
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０１６年度大会（九州） 

学術講演発表 部門別概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 日本建築学会 



 

 

部  門 題  数 昨年度比 

材料施工 756 106 

構  造 2,468 306 

防  火 195 26 

環境工学 1,376 124 

海洋建築 35 ▲8 

情報システム技術 63 12 

教  育 36 6 

建築計画 677 9 

農村計画 115 13 

都市計画 544 31 

建築社会システム 171 ▲4 

建築歴史・意匠 488 48 

合  計 6,924 669 

 

 
 



１．材料施工部門（756 題） 

本年度の材料施工部門の学術講演発表題数は 756 題であり、前年度 に比べて 106 題増加し、

ここ 10 年では最も多い件数である。全体（建築デザイン発表会含む）の発表題数 7,138 題に対

する割合は 10% を超えており、10 年間を通して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、386 題で前年度の 323 題より 63 題増加しており、例年どおり

材料施工部門の半数を占めている。収縮・クリープの発表題数は 32 題で前年度から増大してお

り、実大模擬部材試験体による検証実験や各種の混和材料を使用したコンクリートの評価に関す

る報告が多く、低収縮コンクリートの普及、実用化を反映した結果と思われる。耐久性の発表題

数は 24 題で、このうち建築物の長期使用に寄与する目的で、打放し既存鉄筋コンクリート造建築

物に新たに仕上材を施した場合のコンクリートの中性化評価方法に関する一連の報告がある。産

業副産物を利用する技術では、高炉スラグやフライアッシュ利用したコンクリートが 24 題、非鉄

スラグ骨材や溶融スラグ骨材が 12 題あるほか、CO2削減を目的とした環境対応型コンクリートの

発表題数が 16 題、再生骨材コンクリートが 8 題あり、今年度も環境負荷低減技術への関心が非常

に高い。さらに、今年度はジオポリマーのセッションが新たに設けられ 11 題の報告がある。高流

動コンクリートの発表題数は 12 題であり、うち 8 題が増粘剤含有高性能 AE 減水剤を用いたコン

クリートの報告である。施工関連では、本会近畿支部が実施したポンプ機種と圧送性に関する実

験の報告が 17 題ある。 

木材・木造分野の発表は、前年度並みの 29 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が 17 題と前年に引き続き多い。これは、高気密化木造住宅の

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 194 題で、前年度の 156 題より 40 題近く増加し、例年どおり材料施

工部門の 25%を占める分野である。防水材料・工法に関する発表題数は 71 題と前年とほぼ同程

度で、ウレタン塗膜防水層の性能評価や高日射反射率防水層などの耐久性評価が多い。タイルの

発表題数は 28 題で、前年度の 19 題より大きく増加したが、有機系接着剤による壁や床のタイ

ル張り工法、タイルの再利用工法、剥落防止技術に関する発表などである。塗料・塗装の発表題

数は 18 題で、前年度より減少しているが、塗装の汚れの評価方法、環境に配慮した塗料や水系さ

び止め塗料、耐候性評価に関する研究の報告などがある。 

維持・保全分野の発表題数は、前年度より少ない 58 題である。このうち試験・検査方法に関

する発表が 20 題、補修材料が 9 題、築 50 年を経過した RC 打放し建築物の調査 4 題を含む解体

調査が 12 題などである。 

生産管理分野の発表題数は 41 題である。工程計画、施工管理、安全管理が 18 題、BIM が 6 題、

情報化施工が 9 題などである。 

鉄骨・金属材料分野の発表題数は 48 題であり、例年どおりその大半は溶接材料・溶接条件や溶

接部の検査に関する研究などである。 

（材料施工委員会広報委員 山田人司） 
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２．構造部門（2,468 題） 

