
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１２年度大会（東海） 

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 664 60 

構  造 2,397 321 

防  火 172 3 

環境工学 1,283 30 

海洋建築 35 8 

情報システム技術 51 ▲9 

教  育 30 3 

建築計画 705 ▲13 

農村計画 90 ▲21 

都市計画 553 13 

建築社会システム 195 7 

建築歴史・意匠 479 23 

合  計 6,654 425 

 

 
 



１．材料施工部門（664 題） 

材料施工部門は、コンクリート、無機系、有機系、防水などの各種材料の物性および鉄骨製作

とこれらに関連する施工技術、ならびに施工の品質管理、改修・維持保全、耐久計画・耐久設計、

地球環境・資源など幅広い分野の研究・開発を対象にしている。今年度の発表数は昨年より 60

題増え、一昨年とほぼ同数の 664 題となっている。 

発表部門別の内訳に大きな変化はないが、最近の傾向としては、建築資材の製造エネルギーの

削減、材料・部材の耐久性向上および耐久性予測、調査・診断技術、補修・改修用材料および工

法などに関する発表が増えている。また、木造建築物の長期使用に関連し、窯業系サイディング

やラスモルタル外壁などの耐久性向上に関する発表が目立っている。また、東日本大震災に関わ

るものとして、件数は少ないものの、瓦屋根などの地震被害の報告、外装材の放射性物質の除染、

鋼製下地吊り天井の耐震性向上に関する発表がある。 

以下は、分野別の状況である。 

コンクリート分野では、全体の約半数に相当する 321 題の発表がある。セメントや骨材などの

コンクリート用材料に関する研究（57 題）では、副産物系混和材料のフライアッシュに関する発

表が多い。コンクリートの物性に関する研究（118 題）では、昨年と同様、収縮・クリープ、耐

久性一般に関する発表が多い。そのほか、コンクリート工事の施工・管理に関するものが 55 題、

特殊仕様のコンクリートに関するものが 91 題あり、後者はこれまでと同様、高強度、再生骨材・

再生コンクリート、CFT コンクリート、環境対応型コンクリートに関する研究が活発である。 

鉄骨・金属系材料分野（46 題）の主なテーマには、鉄骨工事の計画・施工、防食、溶接部の検

査、溶接接合部・部材の性能確認に関するものがある。 

無機系材料・工法分野では、昨年より若干増え 57 題の発表がある。左官関係が 16 題、タイル

関係が 23 題で、後者の中では有機系接着剤張りに関するものが際立っている。 

有機材料・工法分野では、塗料、仕上塗材および塗床材に関する 23 題の発表があり、従来から

のコンクリートの中性化抑制効果のほか、最近では、低 VOC 塗料や高日射反射率塗料などに関

する内容が多い。 

防水材料・工法分野では、昨年より減っているが 38 題の発表がある。メンブレン防水材では、

機械的固定工法防水層の耐風性、遮熱・断熱防水、ポリマーセメント系塗膜防水材の躯体ひび割

れ追従性、防水材料の耐候性試験の報告が主たる内容である。 

工事・品質管理に関しては、次世代携帯端末や無線センサーなどを用いた施工管理・計測手法

などを含め、9 題の発表がある。 

維持・維持保全分野（64 題）では、補修用ポリマーセメントモルタル等の物性や補修効果、ア

スベスト含有建材の除去・飛散防止および環境測定、補修部材の性能評価に関する発表が多い。

また、超高層建物の解体工法に関して多数の発表がある。 

地球環境・資源分野（22 題）では、アスベスト含有廃材の無害化、木質バイオマスの有効利用、

保水性舗装ブロックに関する内容がある。 

部位別材料・仕上げ・性能評価の分野の 78 題は、例年と同様、内容は多岐に及ぶが、天井落下・

崩落防止など震災に関係した報告がある。 

（材料施工委員会広報委員 輿石直幸） 
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２．構造部門（2,397 題） 
構造部門の学術講演発表題数は2,397題（前年比+321）であり、全体（建築デザイン発表会含む）

