとの分野で、建築設備から環境心理生理までの 4 分野は応用的・横断的な分野である。今

年度は、音、都市環境・都市設備、環境設計・地球環境の分野の発表が、昨年度よりも大きく増

えている。熱、建築設備が昨年度よりやや減り、都市環境や地球環境の方へ移動しているようで

ある。 

 テーマとしては、昨今の地球環境問題を反映した問題やその対策に関係する研究が多い。特に、

ヒートアイランドに関して、多くの発表が都市環境・都市設備分野で行われる。昨年度はヒート

アイランドというセッション名になっていたが、今年度は内容的に実測・解析・対処法と分かれ、

より一層具体的になってきた。特に CFD(数値流体力学)解析が多くなってきた。環境設計・地球

環境分野では、以前から継続の CASBEE 評価、新たに始まった環境関連データベース構築のプロ

ジェクトの発表が注目される。CO2削減に向けての省エネルギーの個別の研究発表は、熱分野で

断熱性能・太陽エネルギー利用・各種省エネ技術の発表が行われ、建築設備分野で省エネに向け

たシミュレーションツール・コージェネレーション・未利用エネルギーや各種空調方式の発表が

行われる。また、建築設備分野では、最近注目されている知的生産性の研究が増えている。建築

設備分野では、オーガナイズドセッション（OS）が 3 つ行われる。空気分野は、換気・通風・気

流性状と室内空気質（IAQ）の二つに大別される。前者で発表の多かった CFD は方法論が一般的

になってきたため、前述の都市環境・都市設備、建築設備分野での発表が多くなってきた。一方、

IAQ は、従来のホルムアルデヒド・VOC ばかりでなく、ダニ・カビおよびそれらから発生する

MVOC、半揮発性の SVOC など内容が拡大し多くの発表が行われる。MVOC については OS が行

われる。音分野では、室内音響・騒音振動の発表が行われるが、例年より床衝撃音の発表が増加

している。建築音響における音声伝送に関しては OS が行われる。環境振動分野では、振動源・

振動予測・対策・性能評価の発表が行われる。電磁波分野では、磁気･電磁環境、計測・評価法の

発表が行われる。水分野では、雨水･河川利用、給水・給湯、トイレ、排水の発表が行われる。給

湯は熱分野でも発表が行われており、トイレのにおいの問題は空気分野でも発表が行われている。

光分野では、明るさ・色彩・空間評価・昼光・設計ツールの発表が行われ、総合的な問題として、

光環境デザインの実際というテーマで OS が行われる。環境心理生理分野は、上記の多くの分野

と関連するため内容が多岐にわたっており、感覚・知覚・認知・行動から、音・温熱・光環境評

価、地域環境、景観、ストレス、環境配慮行動までの発表が行われる。また、屋外空間の心理生

理評価というテーマで OS が行われる。 

（環境工学委員会広報委員 久野 覚） 
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５．海洋建築部門（42 題） 
 本年度の海洋建築部門の講演は、広島大学総合科学部東講義棟において9月19日（金）および20