 構造部門の学術講演発表題数は 2,468 題（前年比+306）であり、全体の発表題数（建築デザイ

ン発表会を含む）の発表題数 7,138 題の 34%強を占める。この 10 年間では、2013 年度（北海道）

についで 2 番目に発表数が多く、毎年 2,000 題を超える発表数を維持しており、これまでと同様

にこの部門の研究活動が極めて活発な水準にあることが分かる。 

 計 23 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：140 題（+26）、

応用力学・構造解析：82 題（–2）、基礎構造：162 題（+51）、シェル・空間構造：164 題（+23）、

振動：629 題（+97）、原子力・プラント：80 題（+30）、木質構造：300 題（–5）、鉄骨構造：

364 題（+27)、鋼・コンクリート合成構造：92 題（+9）、鉄筋コンクリート構造：381 題（+28）、

プレストレストコンクリート構造 42 題（+14）、壁式構造・組積造 32 題（+8）となっている（括

弧内の数値は昨年度との増減題数）。 

 分野別では、振動、鉄筋コンクリート、鉄骨構造、木質構造の 4 分野での講演題数が多く、こ

れらで構造部門全体の 68%（昨年度より 3%減）を占めている。また、シェル・空間構造、振動、

原子力プラント、鉄骨構造の各分野の今年の発表数は、この 10 年で最も高い水準に達している。

また、発表題数は、ほとんどの分野で昨年度と比べて増加している。昨年比で発表題数が特に増

えた分野は、原子力プラント（+60%）、プレストレストコンクリート構造（+50%)、基礎構造（+46%）

となっている（括弧内の数値は昨年度を基準とした増減比）。 

 前述の構造 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、巨大地

震の強震動予測や長周期地震動などの設計用地震動評価の問題、強震動・地盤特性、各種免震・

制振機構と各種構造の組み合わせによる地震応答評価、その他の動的解析問題、モニタリング、

損傷評価、被害予測などの応用問題、地震被害、振動台実験、免制振デバイスの性能実験その他

解析と実現象とのキャリブレーションに関する研究の発表が行われる。次に発表題数が多い鉄筋

コンクリート構造分野では、柱・梁・耐震壁・柱梁接合部・非構造壁の実験的研究、鉄筋コンク

リート建築物の非線形地震応答評価や耐震診断・耐震補強に関する研究の発表が行われる。鉄骨

構造分野では、構造設計法、柱梁接合部や柱脚接合部の実験および解析的検討、梁材、柱材、筋

違材の性能実験や溶接・ボルトなどの接合工法の実験、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、接合具、材料特性、モーメント抵抗接合の耐力評価や耐震設計法、

伝統的構工法解析法や設計法の発表の他、CLT（クロス・ラミネイティド・ティンバー）構造の

設計法に関する部材性能実験、耐火実験、実大振動台実験などの一連の研究発表が行われる。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耐震性に関する研究等が

報告される。基礎構造分野では、地盤改良、液状化対策、小規模建築物基礎、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、耐風設計、津波荷重・火山噴火・雪荷重・免震建物風応答の評価、に関する研

究発表が行われる。鋼・コンクリート合成構造では、CFT（鋼管充填コンクリート）・柱 RC 梁 S

の実験や耐震設計に会する研究発表が行われる。その他、応用力学部門、原子力プラント、プレ

ストレストコンクリート構造、壁式構造・組積造分野などでも、それぞれ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 塩原 等） 
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３．防火部門（195 題） 