の発表題数6,777題の35％強を占める。ここ10 年間でみると2006 年度（関東）を除き2,000 題を

超える発表数をコンスタントに維持しており、この部門の研究活動が活発であることが分かる。

発表には25の会場が割り当てられており、分野別に見ると、荷重・信頼性：111題（+7）、応用力

学・構造解析：74 題（+4）、基礎構造：149題（+15）、シェル・空間構造：137題（+23）、振

動：624題（+133）、原子力プラント：39題（+15）、木質構造：347題（+49）、鉄骨構造：301

題（+15）、鋼・コンクリート合成構造：97題（+13）、鉄筋コンクリート構造：433題（+34）、

プレストレストコンクリート構造：30題（-1）、壁式構造・組積造：55題（+14）となっており（括

弧内の数値は昨年度との増減題数）、発表題数はほぼ全ての分野で昨年度と比べて増加している。

分野別では、振動、鉄筋コンクリート、木質構造、鉄骨構造の分野での講演題数が多く、これら

で構造部門全体の71%（昨年度と同じ）を占めている。特に振動は東日本大震災の影響を受けて

前年比で27％の増加が見られる。一方で、プレストレストコンクリート構造のみが微減している

がその数はわずかであり、傾向を語るに有意のものとは認められず、結果として構造部門全体と

して前年比で15％以上の発表題数増加となっている。 

既述のように振動分野の発表題数の増加が大きいが、内容を見ると、東日本大震災の構造被害

の調査報告が多くを占めている。関連して、体育館やホールなどの大きな空間を持つ建築構造の

天井被害の報告も増加しており、これらはシェル・空間構造の分野に分類されて発表されている。

さらに、鉄骨構造分野では、東日本大震災で見られた長周期地震動に対応した設計法に関する研

究発表も多く行われており、上記と同様、今回の震災を契機に特に盛んに発表されるようになっ

たものの一つと言うことができる。 

構造の細分類は「その他」を除き12種類ある。少し詳細に見ると、それぞれの細分類内で東日

本大震災に関連した研究発表が行われており、このことが各分野の発表題数を押し上げていて、

構造全体の発表題数の増加につながっていることが知れる。 

鉄筋コンクリート構造分野では「東日本大震災によるRC建物被害」、壁式構造・組積造分野で

は「壁式集合住宅の再生技術」と題したオーガナイズドセッションが設けられそれぞれ24題、14

題の研究発表が行われる。木質構造分野では、伝統的構工法の研究のほか、耐震要素としての高

倍率の耐力壁、振動台実験・振動解析、耐震診断・補強法、継手、制振・免震、大規模木造など

の研究発表が行われる。鉄骨構造分野でも、構造設計法、接合部の設計に関する従来からの研究

発表のほか、耐震要素である座屈拘束ブレースや各種の耐震ダンパーに関する開発研究の発表が

行われ、併せて耐震補強法に関する研究発表も行われる。基礎構造分野では、地盤の微動、液状

化、改良法、山留め工法、根入れ工法などの研究のほかに、杭に関する研究として、その抵抗機

構の解明と上部構造との接合部の研究やパイルドラフト工法に関する研究発表が行われる。荷

重・信額性分野では基規準・設計法、BCP（事業継続計画）、機能維持、風圧・風力、風応答、

雪荷重等に関する研究が行われる。シェル・空間構造分野では、シェルに関する従来の研究のほ
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か、最近の新しい傾向として構造形態創生に関する研究や体育館の耐震性能や天井吊り物の落下

に関する研究の増加傾向が見られる。応用力学部門では、各種構造物の構造解析法や数値解析法

の研究のほか、特に最適設計に関する研究が増加傾向にある。そのほか、鋼・コンクリート合成

構造分野、プレストレストコンクリート構造分野などでも、それぞれに活発な研究発表が行われ

る予定である。 

（構造委員会広報委員 大森博司） 
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３．防火部門（172 題） 
 今年度の防火部門の講演内容で特筆すべきは、昨年に続いて、木質系構造・材料の発表題数が