日（土）の両日で行われる。 

 海洋建築部門の総講演題数は42題であり、構造系、環境系および計画系に関する講演が行われ

る。構造系に関しては18題、環境系に関しては6題、計画系に関する内容については18題の講演が

予定されている。 

 構造系に関しては「浮体動揺」、「流力弾性」、および「構造設計」に関する講演が行われる。構

造系の内容では、複数の浮体モジュールを連結した浮遊式構造物の動揺に関する実験および解析

的研究、波を受ける浮体の変形や浮体に作用する流体力評価に関する研究、流体中の渦励振によ

る振動に関する研究のほか、浮遊式海洋建築物および着底式海洋建築物の構造設計手法に関する

研究などがある。構造設計手法に関しては、陸上構造物の設計では扱わない波による作用の評価

方法に関する内容について講演がされる。構造系ではこのほかにも、浮屋根式の円筒液体貯槽を

対象とした浮屋根の地震時スロッシング応答の評価方法に関する研究について講演が行われる。 

 環境系に関しては「海洋環境」に関する講演が行われる。環境系の内容では、沿岸域における

津波海上ハザードマップに関する研究、潮流や海流を利用した発電用水車に関する研究などがあ

る。本年度の環境系は、津波による災害防止や流れを利用したエネルギー装置などに関する内容

が中心となっている。 

 計画系に関しては「景観」、「ウオーターフロント」、「海浜・海の家」に関する講演が行われる。

計画系の内容では、港湾都市の再生に向けた港湾空間の形成に関する研究、地方港湾における地

域活性化方策に関する研究、人工海浜とまちづくりに関する研究、狭小河川の修景・環境整備に

関する研究がある。計画系ではこのほかにも、臨海部の景観調査に関する研究、海の家を対象と

した利用実態と評価に関する研究、海の家を通して見た地域性に関する研究がある。本年度の計

画系の内容は海洋空間と都市の関わり、および人間と海洋空間の関わりについての研究が中心と

なっている。 

 本年度の海洋建築分野の講演内容は、構造系、環境系および計画系のほかにも、海洋建築物と

して扱われている保存船・展示船・復原船の現状に関する調査研究、地域性の視点から見た灯台

の役割に関する研究、ライトアップされた橋梁が人々に与える影響に関する研究など、多岐に広

がったものとなっている。 

（海洋建築委員会広報委員 藤田謙一） 
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６．情報システム技術部門（51 題） 
 2008年度日本建築学会大会でのトピックスを情報システム技術部門の学術講演発表を中心に紹

介する。今回はシステム化利用、設計システム・CAD、生産情報システム・データベース、制御・

計測・ロボット、シミュレーション・数理計画・数理統計、数値計算とソフトコンピューティン

グ、感性工学・複雑系にわたる7セッション、51題の論文発表が行われる。 
 システム化技術では、人間行動や姿勢といったデータを三次元的に解析して空間内の事象をと

らえ、ネットワーク化されたコンピュータ機器やロボットを介して、セキュリティの確保や生活

支援などの人間が必要とする支援を提供する仕組みである「空間知能化」のグランドデザインや

実現技術に着目した研究が興味深い。たとえば、RFIDリーダや人感センサ等の技術を利用した人

間行動の動的把握や音声・声紋認識による設備機器制御などが見られる。また、ユビキタスコン

ピュータ技術を利用した構造モニタリングの実建物での実証実験や、ひずみゲージ付きRFIDを利

用した構造モニタリングシステムに関する研究も見られる。さらに同セッションでは、ファシリ

テーション支援、防災GIS、複合現実感、自治体・地域ポータルサイトの全国動向と構築事例を

まとめた研究など、幅広い発表を期待できる。 
 生産情報システム・データベースのセッションでは、防災意識の高まりを背景にした双方向型

危機意識調査システムに関する研究や、データマイニング手法を用いた建物維持管理データベー

ス分析手法の研究が見られる。 
 設計システム・CADのセッションでは、最近注目を浴びている設計範囲、スケジュール、コス

トに関する高品質で信頼性が高い情報を統合する概念であるBIM（ビルディング・インフォメー

ション・モデリング）を実現する三次元CAD導入に関する研究などが見られる。 
 制御・計測・ロボットのセッションでは、政府の府省連携プロジェクト研究の一環として、長

寿命建築物の維持管理やリユースを支援するモニタリング技術の開発に関する発表が興味深い。

たとえば漏水位置検知や、マルチセンサ付きタグを用いたモニタリングシステムや無線によるデ

ータ転送等、企業からの最新研究発表が多数見られる。 
 シミュレーション・数理計画・数理統計のセッションでは、遺伝的アルゴリズムを用いた鉄骨

構造物や道路配置を考慮した住宅施設の最適配置に関する応用研究の発表がある。 
 数値計画とソフトコンピューティングのセッションでは、コンジョイント分析と選好順位の一

