
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０１５年度大会（関東） 

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 650 ▲53 

構  造 2,162 ▲124 

防  火 169 ▲11 

環境工学 1,252 ▲46 

海洋建築 43 13 

情報システム技術 51 ▲23 

教  育 30 5 

建築計画 668 28 

農村計画 102 ▲7 

都市計画 513 ▲49 

建築社会システム 175 ▲10 

建築歴史・意匠 440 ▲1 

合  計 6,255 ▲278 

 

 
 



１．材料施工部門（650 題） 

本年度の材料施工部門の学術講演発表題数は 650 題であり、関東地区での開催のため、前年度

に比べて 53 題減少しているものの、全体（建築デザイン発表会含む）の発表題数 6,429 題の 10％

を占めており、最近 10 年間をみれば、同程度の研究活動がコンスタントに維持されている。 

 コンクリート分野の発表題数は、323 題で前年度の 339 題より若干減少しているが、例年どお

り材料施工部門の半数を占めている。この中で、試験・検査法の発表題数は、前年度の 6 題から

18 題に増加しており、最近の工事 

量増加と建設労働者不足に対応した品質確保への取り組みが要因としてあげられる。また、圧縮

強度管理のセッションが本年度新たに設けられ、国土交通省の建築基準整備促進事業における調

査課題の成果が 23 題発表される。一方で、これまで活発な研究活動がなされてきた収縮・クリー

プについては、発表題数は 20 題で前年度から半減しており、2009 年版 JASS 5 の乾燥収縮率の規

定化が契機となった各種の研究開発が一定程度の成果を収めた結果と考えられる。 

高炉スラグやフライアッシュを利用した CO2排出抑制に関する発表題数は 33 題であり、混和

材料・環境対応コンクリートのセッションの多くを占め、前年度に続いて環境配慮技術の中核と

なっている。そのほか注目の発表としては、最近のプレスリリースで話題となった超撥水技術に

よるコンクリートの美観向上、世界最高強度となるセメント硬化体開発の報告などがある。 

木材・木造分野の発表は、前年度並みの 32 題であり、国土交通省の産官学共同研究課題である

木造住宅の耐久性向上に関わる研究の発表が 15 題と多くを占めている。これは、高気密化されつ

つある木造住宅の劣化対策を建物外皮の観点で総合的に検討したものである。 

仕上げ技術分野の発表は 156 題で、前年度の 170 題より減少しているが、例年どおり材料施工

部門の 1/4 を占める分野である。防水材料・工法に関する発表題数は 67 題で、前年とほぼ同数で

あり、仕上げ技術分野の 40％を占める活発な研究活動が維持されている。タイルの発表題数は 19

題で、前年度の 24 題より少ないが、代表的な剥落防止技術のほか、歴史的建物などに適用できる

タイルの再利用工法に関する異色の報告がある。塗料・塗装の発表題数は 24 題で、前年度と同数

であり、クロムフリー化など環境に配慮した粉体塗料や外装向け水系塗料の実用化、耐候性評価

に関する研究が多い。 

維持・保全分野の発表は、前年度より少ない 69 題であるが、本会材料施工委員会 WG による

旧国立霞ヶ丘競技場をはじめとした建物調査報告が 28 題ある。 

生産管理分野では 22 題の発表があり、前年度の情報化施工のセッションが BIM、機械化施工、

検査・計測の 3 セッションに分類された。情報システム技術部門にはすでに BIM のセッションが

あるが、生産管理分野において、今後のキー技術となる BIM のセッションが設けられたことで、

研究活動の活性化を期待したい。 

鉄骨・金属材料分野では、32 題の発表があり、例年どおりその大半は溶接材料・溶接条件の研

究となっている。 

（材料施工委員会広報委員 橋田 浩） 

 

 