最も多いこと、および、東日本大震災関連の調査研究が報告されることである。木質系構造・材

料の発表題数については、近年の木造そのものへの嗜好の高まりのほか、森林資源・林業の健全

化、低炭素化等、様々な関心から注目されていたが、2010 年に公共建築物木材利用促進法が施行

され、国土交通省により木造3階建て大規模学校建築の基準検討方針が表明されたこともあり、木

造化・木質化された建築物の防火性能に関する研究が多く実施された結果が反映されている。木

質系構造・材料に関する講演内容を整理すると、平成23年度に実施された実大火災実験（国土交

通省「木造建築基準の高度化推進に対する検討を行う者に対する補助事業」）についての報告が

14題を占めている。そのほか、木質系構造部位ごとの防耐火性能に関する研究、スギ集成材の産

地別の燃え止まり性状に関する実験など、今後の木造化・木質化された建築物の振興の一助とな

る有益な成果が発表される。また、東日本大震災被災地の調査研究に関しては、都市火災・消防

活動分野で消防関係の事例調査3題、総合防災分野で高層共同住宅のヒアリング調査4題・津波関

連1題、鉄筋コンクリート系構造分野で津波関連1題の計9題が発表される。 

今年度の発表題数を研究分野別の内訳でみると、上述した木質系構造・材料に関する講演が35

題、そのほかに、鉄筋コンクリート系構造・材料24題、金属系構造・材料17題、区画部材の性能7

題、壁・材料燃焼6題、火災性状・火災安全性評価24題、煙性状10題、避難15題、都市防災5題、

スプリンクラー等防火・防災設備9題、総合防災15題、消防活動3題、設計法その他2題となってい

る。構造耐火関係の講演発表内容を見ると、鉄筋コンクリート系構造・材料では、高強度コンク

リートの爆裂や柱梁接合部に関する研究や火害を受けたコンクリート構造物の劣化診断の研究、

金属系構造・材料では、柱・梁等の金属材料の高温特性やボルト接合部の耐火性能などに関する

研究、そして、区画部材の性能では、耐熱強化ガラスや乾式間仕切り壁の耐火性能などに関する

研究発表が行われる。燃焼・火災性状・安全性評価では、不燃性試験やガス有害性試験方法に関

する研究、火災性状予測モデルに関する研究、消火活動支援を想定した火災放出光による太陽電

池モジュールの発電特性の研究などの発表が行われる。煙・避難性状関係では、排煙および散水

を考慮した煙挙動に関する研究、噴出熱気流への庇の影響に関する研究、排煙風道の断熱性能に

関する研究、避難シミュレーション、煙層下の床面照度に関する研究、老人療養施設や病院・大

規模鉄道駅・高層建築物等の避難に関する研究発表が行われる。総合防災では、地下空間の火災・

水害対策手法に関する研究、高層建築物の地震後火災に対する緊急点検・対応計画に関する研究、

病院・保育所等の災害時要援護者の避難計画に関する研究、木造密集市街地・歴史的市街地にお

ける防災手法の研究、津波避難計画に関する研究などの報告がある。そのほか、スプリンクラー

設備に関して火災統計分析・作動信頼性・煙流動性状への影響、設計火源の設定方法についての

研究が発表される。韓国からは木造密集地の火災危険性、老人医療施設の火災事例分析、台湾か

らは歴史地区の消火対策などの発表が行われ、日本の状況との比較での議論も可能である。 

（防火委員会広報委員 森山修治） 

4 
 



４．環境工学部門（1,283 題） 

「東日本大震災後の都市・建築環境」 

本年度の建築学会大会の環境工学部門では、環境工学 I で 595 編、環境工学 II で 688 編、計 1,283

編の発表が行われる。その中でも、最大のトピックスは東日本大震災後の日本の都市・建築環境

に関する研究であろう。これまでの環境工学分野とは異なった視点での研究が行われるようにな

っている。研究協議会「エネルギーとライフスタイルのあり方」、研究懇談会「節電から考えるこ

れからの建築」も合わせて行われる。 

東日本大震災の被害状況のみではなく、応急仮設住宅の環境調査、節電影響の調査などが行わ

れている。今後の住宅・建築・都市分野に与える影響は大きい。また、震災以外の感染症による

リスクに関しても研究が行われている。環境工学分野として様々なリスクにどのように対応して

いくかを考えることは重要なことになっている。 

ゼロ・エネルギー建築（ZEB）、ゼロ・エネルギーハウス（ZEH）も昨年に続き非常に多くの発

表が行われている。実際の試みも行われるようになっている。また、スマートグリッド、スマー

トハウス、スマートシティなどの他分野と融合した新しい分野の発表も行われている。 

以下、具体的なセッションに関して述べる。 

（1）節電照明から見えたもの：オーガナイズドセッション 40190～40195 で節電環境下のゼロ・

エネルギー建築の発表が行われる。節電環境下で様々な実測調査が行われ、作業面照度中心の

照明設計や高照度環境の適否を再考すべきと結論されている。明るすぎたこれまでのオフィス

照明の見直しに通じる研究が行われている。 

（2）震災対応・非常時機能継続：40436～40444 では、BCP（事業継続計画）に関する発表が行

われる。震災後のライフライン復旧過程においては、すべての環境水準を平常時のように維持

することは難しい。停電時の生活感の実態が調査されている。また、中央監視システムの高度

化が提案されている。どのような優先順位で対策を行うかに関しての研究は今後さらに必要に

なるであろう。 

（3）震災関連住宅：40507～40514 では、東北地域の研究者を中心として行われた応急仮設住宅

に関する調査研究である。カビなどの微生物被害が大きい住宅があること、住まい方によって

結露状況などが異なること、冬期の寒さのみではなく夏期の通風に問題があることも指摘され

ている。今後の応急仮設住宅を考えるために非常に貴重な資料を提供している。 

（4）水害・居住環境・健康影響：オーガナイズセッション 41296～41299 では、浸水被害住宅に

おける室内環境の実態調査が報告されている。浸水被害後は長期にわたり居住者の健康状態が

悪化することが指摘されている。また、心理的ストレスも高いことがわかった。技術的な対応

に加えて心理的なケアが必要なことが示されている。 

（5）感染リスク低減：41399～41407 では、医療福祉施設におけるインフルエンザ、結核などの

感染症リスク低減のための研究が行われている。感染は飛沫、空気、接触によりおこる。その

感染経路を考慮した評価対策法が提案されている。光触媒、二酸化塩素を用いた除菌に関して
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も示されている。 

（6）ZEB、ゼロエネルギーハウス：41576～41601 では、研究施設における事例、自然換気の効

果、コジェネを利用した ZEB 化改修事例、潜顕熱分離空調、大学キャンパス、新築ビル、タウ

ンハウスの事例など多くの研究成果が発表されている。 

（環境工学委員会広報委員 田辺新一） 
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５．海洋建築部門（35 題） 
本年度の建築学会大会の海洋建築部門での発表題数は 35 題であり、昨年度より 8 題増加した。