致度を用いた公園要素の分析事例や、一方で、実空間の社会的インタラクションと新たに導入さ

れてきた情報機器とが調和した空間の構築を目的にした情報機器で制御されたドアの試作・運用

実験など、新たな研究発表が見られ興味深い。 
 感性工学・複雑系のセッションでは、全方向画像を景観要素の知識の構造化や伝統的景観要素

の構造分析に関する研究が見られる。 
（情報システム技術委員会広報委員 加賀有津子） 
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７．教育部門（23 題） 

 教育に関する研究は、各部門の性格に応じて、個別的な課題と方策がある。教育の現場では、

各々の部門で様々な努力が試みられ、実績も成果もそれなりに蓄積されてきている。しかしその

成果は、学会の各部門ごとの発表となる場合が多く、これまで教育部門での発表は少なかった。

すべての部門で教育について議論されることは、問題の幅広さと普遍性を示すものであるが、一

方で共通する問題意識や検討課題を共有し、建築教育全体の問題として議論していく機会はこれ

まで十分でなかった。 

 現在、大学改革や建築士法改正など、建築教育にかかわる外部環境が大きく変わっていく中で、

ますます教育は重要な問題となっている。各部門で独立して検討されてきた教育の問題を、部門

を横断して情報共有し、その対策や試みを考えていこうとする動きが出てきている。こうした教

育に対する問題意識の高まりを反映し、本年度の学会大会における教育部門の梗概発表は23題（オ

ーガナイズドセッション9題を含む）あり、近年に比べて多い。 

 建築教育の問題は、全ての部門にわたっている。したがって教育部門での発表も、構造、都市

計画、施工、設計、建築史、環境、防災、情報といった各分野における教育研究が寄せられた。

さらにこれらの研究が扱う教育の対象者も広範囲におよんでいる。特に以下の2つが目立つ。 

 １）一般市民や子供を対象とした、啓蒙教育、住教育、環境教育に関する研究 

 ２）建築を専門とする学生を対象とした、体験学習についての試み 

 １）については、地域と連携したまちづくり教育や景観教育、環境教育の試みが発表される（梗

概発表「住教育、市民」）。また、2）については、様々な部門での体験学習を通じたプログラムの

提案が興味深い（オーガナイズドセッション「体験型学習」）。特に、設計と施工に関しては、実

務者を交えた体験を通して実務教育を行う試みがある（オーガナイズドセッション「設計教育、

設計実務」、梗概発表「技能教育」）。さらに１）と２）の両者を結びつけ、学生が一般市民と共同

でまちづくりや建築設計を考えるプログラムなど個性ある実践教育も発表される（オーガナイズ

ドセッション「地域連携まちづくり」）。大学教育において、多様な学習ニーズへ対応した個性豊

かな教育が求められていくなかで、これらの個々の提案の積み重ねが、有効な示唆を与えてくれ

る。 

 子供や市民を対象とした環境教育、専門家教育における実務教育といった試みの提案が目立つ

一方で、教育の理念や教育の制度についての研究は、それほど多くない。少ないながら、こうし

た視点での研究として、稲葉氏の「建築設計教育におけるスタジオ方式の基礎的研究」や、福壽

氏「フランスにおける環境教育の実態」、李氏「日本における木造建築科を持つ認定職業訓練校の

類型化に関する研究」の発表が注目される。欧米の建築教育をモデルに構築されてきた近代日本

の建築教育の変遷や、日本独自の特徴や伝統に根ざした建築の教育のあり方に関する研究は、俯

瞰的な視点から建築教育を見直す契機となろう。 