 今年度の防火部門の講演では、昨年度に引き続き、木質系構造・材料の耐火性に関する発表件

数が最も多く、39 題となっている。これは 6 年連続の傾向であり、森林資源の有効活用や温暖化

対策としての炭素固定化などを目指した、木材の利用促進に関する国策による牽引が背景にある

と言える。研究内容が多岐にわたる木質系の中で、中・大規模木造建築物の設計自由度の向上を

目的とした、せっこうボード等の防火被覆の効果を考慮した準耐火構造の燃えしろ寸法の研究に

関して、10 題の一連の発表がなされる予定である。 

一方、避難系の研究成果も例年多く発表される中で、建築物における避難行動の適切な予測に

必要な群衆歩行特性を高い精度で把握することを目的とした、様々な条件下における群集歩行デ

ータをビデオ映像と画像解析技術を用いて収集・分析した研究に関して、10 題の一連の発表がな

される予定である。 

 今年度の防火部門の発表題数は 195 題であり、研究分野別の内訳は、木質系構造・材料 39 題、

金属系構造・材料 22 題、コンクリート系構造・材料 16 題、合成構造およびその他の構造・材料

7 題、防耐火試験法・材料の燃焼特性・その他 5 件、防火設備 5 件、材料等の試験法 5 件、火害

診断・補修 4 件、材料の燃焼性・区画部材・耐火設計法 3 件、群集歩行性状 10 件、避難行動特性

6 題、避難シミュレーション 5 題、避難設計法 5 題、火災安全性能の定量化と火災安全設計 9 題、

避難誘導・避難器具 4 題、感知・火災抑制 6 題、火災事例調査 6 題、煙流動 6 題、煙性状予測 6

題、燃焼 6 題、火災安全性評価 5 題、災害対応 5 題、津波災害・広域避難 5 題、都市火災性状 5

題である。上記には、次の 2 つのオーガナイズドセッション（OS）の講演が含まれており、その

概要は次のとおりである。 

 

■構造材料・耐火被覆等の高温時特性を踏まえた新たな耐火設計法の研究動向（木質系 2 題、コ

ンクリート系 3 題、鋼系 2 題） 

スパンの異なる木質床部材における防耐火性能予測、水平加力後の木造土壁の防耐火性能、コ

ンクリートの載荷時熱ひずみ、鉄筋コンクリート造柱の耐火性能、鋼架構のリダンダンシーが崩

壊温度のばらつきに与える影響、耐火被覆の損傷が鋼材温度上昇に与える影響などに関して、研

究発表がなされる予定である。 

 

■火災安全性能の定量化と火災安全設計（9 題） 

 津波避難時における自動車利用の有効性、地下ターミナル駅・スタジアム・超高層建築物にお

ける避難、歴史的建造物・歴史的商業地区などの保存・復元等における防災計画などに関して、

研究発表がなされる予定である。 

（防火委員会広報委員 森田 武） 
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４．環境工学部門（1,376 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 1,376 題が発表される。前年度

の大会と比較すると 124 題（約 10％）の増加となった。このうち、オーガナイズドセッションは

12 テーマ 80 題で、3 テーマ（発表題数で 19 題）の増加となっている。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）床衝撃音に関する最近の動向（環境工学 I、音環境：5 題） 
 集合住宅などで関心の高いテーマで、RC 造以外についての研究報告も増えてきている。集成

材床や鉄骨造デッキプレートスラブ等の重量床衝撃音の遮断性能、その予測について議論を行う。 
（2）スマート照明制御－省エネで健康で快適な光環境に向けて（環境工学 I、光環境：6 題） 

明るさ感、サーカディアンリズムなど感覚・生理に基づいた最新制御の提案と事例紹介を行う。 
（3）パッシブ&アクティブ・省エネルギー住宅の熱環境性能評価（環境工学 I、熱環境：6 題）  
建築および生活行動に関わる ZEH 対策技術の紹介と熱環境性能評価を目的とした本セッショ

ンでは、自動開閉窓と空気循環式空調システムを中心に議論する。 
（4）文化財保存における環境調整（環境工学 I、熱環境：10 題） 

屋外文化財の保存環境、保存展示施設の環境、保存環境の評価の 3 セッションを行う。前半の

2 セッションでは様々な実例を示し、保存環境の調整・制御について議論する。 
（5）室内空気質に与える大気質の影響（環境工学 II、空気環境：6 題） 

PM2.5，花粉，放射性物質、微生物、エンドトキシンなどを対象に、大気質が室内空気質に与

える影響および対策について議論を深める。 
（6）雨水活用建築の今後の展開（環境工学 II、水環境：8 題） 
各種建築物における雨水利用の事例・提案と、技術基準・評価に関する 2 セッションを行う。 