昨年度と同様に、構造系、計画系および環境系に関する横断的な研究発表が行われ、対象とされ

る範囲が広い分野である。 

今年度は、これまでと同じく海洋建築物の波浪作用下での挙動、海洋環境、および海洋の波を

利用した波力発電に関する発表が行われるが、今年度のトピックスは、昨年の東日本大震災を受

けて、津波に関係する発表題数がこれまでになく多いことである。津波に関する発表は、今年度

の発表の約 4 割にあたる 13 題であり、3 つのセッション「津波・地震避難」「津波シミュレーシ

ョン」および「津波遡上後解析」にて行われる。 

今年度の発表をセッションごとに見ると、「海洋ネットワーク」（発表題数 5 題）では、浮体式

海洋建築物を都市機能や沿岸漁村など海に面した都市や町の機能を補完するための建築物と位置

付けたスマートアイランド構想、多目的災害支援基地としての浮体式海洋建築物の利用に関する

発表がある。 

「津波・地震避難」（発表題数 5 題）では、東日本大震災における避難行動を受けて、避難行動

からみたまちづくりに関する研究、および避難場所に関する発表がある。また、災害時における

帰宅困難者を船舶により輸送する方法や、今後の津波による被害を想定した東京湾内の津波の発

生状況や津波の影響を受けやすい場所に関する発表がある。 

「津波シミュレーション」（発表題数 4 題）では、建築物に作用する津波波力に関する一連の研

究として、津波波力の解析手法、津波による衝撃力評価、および津波漂流物による作用力に関す

る発表がある。 

「津波遡上後解析」（発表題数 4 題）では、建築物への津波作用に関する研究として、建物形状

および建築物の配置による影響に関する発表がある。また、東日本大震災における津波被害状況

から建物に作用した津波荷重の評価法を提案する発表がある。 

「海洋環境」（発表題数 5 題）では、身近な海洋環境として、海上公園の利用者を対象とした水

辺環境評価、および現存する海中展望塔に関する調査報告のほか、浮体式建築物を利用した太陽

光発電システムの波による応答に関する発表がある。 

「波力発電」（発表題数 6 題）では、浮体式波力発電装置の実海域での発電に関する研究、波力

発電に用いるピッチ翼水車の性能に関する研究、および発電装置を搭載した大型浮体の波に対す

る応答に関する研究の発表が行われる。 

「流体連成解析」（発表題数 6 題）では、構造物と流体連成問題の逆解析手法、大規模浮体の実

海域における自由振動特性、構造物周りの流れに関するシミュレーションがある。 

以上のほか、研究協議会では「東海・東南海・南海三連動地震と津波の備え」をテーマに地震

学と土木工学からの知見と、津波に対する国レベルと地方レベルでの現時点における対策・対応

に関する講演を予定し、建築分野で取り組むべき課題を整理する。 

（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） 
 情報システム技術部門は、その設立意図にもあるように専門分野を横断した報告が行われるため、

その対象範囲と内容は広い。今回の報告は51題であり、うち4題はオーガナイズドセッションであ

る。発表は、数値解析、データベース、CAD・設計システム(1)(2)、【オーガナイズドセッショ

ン】感性情報計測、感性工学、知的システム・ソフトコンピューティング(1)(2)、アルゴリズミッ

クデザイン、センシング・ネットワーク、の10セッションに分けられているが、セッション間での

関連性が高いものもある。 

 発表内容は、構造解析・設計のための数値解析手法、建築デジタルアーカイブ、SNS 分析のた

めの辞書作成、3 次元 CAD と AR、BIM に関する様々な検討、3 次元レーザー測量、画像解析と

CG、感性工学の解析手法、センサーやネットワークとロボット、モニタリング、ワークプレイス

や生命化建築、形態生成とアルゴリズム、など広範囲で多岐にわたるテーマが扱われている。ま

た、オーガナイズドセッションでは、生理指標に基づく感性計測手法として、皮膚の温度分布計

測による快適感やストレスの計測・評価に関する検討、高齢社会に対応した安全確保を目指した、

自動車運転時の挙動計測によるドライバーの技能や安全確認といった特性分析手法の検討、人の

発する非言語情報に基づく感性情報推定手法として、椅子の着座姿勢や加圧・3 次元加速センサ

ーを用いた感情分析や推定システムの検討、人の行動パターンからの感性情報の推定手法として、

各種センサーや情報ディスプレイを用いた人間の行動計測による商品への興味・関心の推定手法

の検討、という様々な感性情報を計測・推定する方式について検討が報告されている。 

 この部門のトピックスとしては、全体を通してみられるように数値解析、画像処理、データベ

ース、センサー・モニタリング技術、ロボット等を融合した技術的展開が挙げられる。また、近

年の特徴的傾向としては、BIM を汎用的なデータベースとして位置づけ、3 次元 CAD に代表され

る様々なツールを介して、データを BIM に関連づけることで統合的に扱うことを目指した検討が

多く見られる。今回の報告では、国立大学の設計図書の情報化と BIM に関する調査、建材・設備

メーカー提供の BIM データに関する調査、BIM を操作するツールとしての 3 次元 CAD の建築生

産への適用可能性の検討、BIM 活用を見据えた東アジア建築の屋根部材への IFC 適用に関する検

討、BIM を活用した空間把握能力開発のための建築教育プログラム、など多くの分野からの検討

が進められていることがうかがえる。本部門の報告のように、専門分野を超えた研究情報の交換

から、BIM と同様にさらなる領域複合型の研究の展開が期待される。 

（情報システム技術委員会広報委員 位寄和久） 
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７．教育部門（30 題） 
 建築教育の個別性と共通性：建築教育については、計画、構造、環境など各分野における問題