 今後、様々な部門を横断した教育の新たな試みや提案の発表とともに、環境教育の国際比較、

建築教育史、日本独自の建築教育制度などの研究発表も求められる。建築学全体の問題として、

分野をこえた議論の盛り上がりが期待される。 

（建築教育委員会広報委員 元岡展久） 

7 
 



８．建築計画部門（749 題） 

建築計画分野における学術講演は下の領域によって構成される。 

領域１）建築学を横断する計画基礎理論に関する領域 

領域２）特定の用途の計画、設計、使用実態、評価に関する領域 

 ２Ａ）住宅（戸建て／集合）を対象とするもの 

 ２Ｂ）施設（学校、病院、オフィスビル、図書館、その他）を対象とするもの 

領域３）建物の構法計画、生産計画に関する領域 

領域４）建築計画学を統合する建築計画及び建築設計の実践に関する領域 

○実践的議論の場の設置 

領域４）は本年度に新設された領域である。領域１）～３）に分散していた学術講演を設計の

実践という観点によって集約し、社会が直面している建築計画及び設計の問題を、基礎理論、用

途、構法計画、生産計画などの観点を横断して議論 できるようにした。本年度は、9 月 18 日の

午前午後にわたり、まちづくりにおける手法・事例・コミュニティ形成（16 題）、景観・土地利

用における事例（6 題）、建築設計理論（5 題）、制度運用（5 題）に関する学術講演がなされる。

特に、制度運用においては、建物グリーン設計の運用実態 、連担建築物設計制度の活用 、耐震

偽装事件後の建築基準法改正の波及効果 など、現代の社会における関心が高い事例を取り上げて

いる。また、建築関連法規の改正が商業施設の用途変更に与える影響、デザインブリーフの有効

性 など、建築の質を高めるための実践的方法や建築や建築関連制度のあり方についての議論が期

待される研究発表がなされる。 

○転用・改修等による公的施設の再編（9 月 18 日午後、Organized Session） 

市町村合併、地域の人口構成や社会的ニーズの変化などに対応し、公的施設において、当初の

目的とは異なる転用・改修・流用が様々に実施されてきている動向に注目し、時代と地域の文脈

の中から施設の公共的価値を計画することの意味を議論するために組織化したセッションであ

る。既存施設や民家からの高齢者施設等への転用、地域になじみのある歴史的建造物の保全活用、

地域施設の再利用における用途複合化 、学校の転用・改修設計のモデルの開発 、戸建住宅の外

壁改修による地域の防災整備 をテーマに、７題の学術講演がなされる。なお、このテーマは、技

術部門設計競技（9 月 19 日午前に公開審査）及び研究協議会（9 月 19 日午後）と連係するもので

あり、これらを通し、十分な時間をとって深く議論される。 

○戸建住宅地のマネージメント（9 月 18 日午後、Organized Session） 

よりよい住環境の維持管理 、コミュニティの形成と維持 、まちなみの維持管理 、維持管理主

体の形成 など、戸建住宅地における様々なマネージメントの手法をテーマとして議論するために

組織化したセッションである。海外事例の紹介、大規模施設や公共広場の活用、植栽の活用、居

住者の意識、「コモン」という概念などに関する事例研究（全 6 題）の報告がなされ、これらを通

じてテーマが掘り下げられる。 

（建築計画委員会広報委員 藤井晴行） 
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９．農村計画部門（113 題） 
今年度の農村計画分野では、総19テーマで113題の学術講演が行われる。 