（7）気象データの活用と新たな展開－拡張アメダス気象データを中心に（環境工学 II、熱環境：

6 題） 
気象データ開発の進展や先端の活用事例などの研究発表を通して、今後のデータ整備のあり方

などについて議論する。 
（8）実測による環境建築の評価（環境工学 II、空気環境：6 題） 

多様な環境技術を取り込んだ環境建築の実態について実測・解析・評価を行い、運用上の問題、

残された課題などを考える。 
（9）生理量・生体計測を活用した環境評価（環境工学 I、環境心理生理：9 題） 

行動計測と生理計測の 2 セッションを行い、街路景観評価から室温変動制御など様々な対象へ

のこれらの計測の応用について報告、議論する。 
（10）高齢者、障がい者の環境要素に対する意識・ニーズ（環境工学 II、建築設備：4 題） 

環境バリアフリーに必要な要素を議論するセッションとして、宿泊・観光施設のバリアフリー

調査、弱視者、頚椎損傷者を対象にした研究成果が報告される。 
（11）戸建て住宅の環境性能（環境工学 II、建築設備：5 題） 

戸建て住宅のダブルスキン内の熱利用、窓開放行動、床下高湿化などについて報告される。 
（12）Sustainable houses and living in hot-humid climates of Asia（環境工学 II、建築設備：9 題） 

There are two sessions. In the 1st session, the results of field investigations in Malaysia, Indonesia, and 
Hanoi will be reported. In the 2nd session, window-opening behavior, the human-body exergy 
consumption and the economic efficiency in smart community will be discussed.  

（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（35 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 35 題であり、昨年より 8 題減少した。 

 発表される内容は多岐に渡っているが、昨年に引き続き津波に関する発表が多く、約半数とな

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・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および復旧に関する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。 

 

●海域利用と計画（発表題数 5 題）：消波ブロックの景観調和に関する研究やふ頭公園の空間構成

と親水活動との関係、海水浴場の規制などの海域およびウォーターフロントの利用・計画に関

する発表が行われる。また、沖縄県における自主防災組織結成の現状と共助に関する分析結果

についても報告がある。 

●海洋施設計画（発表題数 5 題）：波力発電設備や洋上風力発電設備の計画やブラジルのジャッキ

アップ式拠点港の実現可能性に関する発表がある。また災害時医療支援浮体の構造設計、居住

性評価に関する発表も行われる。 

●津波対策（発表題数 5 題）：津波による係留船舶や流出油の拡散などの被害予測や津波避難施設

の配置計画に関する発表が行われる。また各自治体によるハザードマップの表記内容の相違と

指導実態についての発表もある。 

●津波荷重と実験・解析（発表題数 4 題+4 題）：ピロティ・開口の有無を考慮した建築物模型の

津波水槽実験が数値解析による再現も含めた発表が行われる。また漂流物の衝突に関する実験

についても発表がある。さらに津波が作用する際の衝撃荷重に関する評価や定式化が示される。 

●連成応答解析（発表題数 4 題）：円筒液体貯槽の浮屋根の流体連成応力解析手法や大型石炭貯蔵

浮体の応答評価に関する発表が行われる。 

●津波からの復旧・調査（発表題数 3 題）：大船渡市魚市場の建設中に発生した東日本大震災から

の復旧について被害状況、復旧計画および復旧工事に至る一連の活動について連続した発表が

行われる。 

●津波・波浪・物性（発表題数 5 題）：風荷重を受ける海洋建築物の動的挙動や海洋コンクリート

の材料物性および地震・津波複合被害の簡易評価法や新しい対津波建築について発表が行われ

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（63 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12題増え63題となった。うち4題はオーガ

ナイズドセッションである。発表は、以下の10セッションと一つのオーガナイズドセッションで行

われた。 

【セッション】 

センシング・モニタリング（1） センシング・モニタリング（2） 

構造 防災 

デザイン科学 行動シミュレーション 

都市・景観・GIS アルゴリズミックデザイン 

BIM（1） BIM（2） 

【オーガナイズドセッション】  

建築のデザイン科学  
 

 発表内容は、画像による劣化調査や測量の研究、シングルボードコンピュータや OSHW（オー

プンソースハードウェア）による地震や環境のモニタリング、スマートフォンや Bluetooth ビーコ

ン・レーザセンサ・GPS ロガーなどの位置情報検出システムを用いた人間の行動やバリアフリー

マップについての研究、MAS（マルチエージェントシステム）を利用した避難や救護行動の研究、

長期保存された建築のレガシーデータの利用、VPL（ビジュアルプログラミング言語）による伝

統木造の構法表現の研究、全天周パノラマ画像や IGA（対話型遺伝的アルゴリズム）の景観に関

する研究、最適化や形態生成に関する研究や BIM に関連する研究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「建築のデザイン科学」では、構造物の剛性を考慮した形態の生成、