があり、また教育の対象や目標も様々であることから、個別的な問題とそれに応じた教育手法が

ある。現場では様々な工夫が試みられ各部門で議論がなされているが、教育問題として取り上げ

てみると、個別部門の問題にとどまらず、問題を共有していく視点が重要である。教育部門では、

建築教育に関わる横断的な問題、共通する課題を継続的に議論する場として、本年度は 30 題の発

表がある。 

 

◆建築教育の工夫：「構造・材料に関する教育（5 題）」では、歴史的研究から新しい建築技能教

育の方法を模索する一方、模型、新素材、computer 援用による材料選定システムをつかった教育

報告など、教材の幅広さに特徴がある。力学や材料の性質などといった、目に見えない力や、性

質が多様で多種にわたる材料など、分かりにくい事柄について、学生の興味と理解を促すための

工夫がこらされている。構造、材料、施工にとどまらず、広く応用できる可能性が示唆される。

また、「設計教育の試み（6 題）」では、立体感覚や図面の中でのスケール把握など基礎的な手法

と、産官学連携のデザイン開発を通じたより実践的な設計教育手法がある。 

 

◆市民・子どもへの建築教育：「子ども建築教育（5 題）」は、近年、各所で取り組まれている小

学生に対する建築教育についての手法や問題点が報告される。エネルギー、エコ改修、まち環境

リテラシーといった、まさに今、社会が直面しているテーマが扱われ、社会性・総合性の高い環

境教育の一分野として、将来を担う子どもたちへの建築教育の展開が期待される。「高等学校、専

門学校、市民教育（4 題）」では、専門学校、工業高校、高等学校の家庭科における住環境の教育

といった、若い世代・広く市民を対象とした建築教育について、学ぶ人に合わせたレベル、教材、

体験プログラム、目標などの工夫がなされており、多様な主体・機会・教育の工夫など特有の問

題点を共有したい。 

 

◆建築教育の国際化と地域での専門家教育：「海外の建築教育（5 題）」日本でも、建築教育プロ

グラムの国際化について多くの議論と関心が集まっているが、アジア諸国の資格制度の動向や、

欧米の独自の建築教育プログラムが報告される。各国事情と教育問題は密接に結びついており、

翻って、日本の建築教育の特殊性・独自性について、また、今後の日本の建築教育の国際化につ

いての議論が深まる事が期待される。一方、「地域連携、防災教育（5 題）」では、国内で重要な

トピックである防災教育について、東日本大震災の被災地支援を実習授業として行った事例や、

東海・東南海地震を想定した、実践的教育の取り組みが報告される。また地域連携による持続的

教育プログラム、専門家教育、インターンシップ、異文化融合による WS、といった取り組みか

ら、その効果や課題などを蓄積し今後の展開につなげることが期待される。 

（建築教育委員会広報委員 長澤夏子） 
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８．建築計画部門（705 題） 