テーマの全体的な傾向として、景観、災害、居住環境、環境保全管理、地域施設・資源活用、

都市農村交流、民家、農村計画海外事例などがあげられる。 

その中でも、特徴的なテーマとして以下のものがあげられる。 

まず、景観をテーマとした多様な分野の学術講演である。集落全体の景観（6題）、地域全体景

観や景観要素（屋敷林、ブロック塀など）に関する景観分析（8題）、農村景観の保全・形成・活

用に関する景観マネジメント（5題）である。特に、オーガナイズドセッションとして「農山漁村

の景観を守り活かす新たな展開」のテーマで、地域の文化的景観の計画、保存、管理、継承、活

用について5題の学術講演が行われる。さらに、パネルディスカッションとして、「「ただならぬ普

通」の再発見：農山漁村景観を文化的景観として継承する」というテーマで、全国の「文化的景

観」の保全の取組み事例の紹介、文化的景観の施策および法制度などについて議論の場を設けて

いる。 

二つ目は、農村空間、生活、文化の管理・運営とその主体に関するテーマである。地域施設・

資源活用（6題）、都市農村交流（6題）、自治組織・コミュニティネットワーク（7題）、地域づく

りと主体の意識（4題）、環境保全・管理（7題）などが講演される。さらに、研究協議会として「農

村の新しいガバナンスが創る国土」というテーマで、農村における「新たな公」とその担い手、

NPO活動による農山村の空間管理、住民組織が担うべき新しい自治の姿など、多様な主体による

農村の管理・運営のあり方について深度ある議論が行われる。 

 そのほかに、2005年度から災害をテーマにした国内外事例についての学術講演が多く行われ、

今年度も災害復興と防災というテーマで14題の講演が行われる。 

（農村計画委員会広報委員 金 俊豪） 
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１０．都市計画部門（531 題） 
１．本年度の学術講演の概要 
都市計画部門における本年度の学術講演総数は 531 題（昨年度より 22 題減）となっている。こ

のうち、審査付梗概となるオーガナイズドセッション（OS）の発表は 5 テーマ 30 題となってい

る（昨年度は 5 テーマ 33 題、一昨年度 2 テーマ 10 題）。本年度はポスターセッションによる発表

はない。 
２．オーガナイズドセッション（30 題）のトピックス 
本年度のオーガナイズドセッションでは、以下の 4 つのテーマを設けて梗概発表ならびに研究

討論が行われる。 
テーマ１：地域再生における地域と大学の新たな役割(1)(2) 12 題 
テーマ２：地方都市のマネジメント 5 題 
テーマ３：人口減少都市のマネジメント 6 題 
テーマ４：生活景の守り方 5 題 
テーマ５：地域の環境保全・改善のための都市計画システム 2 題 
着目点は異なるものの、総じてマネジメントや道程に関しての研究梗概が募集された。これら

のポイントは以下のとおりである。 
「地域再生における地域と大学の新たな役割(1)(2)」では、まちづくりの新たな担い手としての

大学に注目し、地域との連携方法などが議論される。「地方都市のマネジメント」では、市町村合

併や過疎化集落など、地方都市の抱える課題をどのように運営していくのかが議論される。「生活

景の守り方」地域の身近な風景である生活景を核にした景観の守り方、育み方の手立てが議論さ

れる。「人口減少都市のマネジメント」では、人口減少下における地域の運営手法、活性化への取

り組み等について議論される。なお、研究協議会「人口減少時代における土地利用計画の運用と

展望」とも関連の深いテーマである。「地域の環境保全・改善のための都市計画システム」では、

景観形成基準と広域景観行政が議論される。 
３．学術講演梗概（501 題）のトピックス 
 学術講演においては、「都市計画」での発表が占める割合は全体の約１割であるが、その位置づ

けが学際的かつ領域横断的な特徴を反映して幅広いテーマとなっている。都市計画部門では便宜

上、テーマを 10 分類しているが、本年の発表件数の多い順にあげると次のようになる。「景観と

都市設計」147 題、「市街地変容と都市・地域の再生」80 題、「都市環境と災害」61 題、「地区と

コミュニティ」53 題、「調査・評価と計画支援」49 題、「都市像と計画」47 題、「参加と組織」36
題、「都市論と都市形成史」15 題、「制度と行政」8 題、「教育と資格」0 題、その他 5 題である。