VR（バーチャル・リアリティ）を利用した設計支援システム、空間体験の身体的な図式化、建築

のデザイン科学における空間図式の意義についての研究が発表された。 

 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、位置検知、ロボットなどさまざまな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 の連携による都市計

画の研究や BIM と VR の連携の研究などがその好例である。今年度はセンサーや位置検知システ

ムを利用した研究や BIM に関連した研究が多いのも特徴的である。 

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（36 題） 

建築教育に共通する課題：従来より、計画系、構造系、環境系など建築各分野における専門教

育技術・手法についての課題があり、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、個別的な課題がある。これらを建築教育における基本問題として見てみ

ると、個別分野にとどまらない共通的課題がある場合もあり、骨格的要素を共有していく視点が

重要となる。本年度の教育部門では、建築教育に関わる個別分野的な内容、分野に共通する内容

を継続的に議論する場となっており、一昨年より多い計 36 題の論文が示されている。 
 
建築教育の工夫：「教育システム・教育調査・教育手法（6 題）」「設計教育教材（5 題）」「構造

施工教育教材（5 題）」などのセッションで構成される。設計教育の対象者や習熟度に応じた教育

上の工夫についての議論をはじめ、近年、日常生活での使用頻度も多いスマートフォンを用いた

施工技術に対応した実習用教育や、視覚等の体感型ツール・材料技術を用いた教育手法の提示、

分野横断型の建築教育の試み、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り、幅広い事例が報告される。 
 
地域・まち・防災に関わる建築教育：「防災・リスク教育・倫理教育（6 題）」「住教育・まちづ

くり教育（5 題）」「地域連携教育（3 題）」などのセッションで構成される。日本における自然災

害のリスクを把握し、新たな対策を打ち立てるための教育事例や、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、地域に

固有の歴史的建造物の維持方策なども報告される。 
 
その他：「子どもの体験学習（6 題）」として、市民・子どもへの建築教育の課題について報告

がなされる。現代の子どもたちの暮らしている住まいや建築に対する理解の現状や、住教育等に

おける指導内容の実態と課題を踏まえ、学ぶことによる効果を実感できる実践的教育の事例がい

くつか報告されている。また、建築・都市を対象として、子供の学習効果を踏まえた創造性を引

き立たせる建築デザインのあり方なども報告される。 
 
日本の建築教育の特殊性・独自性をよく理解し、今後の日本の建築教育の改善に資する議論の

展開が期待される。 
（建築教育委員会広報委員 田村雅紀） 
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８．建築計画部門（677 題） 

建築計画部門では 677 題の研究発表が 6 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 9.8％で昨年度にくらべ 9 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

構法計画分野からの発案で、地域の木造建築構に関する 6 題の発表が行われる。 

 なお、2 日目午前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、A702、A703、A715 の 3 室で行われ計 207 題である。 