1 
 



２．構造部門（2,162 題） 

構造部門の学術講演発表題数は2,162題（前年比-124）であり、全体（建築デザイン発表会含む）

の発表題数6,429題の34％弱を占める。ここ10年間でみると2006年度（関東）を除いて2,000題を超

える発表数をコンスタントに維持しており、これまでと同様にこの部門の研究活動が活発である

ことが分かる。 

20の会場が発表に割り当てられており、分野別に見ると、荷重・信頼性：114題（-16）、応用

力学・構造解析：84題（+7）、基礎構造：111題（-48）、シェル・空間構造：141題（-4）、振動：

532題（-23）、原子力プラント：50題（+14）、木質構造：305題（+2）、鉄骨構造：337題（+8）、

鋼・コンクリート合成構造：83題（-20）、鉄筋コンクリート構造：353題（-11）、プレストレス

トコンクリート構造：28題（-16）、壁式構造・組積造：24題（-17）となっている（括弧内の数値

は昨年度との増減題数）。昨年度と比べ、発表題数は分野ごとで増減が異なっている。 

分野別の特徴としては、振動、鉄筋コンクリート、鉄骨構造、木質構造での講演題数が多く、

これらで構造部門全体の71%（昨年度より若干増加）を占めている。発表題数が増えた分野は応

用力学・構造解析、原子力プラント、木質構造と鉄骨構造である（計+31）。一方、発表題数が前

年比で2割以上減少した分野は、基礎構造、プレストレストコンクリート構造、壁式構造・組積造

であり、構造部門全体として前年比で6％の発表題数の減少となっている。東日本大震災から4年

が経過し、構造被害や液状化被害の調査報告がほぼ収束したことが発表題数の減少の理由の一つ

と思われる。 

上述の構造部門の12の分野について、以下に要約を述べる。最も発表題数が多い振動分野では、

震源特性・地盤震動・相互作用・免震・制振のほか、地震情報やモニタリング・被害予測、強震

動予測や長周期地震動に関する研究の発表が行われる。免震・制振が全体の約半分を占めており、

東日本大震災以降、揺れの低減に向けた研究テーマに関心が高まっている。次に発表題数が多い

鉄筋コンクリート構造分野では、耐震補強や耐震診断に関する発表が多く、東日本大震災以後の

特徴と言える。また、RC柱・梁・耐震壁・柱梁接合部・非構造壁に関する実験的研究やRC制振に

関する発表も行われる。鉄骨構造分野では、構造設計法、柱梁接合部の実験および解析的検討、

梁材、柱材、筋違材の性能実験や耐震補強、免制振構造に関する発表が行われる。木質構造分野

では、耐震要素としての面材壁、板壁、土塗り壁の耐力評価、接合部のモーメント抵抗性能、CLT

（クロス・ラミネイティド・ティンバー）構造の設計法に関する一連の研究発表が行われる。基

礎構造分野では、地盤改良、液状化対策、杭の鉛直支持力特性、水平抵抗特性、杭基礎の動的問

題等に関する研究発表が行われる。荷重・信額性分野では地震ハザード評価、構造骨組の信頼性

評価、建物の地震BCPに加え、耐津波性能評価や津波荷重の発表も多い。また、2014年2月に発生

した関東甲信地方の大雪による被害報告や荷重評価、近年頻発する竜巻や突風の荷重評価も行わ

れている。シェル・空間構造分野では、立体骨組の動的挙動や構造設計、形態創生に関する研究

のほか、天井の静的・動的実験やE-ディフェンス実験に基づく大規模空間吊り天井の脱落被害に

関する研究等が報告される。応用力学部門では各種構造物への最先端の非線形数値解析手法の適

用のほか、最適設計・振動波動解析・衝撃解析に関する多くの研究発表がある。そのほか、原子

力プラントや鋼・コンクリート合成構造、壁式構造・組積造構造、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 竹脇 出） 
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３．防火部門（169 題） 

 今年度の防火部門の講演では、木質系構造・材料の耐火性に関する発表件数が 38 題と最も多く

なっている。これは 5 年連続の傾向であり、近年の木質構造への嗜好の高まりのほか、森林資源・

林業の健全化、低炭素化等により需要が増加しているためで、その耐火性が様々な観点から注目

されている。発表のうち 12 題は連題で、CLT パネル（Cross Laminated Timber）の性状を調べたも

のである。CLT パネルとは 1995 年ごろから発展してきた積層接着した厚型パネルの木質構造用

材料で、欧米では多くの建設実績がある。わが国では日本農林規格による材料規格が 2014 年に

施行されたが、材料の基準強度、構造設計基準や防耐火設計基準等は整備されていない。そこで

基礎的な実験的研究を行い、設計法の確立を目指しているものである。 
 全体の発表題数を研究分野別の内訳でみると、金属系構造・材料 14 題、合成構造・RC 造系構

造・材料 21 題、火災診断・その他の材料 6 題、木質系耐火構造・材料 38 題、ガラス・膜構造の

防火性能 2 題、ガスケット材料の発熱特性 7 題、材料物品の燃焼性 10 題、区画火災・噴出火災性

状 7 題、延焼拡大性状 6 題、都市防火性能評価・広域避難 12 題、煙性状 10 題、避難 9 題、火災

リスク・火災安全性評価 15 題、総合防災 12 題である。上記には、以下 5 つのオーガナイズドセ

ッション（OS）での講演発表も含まれる。OS の概要を以下に記す。 

 