 建築計画分野においては 705 題の研究発表がなされる。これらの研究発表は、建築計画の基礎

理論および設計方法論に関する研究、住宅建築や住生活の実情やあり方に関する研究、非住宅施

設（地域施設や商業施設）の実情やあり方に関する研究、構法計画に関する研究、横断的かつ実

践的な設計計画に関する研究などに分類される。特に、昨年発生した東日本大震災について、震

災を受けた各種建物の被災状況や復興過程、また避難所、仮設住宅、復興住宅に関わる調査や研

究報告を取り上げ、ストック型社会における復興の計画的枠組みを考える 6 つのオーガナイズド

セッションが開かれる。 

 「避難生活と仮設住宅」オーガナイズドセッション（9 月 13 日（木）午前）においては、仮設

住宅での生活状況を仮設住宅ならではのもの、生活拠点の移動によるもの、の 2 つに大別して実

態を把握した 4 題の研究発表がなされる。画一的なハコになりやすい仮設住宅に対し様々な働き

かけの実態から、居住者が住宅に対して持っている潜在的なニーズ、さらには手の加え方の広が

りについての研究成果が注目される。「公共建築の被害」（3 題）、「高齢者施設の被害」（3 題）オ

ーガナイズドセッション（9 月 13 日（木）午前）では、医療施設・公共ホール・高齢者施設とい

ったビルディングタイプ別の被災実態、復旧及び機能継続実態についての報告がなされる。震災

直後において医療施設が機能を継続するためにはどのような対応策が必要なのか、被災者受け入

れに対して高齢者施設は避難所としての機能を果たせるのか、など極めて興味深い研究成果が発

表される。「仮設住宅の住環境」オーガナイズドセッション（9 月 14 日（金）午前）では、見守

りや助け合い等の共助的な活動を目標におく計画とは大きく異なる住環境形成の方法について、

実態把握から新たな可能性を探ろうとしている。外部からの公的な医療、介護サービスをスムー

ズに受け入れる「コミュニティケア型仮設住宅」、被災地に生える竹、約 1,000 本を伐採し建設

した「竹の会所」、仮設住宅地内のシンボルタワー「復活の塔」などの具体例から、これからの仮

設住宅、特に住むだけでなく暮らすための住環境のあり方を提起しようとする試みが注目される。

「仮設住宅の構法／生産システム」（4 題）、「非構造部材被害調査」（4 題）オーガナイズドセッシ

ョン（9 月 14 日（金）午前）は、構法計画分野によるテーマであり、木造仮設住宅の建設実態、

外装・内装という非構造部材の被害状況など、上記とは若干異なるモノ寄りの研究発表である。

被災地域内建設業者における応急仮設住宅の建設実態から、資機材が不足する状況や時間的制約

条件などの解決に効果的な考え方を示唆するなど、興味深い研究発表がなされる。また、今後の

被害減少のために、被害実態調査の内容も極めて有用であることは言うまでもない。 

 一般発表では、住宅計画、施設計画、設計計画、構法計画分野において、ストック活用（コン

バージョン、リノベーション、改修など）に関連する研究が、例年になく発表題数も多く注目さ

れる。 

（建築計画委員会広報委員 角田 誠） 
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９．農村計画部門（90 題） 
東日本大震災の発生から 1 年 4 カ月以上が経過し、各自治体において復興計画を策定し復興に

向けた動きが進むなか、地域や集落においては集落移転や広域的な支援ネットワークの構築など

の生活再建、農地や漁港などの基幹産業の基盤整備、仮設住宅での生活問題や避難状況下でのコ

ミュニティの維持・再生など多くの課題に直面している。今年度の農村計画部門における学術講

演では、被災地における実態や様々な課題についての報告、復興のあり方に踏み込んだ提案など

の災害対応に関する研究が報告される。さらに、集落空間・環境管理、まちづくり、集落維持・

生活支援、海外居住といった分野での研究について、昨年と比較すると農山漁村における集落空

間や構造を捉えようとする研究や地域づくり、集落維持に関する研究など農山漁村の地域特性や

暮らしや集落機能の維持と環境、資源の持続的管理をテーマにした調査研究の蓄積が一層充実し

ている。 

災害対応については、東日本大震災の復興に向け、被災地域における調査研究、過去の震災・

災害における対応などについて 3 つのセッション（「東日本大震災：災害調査」「震災後の持続的

復興」「東日本大震災：災害対応・提案」）を設け、オーガイズドセッションでは「震災復興」を

開催する。さらに、「新たな漁村のかたち－東日本大震災からの復興」と題した研究協議会を開催

し、東日本大震災で被災した漁村集落の復興計画をふまえながら、被災前に抱えていた問題を解

決し、次世代へ発展的に継承できる目指すべき漁村像について議論する。「東日本大震災：災害調

査」6 題では、漁村集落における津波避難行動や被災者の生活実態、福島県飯館村や田村市にお

けるコミュニティ持続・再生、被災者の帰宅意向に関する研究報告が行われる。「震災後の持続的

復興」5 題では、東日本大震災ならびに新潟県中越地震、能登半島地震などにおける集落再建に

あたる人的支援のあり方、景観変化に対する課題について報告される。「東日本大震災：災害対

応・提案」5 題では、地域コミュニティ再生のあり方、高台移転メカニズム、災害時における要

援護者支援などの実態を踏まえ、災害対応の課題と復興への提案が報告される。オーガナイズド

セッションでは「震災復興」をテーマに、復興または防災拠点の形成に関する研究、地域医療体

制の再構築に関する研究など 4 題の調査研究が報告される。 

農山漁村を対象とした地域特性に関連して「環境管理」5 題、「集落の空間特性」5 題、「景観構

造」6 題、「景観施策・景観構成要素」5 題が報告される。また、多様な主体が参加する地域づく

りに関連した研究では「コミュニティ・まちづくり団体」5 題、「地方自治・住民参加のまちづく

り」5 題、「地域づくり：地域資源活用」6 題の報告がある。集落機能の維持や空き家などの活用

方策に関連する研究では「集落維持」6 題、「生活支援」7 題、「生活・交流」6 題、「民家・空き

家」5 題が、それぞれ報告される。海外事例を対象とした研究については、「海外居住」5 題、「海

外集落空間」4 題の報告がある。さらに、研究懇談会（「東海地域の地域づくりにみる農と工のロ

ーカルな関係―国土計画のあり方の検討」）において、国土計画の観点から地域づくりの典型化に

ついての議論が行われる。 

（農村計画委員会広報委員 北澤大佑） 
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１０．都市計画部門（553 題） 
 都市計画部門では、東日本大震災からの復興や、人口減少時代における都市再編、そのなかで

の地方都市の再生など、緊急を要する課題に対して、計画、事業、制度、現場のまちづくりなど

から取り組む様々な研究発表が予定されている。また、都市形成において今後ますます重視され

る基本要素としての都市の景観や歴史の解読や評価、それらを踏まえた実践的取り組みも多数報

告予定である。 

 