「景観と都市設計」が最多であることは例年通りであり、昨年よりも 10 題増加している。景観の

評価、コントロール手法、歴史的景観・まちなみ保全からシミュレーションに至る幅広い範囲を

網羅しており、国内の景観のみならず、アジア、ヨーロッパなどの海外事例の研究発表も行われ

る。「市街地変容と都市・地域の再生」は昨年並みであり、中心市街地化やまちなみの変化をテー

マにしたものが多い。「都市環境と災害」の中では、災害後の都市の復旧・復興、被災者支援、防

災活動、木造密集市街地などがテーマに取り上げられている。「地区とコミュニティ」と「参加と

組織」は比較的近い関係であるが、まちづくり活動における住民参加をはじめとして、増加傾向

にある。「教育と資格」に関しては、分類の都合上 0 題となったが、複合的な内容のため他のテー

マに割り振られたためである。 
全体傾向として、昨年同様、地域、市民、協働、マネジメント、防災、子ども・高齢者など今

日的なキーワードが含まれた分析的な研究が多く見られる。 
（都市計画委員会広報委員 坂井 猛） 
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１１．建築経済・住宅問題部門（202 題） 

 「建築経済・住宅問題」部門では、昨年を上回る202題（8001-8202）が報告される。環境問題

がますます深刻化する中で、これまでの「作っては壊す」社会から、「よいものを作って、手入れ

をし、長く大切に使う」社会への移行が重要になっている。そうした社会背景を反映し、維持管

理社会への転換につながるストックの活用や保全方法、環境負荷の軽減に関する報告が充実して

みられることが本年の特徴といえよう。以下、大会の日程に沿いながら、主な報告を紹介したい。 

 一日目の18日は、『住宅ストック』をテーマにオーガナイズドセッションが開催され、21題（8

122-42）が報告される。国の住宅生活基本計画では「良質な住宅ストックの形成及び将来世代へ

の継承」が今後の政策目標の第一に掲げられており、住宅ストックが重要な視点になっているこ

とから、このテ－マが設定された。まず、郊外戸建て住宅地のストックについては、8138-39がそ

の再生や相続に視点を置いた研究として注目される。シェア居住を住宅ストック活用の一手法と

してみる8131も興味深い。また、地方の住宅ストック活用については、自治体主導型空き家活用

システムの研究（8125）、居住者の評価から公営住宅ストックの運営を見直そうとする研究（813

3）があげられる。米国カリフォルニア州のプロパティマネッジメントの研究（8126-28）、英国の

スパン・ハウジングの住環境管理の研究（8141）は、わが国の住宅・居住地管理に対して示唆に

富む報告である。 

 同じく18日の、建築生産システム・管理関係のセッションでは、社会的耐用性の視点から木造

借家の朽廃を見た研究（8012）、伝統的木造建築の再使用を目的とした解体工事の研究（8033）は、

ストック重視社会における住宅のあり方と関わる研究として注目される。大工機能の評価に関す

る研究（8034-36）は、わが国の伝統工法を見直し、技術評価を行った研究として興味深い。8025

-27は、大都市を中心に超高層マンションの建設が急増するなかで、高層集合住宅における内装仕

上げ工事の生産性に着目し、その作業デ－タを分析することで、内装仕上げ工事の合理化に対し

て知見を得ようとした研究である。 

 19日午前は、住生活基本計画に関する報告（8143-46）、ホームレスの人々への居住支援（8159-

8160）が住宅施策や居住支援のセッションで注目される。一方、防犯のセッションでは、問題解

決への対応性が高い研究が特色である。近年の一人暮らし高齢者の増加とそれを狙った犯罪の不

安に注目し、独居高齢者宅への訪問者に対する不安要素を詳細に調査・分析した研究（8049-50）

は、問題解決に向けて示唆に富む。戸建て住宅の侵入リスク軽減を目的とした防犯シミュレ－シ

ョンシステムの開発（8055-56）は、実用性の高い研究といえよう。実地調査によって、低層集合