■コンクリート系構造の耐火性に関する最近の動向（3 題） 

火災時のコンクリートの全体ひずみに与える水分の影響、RC 造補修用のポリマーセメントモ

ルタルの耐火性、RC 柱・壁の実用耐火設計計算図など。 
 

■木質系防耐火建築（5 題） 

 カラマツ集材の水分蒸発の影響、含水率と高温時の力学的性能、燃え止まり型木質耐火構造部

材の設計法、木造密集地の既存家屋の耐火・防火補強、水平火力後の木造土壁の防耐火性能など。 

 

■火災安全工学と総合防災（6 題） 

 津波火災の被害想定手法、津波避難ビルの指定状況調査、可搬式ポンプによる市街地火災対策

設計法、病院の災害医療の機能低下など。 

 

■層内分布や伝播速度を考慮した煙性状（3 題） 

 天井流の水平伝播時間、煙による歩行速度低下と避難安全検証、歴史的建造物の保存・活用時

の防災計画など。 
 

■火災安全性能の定量化と火災安全設計（4 題） 

 隣接区画からの熱侵入を考慮した火災区画の非定常計算法、廊下の滞留を考慮した避難時間の

簡易予測法、スプリンクラーと防火防煙シャッターの奏功率を考慮した竪穴区画の避難安全性評

価、緩衝帯を有する接合部の防火安全性評価など。 

（防火委員会広報委員 山田 茂） 
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４．環境工学部門（1,252 題） 

今年度の環境工学部門では、環境工学Ⅰおよび環境工学Ⅱで計 1,252 題が発表される。前年度

の大会と比較すると 46 題の減少（3.5％減）となった。このうち、オーガナイズドセッションは 9
テーマ 61 題で、前年度と比較するとテーマで 3 テーマ、発表題数で 14 題の増加となった。ここ

では環境工学部門のトピックスとして、オーガナイズドセッションの内容について紹介する。 
1）室内音場の先進的な測定・解析・評価（環境工学Ⅰ、音環境：3 題） 

今後のコンサートホール等の音楽関連施設の建設の診断・改修・新設に向けての一助となるこ

とを目的として、コンサート空間の音環境評価に関する最新研究の発表をもとに議論を深める。 
2）外部振動源による地盤と建物応答（環境工学Ⅰ、環境振動：9 題） 
「建築物の振動に関する居住性能評価指針・同解説」（1991 年）の改定版（2004 年）では、外

部振動源として交通振動が新たに追加された。また指針の見直し時期となり、外部振動源に対す

る地盤を含む建物応答の実測・応答予測、性能評価等について議論し、知見の集約を行う。 
3）LED・OLED 時代の光・視環境（環境工学Ⅰ、光環境：5 題）  

LED の急速な普及に伴い、LED・OLED 時代の光・視環境のあり方が問われている。LED・OLED
を対象とした不快グレア、空間の明るさ感、色の見えなどに関する研究発表をもとに、今後の光・

視環境について議論を深める。 
4）環境行動・省エネルギー行動（環境工学Ⅰ、環境設計：7 題） 

住宅やオフィスの省エネルギー化には、建物の省エネ性能強化と高効率設備の導入に加えて、

居住者や使用者の行動が注目される。省エネルギー行動を誘発するための仕掛けやシステムの開

発、その実践例や検証結果について議論を行い、新たな取り組みを促す。 
5）建築環境工学的視点からのバリアフリーデザイン（環境工学 I、環境設計：8 題） 
国際的な高齢化の中、情報や環境に対する弱者の感覚機能と建築空間の関係を明らかにするこ

とは重要な課題である。分野にこだわらず、環境バリアフリーデザインについての議論を深める。 
6）開口部の熱性能と周囲温熱環境（環境工学Ⅱ、熱環境：5 題）  
窓からの熱損失と熱取得は建物の省エネ性に大きく影響し、窓周りの温熱環境は住環境全体に

影響を及ぼす。窓の熱性能と窓周りの温熱環境に焦点を絞って議論を深める。 
7）Adaptive Model and Occupant Behavior（環境工学Ⅱ、熱環境：4 題） 

アダプティブモデルは自然通風時の室内温熱環境基準として ASHRAE（米国暖房冷凍空調学

会）などで採用されている。しかし日本で適用するには、データが不十分であり、湿度の影響な

ど学術的課題が残されている。アダプティブモデルと在室者行動について、英語による発表と議

論を行う。 
8）テーマ「大気境界層と都市キャノピー流れ・拡散のモデリング：計測、モデル化、シミュレー

ション」（環境工学Ⅱ、空気環境：10 題） 
都市の空気・風環境は、大気境界層と都市キャノピー流れの相互作用によって形成され、極め

て複雑である。このセッションでは、境界層流のモデル化（4 題）、建物周辺・都市キャニオン流

れの CFD 解析（3 題）、実市街地の気流・拡散の予測（3 題）について、議論を深める。 
9）新世代環境建築のシステム技術（環境工学Ⅱ、建築設備：10 題） 

環境建築は、低炭素化を追求するとともに、新しい室内環境創造、都市との連携を目指す方向

へと進化を続けている。新世代環境建築のための技術について、新システムの開発から評価まで、

幅広い視点からの研究発表をもとに議論を深める。 
（環境工学委員会広報委員 岩田利枝） 
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５．海洋建築部門（43 題） 