■ 東日本大震災からの復旧・復興と防災：東日本大震災から一年半がたち、災害状況や復興に関

わる約 80 題の調査・研究報告が行われる。今回の広域的被害からみると取り上げられている地域

は決して多くはないが、テーマは多岐にわたり、東日本大震災からの復興にかかわる課題の広さ

が伺える。揺れや津波被害の状況報告や、避難所や仮設住宅の設置・運営実態や環境改善に関す

るもの、復興計画の策定過程の検証、復興に向けた地域の歴史や子供へのケアなど様々な復興ま

ちづくりの取り組みが報告される。なかには、東日本大震災に加えて、阪神・淡路大震災などの

国内他地域の大災害や海外の大災害との比較検証を行っているものもある。また、東日本大震災

で顕在化した既存の防災対策や計画の課題や、帰宅困難問題や防災教育面でのあらたな課題に関

する研究も見られる。これら以外にも、都市計画部門のテーマ全般にわたり防災の観点を入れた

研究が散見される。いずれも重要な課題を指摘しており、相互に参照したい内容である。 

 

■コンパクトな市街地形成に向けて：オーガナイズドセッションの「地域資源等を活用したコン

パクトな市街地形成のための技術」が 26 題と、質量ともに充実している。中心市街地から郊外、

中山間地域までの様々な地域において、コンパクトな市街地形成にむけた調査や都市再編手法・

モデルの提案が報告される予定である。また、線引き制度や土地利用計画などの都市計画制度か

らみた動向や課題などの報告もある。 

 関連するテーマとして、人口減少と都市再編との関係や、空き家発生要因や活用方法、低未利

公有地の暫定利用など、興味深いテーマがならぶ。 

 

■ その他、都市計画部門では、景観や公共空間に関する調査・研究の報告が毎年充実している。 

 景観資源の発掘から、保全・整備のマネジメントまで多岐にわたり、景観解析面でも興味深い

報告がある。景観に対する切り口も、町並み景観や眺望景観だけでなく、市街地活性化、工場集

積地・産業、祭り、観光などと関係させながら様々な調査・研究の報告が行われる予定である。 

 また、都市計画部門の研究の特徴である、多様な主体でまちづくりを進めるための計画プロセ

スや計画支援の手法、市民運営、主体形成の議論が、複数のセクションで展開される。本部門と

しては長年の蓄積のある分野であるが、復興まちづくりにおいて、まさに必要とされる技術であ

る。そうした視点から、改めてこれらの発表に参加することで、有益な議論ができると考える。 

（都市計画委員会広報委員 川原 晋） 
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１１．建築社会システム部門（195 題） 
 「建築社会システム」部門は、建築および建築をとりまく社会・経済・法的システムの領域に関

する研究活動を対象に、学際的、業際的と、新しい課題へのチャレンジ精神を大切に展開してき

ている。今年度は、195 題（8001～8195）と昨年より若干増加している。本部門は大きく、建築

生産系とハウジング系にわかれている。 

今年度は、東日本大震災後一年以上を経て震災復興過程における様々な課題が明らかとなって

いることもあり、震災関係で 19 題の報告が予定されている。ハウジング系「オーガナイズドセッ

ション（8121～8132）」では、マンションの被害実態、液状化による戸建て住宅の被害実態、民間

賃貸住宅の借り上げ仮設住宅の実態について、生産系「震災関連（8037～8043）」では、住宅再建、

メーカー各社の被害報告、被災地の木材流通動向に関する問題などがとりあげられている。 

建築生産系としては、「BIM（8001～8017）」では、ビルディングインフォメーションモデルな

どによる建設工程の情報化に関して幅広く取り扱っている。「発注・契約・設計（8018～8024）」

「施工管理（8044～8048）」「労務管理（8056～8061）」「木造住宅の生産システム（8133～8137）」

では、発注手法、契約実績データからの工事費変動要因、IT による施工管理、施工段階での安全

確保、生産性向上などに関する報告、木造軸組構法の技術体系に関する報告がある。「プロパテ

ィ・マネジメント（8025～8029）」「FM（病院・学校）（8030～8036）」「ライフサイクルマネジメ

ント（8073～8078）」「施設保全・データ分析（8079～8085）」「公共施設マネジメント（8086～8097）」

では、建物及び不動産の維持管理に関して、コスト面、収益、長寿命化、環境負荷、情報共有化・

情報公開など、多様な視点からの報告がある。「建物再成（8049～8055）」では、人口減少社会を

前提として、建築物の減築・減少、空き家、再利用などの観点からの報告がある。また、「海外（8062

～8072）」「海外の住宅問題（8155～8160）」では、中国、台湾、発展途上国の報告や、英国、フラ

ンスの報告がある。 

ハウジング系としては、「防犯（8098～8103）」「ライフスタイルと住まいづくり（8103～8108）」

「地域における高齢者居住（8109～8114）」「高齢者向け住宅（8115～8120）」では、安全・安心な

社会への関心や、超高齢社会での居住について関心が高まるなか、高齢者向け住宅や戦後の郊外

住宅地やニュータウンでの高齢者居住に焦点をあてた報告がある。「住宅情報（8138～8149）」「住

宅需給関係（8150～8154）」「住まいの情報（8167～8172）」「住み換え（8191～8195）」では、空き

家の実態と活用、中古住宅流通、住宅市場、ホームレス支援事業、住み替え支援などを取り扱っ

たものがある。「リフォーム・修繕工事（8179～8184）」「リフォーム・修繕についての意識（8185

～8190）」「住まい手の意識（8161～8166）」「住教育（8173～8178）」では、リフォームの実態やマ

ンションの大規模改修などの報告がある。 

（建築社会システム委員会広報委員 松本真澄） 
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１２．建築歴史・意匠部門（479 題） 
2012 年度大会（東海）、建築歴史・意匠部門の学術講演には 479 題の投稿があり、過去最多で