 伝統性や固有性のつよい集落の研究（10 題）や海外の住宅・住宅地の研究（42 題）では、従来

の住文化論的研究に加えて保全や再生、住改善といった視点の研究がみられる。さらに、集合住

宅における建替えや団地再生に関する研究（24 題）、戸建て住宅地の再生や維持管理（12 題）と

いった既存の住宅・住宅地の物的改善の研究も発表される。また、集合住宅の住まい方や空間利

用、コミュニティ（37 題）、高齢者・障がい者の居住（18 題）、家族の居住、子育て環境（18 題）

といった従来からの住生活と空間の関係を扱った研究もみられる。 

 そのほかに、住宅の長期居住、空き家改善、コミュニティ継承（23 題）、リノベーション（6

題）、東日本大震災の仮設住宅（5 題）、住宅設計・供給の手法（12 題）といった現代の課題に即

した研究も発表される。 

（2）施設計画分野は、A716 と A717 の 2 室で行われ計 227 題である。 

 例年と同様に各種施設の研究を中心に発表される。発表題数の最も多いのは学校などの教育施

設（53 題）で統廃合や複合化の研究も含まれる。その他は、高齢者利用の各種施設（36 題）、障

がい者利用の施設（6 題）、多様な種類がある保育施設（30 題）、医療施設（22 題）、美術館、劇

場・ホール（14 題）、図書館（8 題）、集会・交流施設（12 題）、その他の公共・公益施設（12 題）、

オフィス、商業施設（17 題）となっている。また、公共施設の再編、利活用（17 題）の研究も発

表される。 

（3）計画基礎分野は、A701、A702 の 2 室で計 143 題である。 

 環境の中の行動や動作（42 題）、空間のイメージや評価（49 題）、ユニバーサルデザインやバリ

アフリー（18 題）、避難や移動・経路（18 題）、設計方法（16 題）が発表される。計画基礎分野

は、人間と環境の関係性、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

されるが、施設横断的な研究だけではなく、特定用途の施設を対象とした研究もみられるため留

意いただきたい。 

（4）構法計画分野は、A702 室で OS の 6 題を含む計 41 題である。 

構法の変遷、改修・長寿命化構法、新構法の開発、海外の建築構法、木造構法などのテーマで

発表される。 

（5）設計計画分野は、A715 室で行われ 59 題である。 

多様な施設用途で展開されるコミュニティ計画や参加・コラボレーションのテーマに加えて、

建築設計プロセスやデザイン論の研究も発表される。 

 

 全体を通して、従来の住宅および施設種別のテーマに加えて、既存建築の長期利用やリノベー

ション、団地や施設の再生・再編といった今日的な課題も取り上げられている。 

（建築計画委員会広報委員 池添昌幸） 
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９．農村計画部門（115 題） 

 農村計画部門は、国内外における農山漁村地域の住居空間、地域施設から集落空間、さらには

国土空間までを対象とした、計画の理論および技術の発展に寄与するような研究課題に対応して

いる。例年同様、今年度も若手会員の研究活動を奨励することを目的に、学術講演会「若手優秀

発表」の顕彰をおこなう。 

 今年度の学術講演のテーマは、おおきく以下の 6 つにわけられる：1. 伝統的・歴史的な空間・

文化と文化遺産、2. 地域の空間・環境と社会、3. 震災復興、4. 地域施設・空き家の活用、5. 都

市農村社会のダイナミズムとサステイナビリティ、6. 地域資源の管理・利活用と地域社会。 

 初日の午前は、学術講演はなく、研究協議会「震災復興から俯瞰する未来社会と計画学－農村

からの発信」にあてられている。午後から学術講演がはじまり、ここでは上記 1.のテーマの学術

講演がおこなわれる。「海外居住・文化（1）」と「海外居住・文化（2）」のセッションでそれぞれ

5 題ずつ、「世界遺産と震災復興：ネパール」のセッションで 4 題、「歴史的空間」と「伝統的民

家」のセッションで 12 題、計 26 題の講演が予定されている。 

 二日目の午前は、上記 2.のテーマの学術講演がおこなわれる。「地域福祉」「交通・居住環境」

「拠点づくり」「集落と社会」という 4 つのセッションがあり、それぞれ 4 題、5 題、5 題、5 題、

計 19 題の講演が予定されている。また午後には、上記 3.の震災復興に関連して、計 5 つのセッシ

ョンで講演がおこなわれる。その内訳は、「（1）コミュニティ支援」4 題、「（2）漁村振興」5

題、「（3）福島の復興」7 題、「（4）中越・能登の復興」4 題、「（5）事前復興・防災」7 題で、

計 27 題の講演となっている。 

 三日目の午前は、上記 4 と 5 のテーマに関連した学術講演がおこなわれる。4 に関連したセッ

ションの「学校施設活用」と「空き家活用」にそれぞれ 5 題ずつ、5 に関連したセッションの「移

住・受入れ」には 5 題、「都市農村交流」には 6 題があって、計 21 題の講演が予定されている。

午後は、5 と 6 のテーマに関連した学術講演がおこなわれる。5 に関連した「農業の持続」では 5

題の講演が、また 6 に関連したセッションでは「資源管理・主体育成」で 6 題、「生産資源・生業」

で 5 題、「景観・空間資源」で 6 題の講演が予定されており、計 22 題となっている。 
 

 全体をとおして、震災復興関連の講演がふたたび増加したことと、これまでの農村計画部門の

中心的な課題は引き継ぎつつも、そこへ今日的な視点からのアプローチを試みたものも多いこと

が、今年度の傾向だといえる。 

（農村計画委員会広報委員 栗原伸治） 
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10．都市計画部門（544 題） 