海洋建築部門では、「海洋建築」というキーワードのもと計画系、構造系、環境系などの発表が

行われる。今年度の発表件数は 43 題であり、昨年より 13 題増加した。 

 発表される内容は多岐にわたっているが、昨年までと比較すると津波に関する発表が増加し、

過半数の 23 題となった。その内容についても昨年までの中心であった被害調査や津波に対する動

的挙動などの構造系の内容に加え、避難計画や津波避難ビル、津波タワーの設置、整備状況につ

いての報告や住民の意識調査など計画系分野の発表が増加している。このことは津波による被害

意識から復興、防災対策などへ官民一体となって取り組んだ結果、その成果が研究対象となりつ

つあるといえよう。 

今年度の海洋建築部門の講演発表の概要をセッションごとに紹介する。 

 

・空間利用（発表題数 4 題）：海洋建築の計画時に最も重要となる「適地選定」をキーワードとし

た発表が行われ、本年 3 月に刊行した海洋建築の計画・設計指針を意識した考察が行われる。 

・津波避難（発表題数 6 題）：「津波避難」をキーワードとした計画分野の発表である。その内容

は津波避難タワーや津波シェルターの整備実態および巨大防潮堤建設における住民意識のアン

ケート結果など官民一体となって取り組みつつある津波防災施策に対する考察が行われる。ま

た文化財の津波防災対策についても発表される。 

・津波と衝撃・津波荷重（発表題数 12 題）：津波に対する構造分野からの発表である。構造物に

対する津波を衝撃荷重として捉え、各種シミュレーションや実験の報告が行われる。また津波

によって生じる漂流物が構造物に衝撃荷重として作用することを想定した実験も報告される。 

・ウォーターフロント（発表題数 5 題）：このセッションではウォーターフロントの計画に関する

発表であり、その内容は多岐にわたる。注目すべき発表としては近年話題となっている臨海工

場群の夜景クルーズの実態や海の家に対する条例改正の影響などがある。擬木による景観分析

や河岸道における自転車と歩行者の共存についても発表が行われる。 

・津波防災（発表題数 5 題）：このセッションは津波避難と同様に計画系の発表である。各自治体

におけるハザードマップの表記の相違や津波避難ビルとしての集合住宅の立地条件などの発表

がある。浮体による災害時医療支援システムのコンセプトについても発表される。 

・連成解析と逆問題（発表題数 5 題）：海洋建築物を浮体式で建設する場合に重要である、連成解

析に関する発表である。将来的に、維持管理手法としての可能性がある逆問題についても発表

される。 

・海洋エネルギー（発表題数 6 題）：環境問題の観点から再生可能エネルギーとして海洋エネルギ

ーが注目されている。このセッションでは、波力発電、潮流発電を想定した実験的研究と解析

的研究の報告がある。ブラジルやインドネシアの海洋エネルギー利用や試設計に関する発表も

行われる。 

（海洋建築委員会広報委員 川上善嗣） 
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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、設立意図にあるように専門分野を横断した発表が行われるため、対象

範囲が広く内容も多岐にわたる。今回の発表は昨年より23題減り51題となった。うち11題はオーガ

ナイズドセッションである。発表は以下の7セッションと3つのオーガナイズドセッションに分かれ

て行われた。 

【セッション】 

GIS・都市 景観・環境 

計測・システム化技術 CAD・BIM(1),(2) 

シミュレーション アルゴリズミックデザイン 

【オーガナイズドセッション】  

建築モニタリングと人間計測・センシング 建築のデザイン科学(1),(2)  

 

