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学術推進委員会 

 

 学術推進委員会では 2003 年度より調査研究関係委員会の活動報告会を実施しています。

2005 年度からは 3 月の臨時総会に合わせて、代議員、理事、会員を対象にして、半数の委

員会（1 委員会：1 回／2 年）による活動報告会を実施し、それぞれの委員会活動に対して

意見・提案・コメントを求めています。 

 今年度は次の 8 常置調査研究委員会および 2015 年度で設置期間が終了する 1 特別研究委

員会および 2 若手奨励特別研究委員会から報告を受けます。 

 

日  時 2016 年 3 月 22 日（火）9:30～12:35 

場  所 建築会館ホール（東京都港区芝 5-26-20） 

 

プログラム 

報告委員会 報告時間 

……開会挨拶 9:30- 9:35 

材料施工委員会 9:35-9:55 

建築歴史・意匠委員会 9:55-10:10 

防火委員会 10:10-10:25 

建築法制委員会 10:25-10:40 

情報システム技術委員会 10:40-10:55 

（休憩 15 分）  

環境工学委員会 11:10-11:30 

建築社会システム委員会 11:30-11:45 

地球環境委員会 11:45-12:00 

劣化と損傷を考慮した耐震設計と耐久設計の融合に関する特別研究委員会 12:00-12:10 

津波火災対応型津波避難ビルの火災安全計画［若手奨励］特別研究委員会 12:10-12:20 

市街地大気汚染の環境影響評価手法検討［若手奨励］特別研究委員会 12:20-12:30 

……閉会挨拶 12:30-12:35 

報告時間にはそれぞれ 5 分間の質疑応答時間を含む。 



2014-2015年度活動報告

材料施工委員会

委員長 早川光敬

2016年3月22日

材料施工委員会の主な役割

（１）所掌範囲
コンクリート用材料、モルタル・コンクリートの物性、コンクリート

工事の施工管理、特殊仕様のコンクリート、無機系材料・工法・
工事、鉄骨製作・鉄骨工事・金属系材料、有機系材料・工法・工
事、防水材料・工法・工事、工事・品質管理、仮設・山留工事、
土・地業工事、機械・ロボット工法、改修・維持保全、耐久計画・
耐久設計、地球環境・資源、部位別材料・仕上げ・性能評価

（２）役割
a. 学術 ： 材料施工に係る研究の活性化
ｂ. 社会 ： 材料・施工に関する最新情報の発信
c. 教育 ： 学生及び社会人の教育支援

材料施工委員会の組織

材料施工委員会

直轄小委員会

改修工事運営委員会

鉄筋コンクリート工事運営委員会

鉄骨工事運営委員会

組積工事運営委員会

防水工事運営委員会

耐久・保全運営委員会

内外装工事運営委員会

小委員会 37

WG 38

建築生産運営委員会

環境配慮運営委員会

建築工事標準仕様書・同解説（JASS）の作成

建築工事の標準を示すもので、学会が中心となって建築界をリード

信頼できる解説書、教科書

JASS 1 一般共通事項
JASS 2 仮設工事
JASS 3 土工事および山留工事
JASS 4 杭・地業および基礎工事
JASS 5 鉄筋コンクリート工事
JASS 5N 原子力発電所施設における

鉄筋コンクリート工事
JASS 6 鉄骨工事
JASS 7 メーソンリー工事
JASS 8 防水工事
JASS 9 張り石工事
JASS 10 プレキャスト鉄筋コンクリート工事
JASS 11 木工事
JASS 12 屋根工事
JASS 13 金属工事

JASS 14 カーテンウォール工事
JASS 15 左官工事
JASS 16 建具工事
JASS 17 ガラス工事
JASS 18 塗装工事
JASS 19 陶磁器質タイル張り工事
JASS 20 プラスチック工事（廃刊）
JASS 21 ALCパネル工事
JASS 22 雑工事（廃刊）
JASS 23 吹付け工事
JASS 24 断熱工事
JASS 25 ユニット類工事（廃刊）
JASS 26 内装工事
JASS 27 乾式外壁工事

JASS 101    電気設備工事一般共通事項
102    電力設備工事
103 通信設備工事

建築工事標準仕様書

建築工事標準仕様書・同解説 「JASS8防水工事」（改定）
建築工事標準仕様書・同解説 「JASS5 鉄筋コンクリート工事＜英文版＞」
（改定）
建築工事標準仕様書・同解説 「JASS6鉄骨工事」 （改定）
建築工事標準仕様書・同解説 「JASS5鉄筋コンクリート工事」（改定）

「内外装改修工事指針（案）・同解説」（新刊）
「鉄骨精度測定指針」（新刊）
「再生骨材を用いるコンクリートにの設計・製造・施工指針（案）」（新刊）
「コンクリートの品質管理指針・同解説」（改定）
「コンクリートの調合設計指針・同解説」（改定）
「床性能評価指針」（新刊）