都市計画部門では、544 題（取り下げ題目を除く）、100 セッションの研究発表（10 のオーガナ

イズドセッション［37 題］を含む）が行われる。昨年度と比べて、発表数は増加した。注目すべ

きテーマを以下に挙げていく。 

①コンパクトな市街地形成、都市縮小ついての実態、計画技術、実践報告の多さが特筆される

（コンパクトな市街地形成と縮小型都市計画のための制度・技術、都市縮小とその対策など）。特

にオーガナイズドセッションでは 22 題の研究報告が予定されている。立地適正化計画制度など近

年に法制度化が進み、各地での実践が多く取り組まれている分野である。 

同様に近年の法制度化を受けた研究としては、②空き家に関する報告（空き家対策とコミュニ

ティ、地方の空き家・空き施設、空き家・空き地の活用など）も目立つ。 

5 年目を迎えた③東日本大震災の復興関連では、「仮住まいと復興協議会」「住宅再建」「集落

再建」の 3 セッションが予定されている。関連して防災をテーマとしたセッション（避難所・避

難生活、津波避難、津波防災、逃げ地図など）も予定されている。 

他のオーガナイズドセッションは、④地域環境の質的向上に寄与するキャンパスデザインとマ

ネジメント（6 題）、⑤次世代の観光まちづくりにむけて（9 題）の 2 つのセッションが予定され

ている。前者に関連するものとして「キャンパス計画」という一般投稿のセッションが、後者に

関連するものとして「観光マネジメントとプログラム」「観光資源と魅力伝達」という一般投稿の

セッションも開催される。 

その他、多く投稿が見られた分野としては、⑥景観に関する研究（景観認識、景観分析、景観

施策、街路景観、景観まちづくり、景観と参加、都市デザインの手法、施設景観デザイン、景観

要素と海外の景観、伝建地区の景観、歴史的街並み、産業と景観）、⑦市民参加やコミュニティに

関する研究（参加と制度、まちづくりとコミュニティ、参加のワークショップ手法、子どもとま

ちづくり学習、歴史とまちづくり学習、地域資源を活かしたまちづくり、参加と協働のまちづく

り、子どもの遊び場と空間、高齢者の居場所づくり、施設とコミュニティ、コミュニティと持続

性、多様なコミュニティの生活実態と交流）がある。 

（都市計画委員会広報委員 饗庭 伸） 
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11．建築社会システム部門（171 題） 

建築社会システム部門は、建築の社会的・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する部門である。

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、それらにまつわる社

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。ここ数年では、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、近年技術的な発展が目覚ましい BIM を様々な研究課題に適応させようとする複

合的なテーマも目立つ。 

本年度の発表題数は 171 題で、昨年度に比べて 4 題減少している。内訳は、建築生産分野が 77

題、ハウジング分野が 94 題となっており、大会期間中、前者は A 棟 A811 室、後者は同 A813 室

で発表を行う。 
 

【建築生産分野】 

初日の 8 月 24 日は、建築生産の海外比較・BIM のほか、工程計画・施工管理など、建築物の

管理・運営手法に関する発表が行われる。なかでも 2 セッションにわたり発表が行われる海外比

較は、発展が著しいアジア諸国への建設企業等の海外展開を踏まえた建築生産のあり方への関心

の高さのあらわれであろう。2 日目は、FM・評価診断・維持管理・不動産運用などに関する発表

が行われ、ストック型社会を踏まえた建築ストックの評価・活用・運用を中心に議論が行われる。

最終日は、公共施設マネジメント・公共調達・建物解体時の課題などに関する発表が行われる。

特に 2 セッションにわたり発表が行われる公共施設マネジメントは、少子・高齢化を背景に厳し

い財政状況に直面する地方自治体が保有する公共施設の配置や維持管理・複合化のあり方への関

心の高さを示している。 

 