 発表内容は、情報技術の避難・防災や都市分析での活用、3 次元化技術の景観や環境評価での

活用、ロボットによる伝統木造の部品や継手仕口の加工、BIM による電子申請、人の行動や歩行

のシミュレーション、最適化や形態生成に関するもの、計測やセンシングに関するものなど広範

囲で多岐にわたっている。 

オーガナイズドセッション「建築モニタリングと人間計測・センシング」では、オープンソー

スハードウェア（OSHW）を用いた構造性能のモニタリングに関する研究、人間の行動や心理量・

生理量とともに環境を計測するデバイスの開発、姿勢の計測から感情を分析する研究が発表され

た。 

またオーガナイズドセッション「建築のデザイン科学(1),(2)」では、設計過程との関連から設

計意図を分析した研究、空間の奥行きやシークエンスに着目した空間体験の図式化についての研

究、全方位緑視率を用いた感性評価予測モデルの研究、テンセグリティ構造やbar-jointフレームワ

ークについての研究、都市構造の時系列分析の研究、サイバー空間における国内大学のプレゼン

スに関する研究が発表された。 

 この部門の特徴は、数理計算、シミュレーション、センシング・モニタリング、データベース、

画像処理、CAD、BIM、地理情報、三次元計測、ロボット等個々の情報システム技術の利用だけ

でなく、それらを融合した展開が発表されている点にある。BIM と GIS の連携による都市環境デ

ザインについての研究やアルゴリズミックデザインシステムや 3D プリンタと構造解析プログラ

ムとの組合せによる空間や形態の検討についての研究などがその好例である。 

本部門の研究発表のように、複数の研究分野・技術分野の融合による発展と専門分野を超えた

研究情報の交換から、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 猪里孝司） 
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７．教育部門（30 題） 

建築教育に共通する課題：計画、構造、環境など各分野における建築専門教育についての課題

があり各部門でも議論がなされている。一方、教育の対象者の違いや、教育目標の違いによって

も、個別的な問題があり、それに応じた教育手法がある。これらを教育問題として見てみると、

個別部門の問題にとどまらず、共通性もあり、課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：「建築教育手法（5 題）」「体験型教育（5 題）」では、設計教育の対象者や習

熟度に応じた教育上の工夫について議論される。三次元レーザースキャナを用いた測量教育とい

った新しい技術に対応した技術者教育や、通信教育のための設計教育のテキスト、木造伝統工法

についての国際デザインワークショップ、分野横断型の建築教育の試みなど、幅広い事例が報告

される。 

市民・子どもへの建築教育：「初等・中等住教育（4 題）」「市民・子ども教育（6 題）」では、

日本にける市民・子どもへの建築教育についての課題について報告がなされる。初等・中等住教

育では、家庭科などの科目で取り扱われるが、現代の子どもたちの暮らしている住まいや家庭環

境の変化について、住まいや建築に対する理解の現状について、実際の授業での指導内容の実態

と課題について報告がなされ、より住教育を実践的に推進するための方策についての議論が期待

されている。また実際の教育事例として、組み立て模型を用いた教育や、住環境学習プログラム

の開発と試行、地域減災拠点の利活用による住民の行動誘発といった実践的な防災教育の手法な

ども紹介される。 

その他：「構造・施工教育（6題）」タブレット端末を用いた構造解析アプリケーションの教育効

果や、応力発光材料を用いた模型により応力を感覚的に理解しやすくなる教材の開発など、新た

な教材開発が活発である。また、社会の要請に答えるべく実践的な教育として現在、多くの大学

において行われているインターンシップ教育については、特に若い建設現場人材の育成が期待さ

れることから、教育の現状と課題について報告がなされる。また、「教育カリキュラム・制度（4

題）」では、日本でも、建築教育プログラムの国際化についてJABEEや一級建築士要件、UIAの国

際資格審査など、多くの議論と関心が集まっており、人材の国際化が求められる中で、国内外の

資格制度と建築教育システムの関係について日本でもなど多くの大学の教育カリキュラムに影響

を与えている。そのため、国内外での建築家資格要件の動向については注視する必要があるが、

アメリカ資格制度に関する動向についての報告がなされる。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、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（668 題） 

 建築計画部門では 668 題の研究発表が 7 つの会場で並行して行われる。発表数は学術講演全体

の約 10.7%で昨年度にくらべ 28 題増加している。 

 建築計画は下記のような 5 つの分野に分かれているが、今年度のオーガナイズドセッションは

住宅計画分野からの発案で、地域の空間マネジメント、人口の長期動態、災害からの生活再建、

日常生活圏域の構築、高齢期の住生活支援の 5 つの視点から居住の安定についてとらえる計 14

題の発表が行われる。 

 なお、2 日目午後には学術講演はなく建築計画系の研究協議会にあてられている。 

 