住宅の侵入被害の実態を把握した研究（8057-58）も大いに参考になる。 

 20日午前のセッションでは、小学校の校舎の温熱環境の実態を解明した研究（8078-79）は、冷

房を使用せず夏期の教室の温熱環境向上を図ろうとする点で成果が期待される。住宅ストックの

セッションでは、国交省からのプロジェクト研究の一環である、新構造システム建築物による社

会資産建築の供給と運営方式に関する一連の研究（8181-83）が興味深い。午後のセッションでは、

木質資材のリユースに関する研究（8106-09）、マンションの大規模修繕（8197-98）などが、スト

ック重視に向けての研究といえよう。 

（建築経済委員会広報委員 碓田智子） 
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１２．建築歴史･意匠部門（408 題） 
 2008年度大会（中国）の学術講演では、建築歴史・意匠部門において、これまでとほぼ同数の

多くの梗概応募があった。本部門では1998年度大会（九州）に300題、2004年度大会（北海道）に

400題の大台を超えたのち、2008年度大会（中国）においても400題を上回る応募があり、会場で

は活発な討論が展開されるであろう。ほかの部門が若干の増減を繰り返すなか、建築歴史･意匠部

門は堅調に増加の傾向を示している。また、ほかの部門と比較しても、材料施工・構造・環境工

学・建築計画・都市計画に続いて梗概数が多く、建築学術分野にあって重要な位置を占めている。

ただし、一部の大学から目立って梗概が多く投稿されているなど、今後はより一層さまざまな大

学や研究機関から、多様な梗概が発表されることを期待したい。 

 2008年度大会における建築歴史・意匠部門の研究内容を地域や時代別に見ると、日本前近代64

題、日本近代63題、アジア32題、西欧前近代10題、西欧近代30題、都市史33題、意匠論81題、作

家論46題、建築論17題、保存32題であった。日本近代と意匠論の梗概数が多い近年の傾向は、2008

年度でも続いていることがわかる。一方で、1960年代から80年代の一時期に比べて、西欧やアジ

アを問わず、海外を対象とした研究が減少している印象はいなめない。今後、より広域的な視点

で日本建築史を再構築するためにも、海外研究の促進が望まれる。 

 また、日本ではここ数年の経済回復に端を発した都市開発により、バブル期と同様、歴史的な

街並みや建築がいとも簡単に破壊されなくなりつつある。近代建築や戦後直後の貴重な建物を失

う現状にあっては、意匠論や建築論の展開とともに、保存やその方法論に関する研究をより活発

化させる必要があるだろう。それと並行して、国宝や重要文化財ではないにしても、街や建築に

対していかに歴史や文化を生かしながら再生していくのか、さらに場合によってはどのように復

元するのかといったことも解決しなければならない重要な問題である。純粋な学術研究のさらな

る進展を目指しながら、社会に対してもより多く発言していく姿勢が本部門に求められているは

ずであり、この点についても今後の課題としなければならない。 

 そうした視点から見ると、刺激的で精度の高い梗概が多いなかで、とくに保存や復元のための

基礎なる研究である山下秀樹・清水重敦の加守廃寺六角堂、西和夫ほかの出島、中川武ほかのベ

トナム・フエ、鈴木博之・大内田史郎の東京駅、河東義之ほかの中世平泉の各梗概は注目すべき

内容を多く含む。同時に、それらをいかに現代都市の中で展開させていくかという点では、坂本

一成ほかの都市の空所、塚本由晴ほかの東京の街区構成に関する意匠論も示唆に富んでいる。そ

れ以外にも、21世紀の都市と建築のビジョンを創造するための基盤となる研究梗概が歴史・意匠

部門に集まっている。学術や業界にける建築歴史・意匠部門の果たす役割がより重要さを増して

いるのであり、今後もより多くの研究を蓄積し継続していくことが本部門会員に求められている。 

（建築歴史・意匠委員会広報委員 高村雅彦） 
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