【ハウジング分野】 

初日の 8 月 24 日は、住宅改修・団地マネジメント・居住地コミュニティなどに関する発表が行

われる。このうち団地関連の研究は 2 セッションにわたり行われ、高齢化・継承・再生といった

経年時の住宅団地が抱える課題を中心に議論が行われる。2 日目は、住宅・居住地を対象にした

統計分析や居住支援・空き家問題等に関する発表が行われる。なかでも 2 セッションにわたり行

われる居住支援に関する研究は、近年増加傾向にある母子世帯や高齢者に対する支援や相互扶助

のあり方への関心の高さを示している。最終日は、住宅管理のほか、世代別のライフスタイルに

関する研究などの発表が行われる。特に題数が多い住宅管理は、公営・民間、分譲・賃貸を含め

研究対象が多様であり、集合住宅の修繕・管理・再生に関する関心が、その形式を超えて広がり

を見せていることを示しているといえる。 

（建築社会システム委員会広報委員 志波文彦） 
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12．建築歴史・意匠部門（488 題） 

2016 年度大会（九州）、建築歴史・意匠部門の学術講演には 488 題の投稿があった。昨年度大

会に比べると約 1 割の増加であり、部門の活況ぶりがうかがえる。 

 

内訳を見ると、もっとも題数の多いのが意匠論（120 題）で、以下、日本近代（99 題）、日本建

築史（67 題）、都市史（49 題）、西洋・西洋近代（44 題）、保存（41 題）、建築論（40 題）、東洋

（28 題）と続く。 

今年度の傾向として、意匠論と建築論を合わせた題数は昨年度より若干減少したが、代わりに

歴史研究が大幅に題数をのばした。昨年度とはちょうど逆の傾向を示した格好だ。 

意匠論および建築論が減少したとはいえ、意匠論への取り組み数は部門の中では最多であり、

建築論の増加を加味すると、理論研究全体としては堅調に推移していると言って良いだろう。意

匠論においては、近現代の作品（建築から地域計画まで）、作家、表現媒体に焦点を当てたものが

多く、建築論になると、やや近代建築史研究ともつながりを持つような主題やメディア論も見ら

れる。 

投稿題数の増えた歴史研究において、もっとも題数をのばしたのが日本近代であり、続く日本

建築史ともども 3 割増えた。西洋・西洋近代と都市史が 2 割増し、保存と東洋はほぼ横ばいとい

った状況である。日本近代に関しては、歴史的建造物の調査研究として住宅を扱ったものが増え

ているのに加え、近代化遺産の実地調査、過去に使われた技術に関する研究がこの分野を充実さ

せている。日本建築史においても、民家および住宅を主題とする研究の割合は比較的高い。 

都市史については、歴史的主題を軸としながらも、災害復興のような今日的トピックにおいて

社会の関心事に迫る研究がある（「岩手県大船渡市三陸町綾里地区における昭和三陸津波後の復興

過程に関する研究」等）。西洋・西洋近代においては、ひと頃に比べると近世研究の題数減少が著

しいが、近代研究は比較的堅調に推移している。 

保存については、題数こそ横ばいであるが、国内外の歴史的建造物の活用に関する近況が報告

される点で注目すべきものが多く、歴史研究と実社会との接点がますます強く意識されるように

なっている。史料やアーカイブに関する研究は、その派生的主題として重要だが、題数はさほど

多くはない。東洋については、地域研究が大勢を占めるが、なかでもベトナムを主題とした研究

報告が目立っている。 

 

以上、簡単に建築歴史・意匠部門の傾向を見てきたが、部門内の細分を難しくさせるような複

合的、横断的視野を有する研究が少なからず見られた。こうした研究の増加こそが部門の成熟を

示すのだとすれば実に喜ばしい。積極的な学術挑戦として大いに奨励したいものである。 

（建築歴史・意匠委員会広報委員 横手義洋） 
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