1）住宅計画分野は、1B-304,305 の 2 室で行われ計 177 題である。 

 地域性のつよい住宅や住宅地、集落に関する研究（21 題）がある一方で、近年関心をよんでい

るリノベーションやリフォーム（17 題）や多様な住まい方やライフスタイル（22 題）があり、東

日本大震災の仮設住宅（6 題）、介護の必要な高齢者や障がいのある子どもの住環境（14 題）など、

視点を絞り込んだ研究も発表される。 

 また、年数を経た戸建て住宅地やコミュニティ（12 題）と高齢者の住環境、生活様式（12 題）

に関する研究や、集合住宅やその経年変化、団地再生に関する研究（32 題）、海外の住居や住宅

地（41 題）などでは、従来からのフィールドに対し現代の課題に即した切口で扱う研究がみられ

る。 

2）施設計画分野は、1B-301,302,303 の 3 室で行われ計 245 題である。建築計画で最も多く約 37%

である。 

 例年と同様に、高齢者の各種施設（33 題）、障がい者や障がい児の施設（13 題）、美術館、劇場・

ホール、図書館（22 題）、各種の歴史的あるいは新しい施設（10 題）、病院（28 題）、多様な種類

がある保育施設（25 題）、学校など教育施設（68 題）、再編やコンバージョンのテーマも含んだ各

種の公共的施設（33 題）、オフィス（13 題）が発表される。 

3）計画基礎分野は、1B-306,307 の 2 室で計 169 題である。 

 環境の中での行動や動作（36 題）、空間のイメージや評価（65 題）、ユニバーサルデザインやバ

リアフリー（24 題）、避難（11 題）、設計方法（33 題）が発表される。例年のことであるが、計

画基礎分野の発表は、人間と環境との関係性、研究の方法や手法、計画的な対応方法などの視点

からこの分野で発表されているが、研究対象としては住宅や各種施設を扱うため、類似研究が異

なる分野に発表されることもあるので注意していただきたい。 

4）構法計画分野は、1B-307 室で計 33 題、大会 1 日目、2 日目のそれぞれ午前に発表される。構

法の変遷、地域性、改修や維持管理などのテーマもみられる。 

5）設計計画は、1B-303 室で行われ計 30 題、大会 3 日目に発表される。この分野の特徴として、

実際の設計や計画の中での現代的テーマが取り上げられることが多く、合意形成、居場所、環境

配慮、安全防災などがみられる。 

 

 全体を通して、発表カテゴリーは建築の種類別で従来からと変わらないことが多いが、扱われ

るテーマはきわめて今日的な課題が取り上げられているのが傾向である。 

（建築計画委員会広報委員 日色真帆） 

8 
 



９．農村計画部門（102 題） 

 農村計画部門では、農山漁村地域の住宅・地域施設から集落、さらに国土空間までを対象とし

た計画分野における理論および技術の発展に資する研究課題に対応している。昨年度に引き続き

若手会員の研究活動を奨励することを目的に、優れた研究報告を行った若手会員の顕彰を行う。 
今年度の報告は、移住対策、地域活性化・過疎対策、地域生活、地域資源、土地利用・集落空

間・居住空間、海外事例、震災関連の報告が行われる。特に、農山漁村地域で喫緊の課題とされ

ている移住・空き家活用対策と地域の伝統的技術の継承をテーマとしたオーガナイズドセッショ

ン（「空き家と地域」）が二日目に開催される。さらに、震災関連については、東日本大震災から

の復興に関する研究報告に加え、東海地震、南海トラフ地震を想定した防災、減災または事前復

興についての報告が行われる。また、海外事例では、ブータン王国西部地方における伝統的集落

調査について 8 題の連続報告がある。 

 