あった 2010 年度（北陸）の 462 題を更新した。投稿数の推移に関しては、1998 年度大会（九州）

に 300 題を超えた後、2004 年度大会（北海道）以降は毎年 400 題以上を保ちつつ、着実に投稿数

は増加している。 

他部門の投稿数と比較してみると、構造（2,397 題）、環境工学（1,283 題）、建築計画（705 題）、

材料施工（664 題）、都市計画（553 題）に次ぐ投稿数となっており、昨年と同じ位置づけである。 

建築歴史・意匠部門内の傾向としては、意匠論（作家論・作品論 39、都市 27、構成 19、形態

18、イメージ 17、計 120 題）、日本近代（施設［公共、教育、宿泊、産業］32、作家論 27、住宅

16、技術・構法・素材 7、資料論 6、都市空間 5、宗教建築 4、計 97 編）、日本建築史（民家 24、

寺社 24、住宅 12、生産 6、一般 5＝計 71 編）の三分野が全体の 6 割を占めている。以降、保存（49

編）、都市史（39 編）、西洋（37 編）、東洋（34 編）、建築論（25 編）、建築歴史・意匠（その他、

計 7 編）が続いている。 

対象とするフィールドや時代、題材に多様性があり、幅広い議論が行われている点が本部門の

特徴の一つである。中でも、「日本近代」という独立カテゴリーに象徴されるように、ここ数年は、

「近代」ならびに「近・現代」をテーマとする研究が盛んである。その背景には、未着手題材・

未開拓資料の残存、現場や資料へのアクセスのしやすさなどが考えられる。他方、近代以前を扱

う研究の減少は年来の懸案事項となっている。また、ここ約十年間の趨勢として、保存や都市に

関する研究の増加の一方で、西洋建築史研究が減少傾向にあったが、今年度は 37 編と増加に転じ

ている（2011 年度は計 28 編。ちなみに、2001 年度の西洋［古代～20 世紀中期］は計 57 編）。 

意匠論や保存関連研究の伸展は、歴史的な基礎研究を如何に今日的な課題へと実践的に展開し

ていくかという、問題意識の表れと捉えられよう。その意味で、東日本大震災をどのように受け

止め、研究として展開し、実践に役立てて行くかが問われている。地震発生後すぐに、建築歴史・

意匠委員会を中心に「災害特別調査研究 WG」が設置され、歴史的建造物や街並み等の被災状況

に関する膨大なデータベース構築が行われている。こうした地道な現地調査、一次資料の収集と

整理は、本部門の研究を支える重要な基盤となる。昨年度は、地震発生から大会原稿最終締切ま

でに時間がなく、東日本大震災関連の投稿は見られなかった。しかし、本年度は、大橋竜太氏（東

京家政学院大学）と池上重康氏（北海道大学）らによる歴史建造物の被災に関する一連の論考［講

演番号 9132～9134］が見られる。また、都市史的な観点からも、岩手県大槌町における商業活動

の再開に着目した報告がなされている（島広匡氏［東京大学／講演番号 9462］）。 

被災地以外においても、固有な歴史性や場所性に根付いた街づくりや都市再開発は重要な課題

である。これまでにも豊富な研究の蓄積があり、東日本大震災からの復旧・復興に対しても有効

な知見を与えてくれると期待する。今年度も、次のような活発な連続投稿が見られる。いずれも

具体的な事例分析に富んでおり示唆深い：中川武氏［早稲田大学／講演番号 9232 ほか］を中心と

する一連の東南アジア建築遺構研究、高村雅彦氏［法政大学／講演番号 9464 ほか］研究室による
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上海の近代街区形成に関する研究、伊藤裕久氏［東京理科大学／講演番号 9469 ほか］グループに

よる日本統治期における台湾の都市形成に関する研究。 

さらに、小林克弘氏［首都大学東京］を中心とした、ヨーロッパのコンバージョン建築の調査

研究［講演番号 9277 ほか］ならびに中東を対象とした現代高層建築デザインに関する分析［講演

番号 9283 ほか］は、都市の刷新についての興味深い論考であり注目に値する。 

そのほか、意匠論分野での奥山信一氏［東京工業大学］らによる、現代日本の建築家を対象と

する、生命体との参照-建築的操作関係に着目した設計論研究［講演番号 9310～9311］は、近年

のメタボリズム再考の機運において、意義深い研究である。また、建築論の分野でも、従来の建

築家研究に加えて、文学や漫画を題材にした、言わば「生きられた空間」に関する論考も重ねら

れており、建築歴史・意匠分野の研究の広がりと多様性を示している。 

（建築歴史・意匠委員会広報委員 松本 裕） 
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