初日は、少子高齢化対策、地域資源、土地利用・建築空間に関連して、8 セッションにて 48 題

の発表が行われる。少子高齢化対策については地域活性化や集落再建をテーマに 17 題の報告があ

る（「過疎地域」「地域活性化」「生活支援」）。さらに、地域資源に関して農山漁村地域固有の自然

や農地、伝統文化や祭祀などの資源の利活用や継承を論点とした 17 題の報告がある（「農林資源」

「景観・植物」「共同空間」）。また、土地利用・建築空間については、生活文化により継承された

土地利用や建築空間に関して 12 題の報告がある（「建築と生活文化」「土地利用と公共施設」）。 

二日目は、オーガナイズドセッション（「空き家と地域」）に加え「集落空間」「移住・定住」に

て 15 題の発表がある。オーガナイズドセッション（「空き家と地域」）では、中山間地域や離島、

都市近郊地域での実態調査をもとにした空き家動態や移住施策、地域住民等による主体的な取り

組みなどが報告される。 

三日目は、「震災関連」「民家の実態把握」「海外事例」について、7 セッションにて 41 題が発

表される。「震災関連」では東日本大震災の発生後の高台移転や生活再建などの復興過程に関する

報告、住民意識の推移や地域における避難空間の再設定などについて 11 題の報告がある（「東日

本大震災」（1）ならびに（2））。加えて、東海地震、南海トラフ地震の発生を想定した防災、減災

又は事前復興について 6 題の報告がある（「事前復興・減災」）。「民家の実態把握」では、各地の

地域固有の歴史的経緯を強く反映した民家の実態把握や、アーカイブ化について 6 題の報告が行

われる。「海外事例」では、ブータン王国西部地方における伝統的集落調査について 8 題の連続報

告が行われるほか、伝統的集落や生活文化について合計 18 題が報告される（「ブータンの伝統的

集落」「海外の伝統的集落」「海外の生活文化」）。 

（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（513 題） 

都市計画部門では、513 題（取り下げ題目を除く）、95 セッションの研究発表（15 のオーガナ

イズドセッション［46 題］を含む）が行われる。昨年度と比べて、約 1 割発表数は減少したが、

全体的な発表内容の傾向には大きな変化は見られない。内容・分野としては、都市景観に関する

研究（景観の定量的評価、景観構造、景観分析、景観の視覚的評価、景観の印象評価、景観とラ

ンドスケープ、景観論など）が非常に多く出されている点が特徴的である。また、住環境・コミ

ュニティに関する研究（多様な居住者構成、市街地とコミュニティ形成、コミュニティ活動、高

齢者福祉など）、都市計画・土地利用に関する研究（商業施設と土地利用、都市構造と拠点、マス

タープランなど）、市民参加・協働に関する研究（住民参加、子どもと参加、主体間協働、担い手

と連携、市民参加プロセスなど）、観光まちづくりに関する研究（観光地域の分析、観光・都市政

策）、都市解析に関する研究（都市シミュレーション、都市解析）、広場・オープンスペースに関

する研究（街路・公園、空地とネットワーク、公共空間）等についても多くの発表が予定されて

いる。 

また、近年顕著に増加している研究分野としては、東日本大震災からの復興（住宅再建、協働

のまちづくり、タウンプランニング、土地利用規制と仮設施設など）を含む防災・減災に関する

研究（南海トラフ対策、防災教育、避難施設、逃げ地図ワークショップ、避難シミュレーション

など）と、人口減少を背景とした市街地内の空き地・空き家問題を扱った研究（歴史的市街地の

空き地・空き家、既成市街地の空き地・空き家、郊外・広域の空き地・空き家など）が挙げられ

るだろう。いずれも今後の我が国の中長期的な重要な都市計画的課題であり、かつ世界的にも先

端的な研究に位置づけられる分野であり、今後のますますの発展が望まれる。 

オーガナイズドセッションにおいては、（1）新しい住環境価値の創造（福祉住環境づくり、コ

ミュニティビジネス、郊外団地の持続性、建築誘導など）、（2）観光まちづくり（歴史文化と観光

まちづくり、観光マネジメント組織）、（3）土地利用計画・実現（被災地と空地、線引き制度、環

境と土地利用、郊外の変容と基盤整備）、（4）市街地の集約化（市街地の集約、拠点形成、まちな

か活用）、（5）環境と都市計画（新エネルギー、自転車まちづくり、環境負荷、エコツーリズム）、

（6）空間資源マネジメントによる大学キャンパスと地域の創造的再生（地域コミュニティとキャ

ンパス、キャンパスの評価・デザインと地域）と、社会的課題を反映した多彩な研究テーマが取

り扱われることになっている。 

（都市計画委員会広報委員 姥浦道生） 
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11．建築社会システム部門（175 題） 

建築社会システム部門は、建築の社会・経済的システムの領域に関する研究活動を広く行い、

学際性・業際性と新しい課題へのチャレンジ精神を大切にした研究展開を重視している部門であ

る。具体的な研究領域は、建築の企画・発注・供給・施工・運用・管理のほか、それらに纏わる

社会システムや政策などを複合的に扱うところに特徴がある。この部門は、建築生産を取り巻く

様々な課題を主題とした「建築生産分野」と、住まいや居住環境を主題とした「ハウジング分野」

の 2 分野で構成されている。この数年では、ストック型社会への移行に伴い、建築のライフサイ

クルでいう下流側の研究課題やその知見を企画やストック市場の形成に活かそうとする研究課題

が増えている。また、様々な研究課題に BIM を適応させようとする複合的なテーマも目立つ。 

本年の発表台数は 175 題で、昨年と比較して 10 題少ない。その内訳は、建築生産分野が 83 題、

ハウジング分野が 92 題となっており、前者が 1 号館 1B-204 室、後者が同 205 室の 2 会場で発表

する。 

 

【建築生産分野】 

初日の 9 月 4 日は、24 題もの公共 FM に関する研究課題が 4 セッションにわたり発表される。

公共施設のストック増加やその維持管理に対する社会的な問題意識の高まりを反映している。2

日目は、LCC・不動産管理・プログラミング・プロジェクト管理・コスト関連など建築マネジメ

ントに関する研究で、4 セッションが構成されている。これらの発表は、病院・給食センター・

オフィスなど具体的なビルディングタイプを対象とした研究課題が目立つほか、不動産投資や

CRE など建物所有のあり方が扱われている。3 日目は、建築ものづくりに関わる研究課題が中心

である。解体や副産物・改修やコンバージョン・BIM・海外事情・構工法・技能および育成とい

った 6 つの視点から、多様な議論がされる。 

 

【ハウジング分野】 

初日の 9 月 4 日は、住宅ストック・住宅や住環境の評価・空き家などに関する 4 セッションが

発表される。これらの研究の成果は、既存住宅の流通に向けた発展が期待される。続く 2 日目は、

住まい方や住環境の変化を対象とした研究が 5 セッションで発表される。その内容は、ライフス

テージの変化やリノベーション、シェア居住に関するものなど今日的なテーマで議論が展開され

る。最終日の 3 日目は、集合住宅を中心とした発表でまとめられている。先ず、集合住宅管理・

再生を対象としたオーガナイズドセッションで集合住宅の持続性に関連する 9 題のテーマが発表

される。その後、居住者の意識に関する変遷、居住支援の実態、災害における仮設住宅への問題

提起へと発表が続く。 

（建築社会システム委員会広報委員 志手一哉） 
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12．建築歴史・意匠部門（440 題） 

2015 年度大会（関東）、建築歴史・意匠部門の学術講演には 440 題の投稿があった。昨年度大

会とほぼ同数である。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 題以上を保っており、概ね旺盛といえる。 

他部門との比較においては、構造（I・II・III・IV、計 2,162 題）、環境工学（I・II、計 1,252 題）、

建築計画（668 題）、材料施工（650 題）、都市計画（513 題）に次ぐ投稿数となっており、相対的

な数的位置付けはほぼ不動である。 
建築歴史・意匠部門の内訳としては、意匠論（138 題）が突出して多く、以降、日本近代（73

題）、日本建築史（51 題）保存（40 題）、都市史（40 題）、西洋（35 題）、建築論（34 題）、東洋

（29 題）と続いている。 
今年度の傾向としては、意匠論および建築論の投稿数が増加し、対して歴史系の投稿数が減少

していることが挙げられる。意匠論研究では近代建築の作家や作品に関する研究が多数見られ、

近代建築史研究と近い関心において取り組まれていることがうかがえる。歴史系の研究では、日

本建築史、西洋建築史、東洋建築史といった前近代を対象とした研究の投稿数が減少しているが、

一方で西洋建築史のうち近代を扱うものや、都市史、保存の投稿数は増加している。研究対象が

ますます近代や都市、あるいは保存の問題にシフトしている様子を如実に示しており、意匠論研

究の隆盛と並行しているとみなすことができる。 
発表内容で注目されるものには次のようなものがある。意匠論では、昨年度に続き首都大学東

京の小林克弘氏らが各国のコンバージョン建築の事例を調査した一連の研究［講演番号

9201-9213］を発表している。都市史研究では、明治大学の青井哲人氏らによる台湾近代の都市史

研究［講演番号 9031-9034］、早稲田大学グループによる村落の持続性を考察する〈千年村〉研究

［講演番号 9042-9044］、そして東京大学初田香成氏らによる闇市に関する全国調査［講演番号

9064-9066］が注目される。日本建築史および東洋建築史では、近年は中国や韓国の建築を日本と

の比較において検討する研究が増えつつある［講演番号 9024, 9026］。近代建築史では、昨年度大

会に引き続き京都府立大学大場修氏らによる占領期の接収住宅に関する一連の研究［講演番号

9346-9349］が目を引く。 
東日本大震災に関連する研究は、都市史研究の中で取り上げられるが［講演番号 9061-90629］、

投稿数は限られている。次年度以降も継続的に投稿がなされることを期待したい。 
 以上、本部門の研究は、建築歴史・意匠に関する基礎研究を軸にしながらも、近代、都市、保

存といった今日の社会状況に対応した研究も次々と勃興し、活況を呈している。若手研究者の積

極的な活動も顕著となり、すそ野の拡大も着実に図られている。また、一昨年度に新設された 29
才以下の筆頭著者による口頭発表を対象に顕彰する「若手優秀発表」を今年度も実施することと

なった。 
（建築歴史・意匠委員会広報委員 清水重敦） 
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