施工指針等

建築工事標準仕様書

1.出版

2014.11

2015.2
2015.3
2015.8

2014.9
2014.10
2014.10
2015.2
2015.2
2015.11

材料施工委員会の主要な活動成果 (2014－2015年度)
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講習会「内外装改修工事指針」 参加者数 東京147名

「鉄骨精度測定指針」改定講習会 参加者数 東京180名

講習会「再生骨材を用いるコンクリートの設計・製造・施工指針」
参加者数 東京107名

「建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事」改定講習会
参加者数 東京168名・大阪55名

「コンクリートの調合設計指針ならびに品質管理指針」改定講習会
参加者数 東京187名・大阪95名

2. 講習会開催
2014年度

材料施工委員会の主要な活動成果 (2014－2015年度)

2015年度

「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事」
改定講習会

参加者数 東京606名、金沢29名、大阪269名、高知24名、福岡132名
仙台108名、名古屋160名、札幌88名、広島117名

「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事」
改定講習会（追加講習会） 参加者数 東京202名

講習会 「床性能評価指針」
参加者数 東京158名

2. 講習会開催

材料施工委員会の主要な活動成果 (2014－2015年度)

シンポジウム「陶磁器質タイル張り工事の現状と今後の動向2014」
（同名資料）

シンポジウム｢BIMを超えてー建築生産の変革の兆し｣（同名資料）

第9回ワークショップ「パワースーツ開発の現状と建築への応用」
（同名資料）

シンポジウム「近代鉄筋コンクリートの保存・再生に向けてー科学・工
学的メスを入れるー」 （同名資料）

第8回防水シンポジウム「建築防水分野における新たな取り組み」
（同名資料）

第10回ワークショップ「建築施工における自動化・情報化の展望」
（同名資料）

192名

111名

54名

76名

108名

57名

3. 催し物
参加者数2014年度

2015年度

材料施工委員会の主要な活動成果 (2014－2015年度)

研究協議会「不具合を減らすから、なくす防水を目指して」

PD「気候変動下における暑中コンクリート工事の課題と対策」

PD「建築鉄骨における溶接施工技術の最前線」

研究協議会「標準仕様書（JASS）・指針類のあり方」

PD「パワーアシストスーツは建設作業の作業員不足時代の救世主になるのか？」

4. 大会研究集会

2014年度

2015年度

材料施工委員会の主要な活動成果 (2014－2015年度)

学会における材料施工部門の割合

大会発表題数
2014-15

講習会・シンポジウム
収益 2014

直営出版物
売上 2014

11% 24% 43%

1.出版、講習会等
講習会、シンポジウムの参加者数の減少化傾向
一部のJASS、指針を除き販売部数が停滞

2.委員会
建築工事標準仕様書JASSおよび関連指針の5～10年での見直しの励行
建築改修工事標準仕様書制定へ向けた作業の活発化
委員の高齢化と建設会社委員の減少
一部の委員への負担の集中
さらなる若手委員の登用

3.調査研究費
論文発表の喚起
出版・講習会事業の活性化

材料施工委員会の問題点と課題
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2014 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

（2015 年 3 月 10 日作成） 

委員会名 材料施工委員会 委員長名：本橋 健司 

運営委員会数 9 

小委員会数 33 

WG 数 39 

予算総額 11,153,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 8 点 

1.内外装改修工事指針(案)・同解説 

2.鉄骨精度測定指針（改定） 

3.再生骨材を用いるコンクリートの設計・製造・施工指針(案)（新刊） 

4.建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事（改定） 

5.JASS5(2009) 英文版（改定） 

6.建築工事標準仕様書・同解説 JASS6 鉄骨工事（改定） 

7.コンクリートの品質管理指針・同解説（改定） 

8.コンクリートの調合設計指針・同解説（改定） 

講習会 

講習会数 5回（7会場） 

1.講習会「内外装改修工事指針」参加者数 東京 147 名 

2.「鉄骨精度測定指針」改定講習会 参加者数 東京 180 名 

3.講習会「再生骨材を用いるコンクリートの設計・製造・施工指針」 

参加者数 東京 107 名 

4.「建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事」改定講習会 

                                  東京 168 名・大阪 55 名 

5.「コンクリートの調合設計指針ならびに品質管理指針」改定講習会 

                                   東京 187 名・大阪 95 名 

催し物 

催し物数 3回 

1.シンポジウム「陶磁器質タイル張り工事の現状と今後の動向 2014」 

（同名資料）               参加者数 東京 192 名 

2.シンポジウム「BIM を超えて－建築生産の変革の兆し－」 

（同名資料）               参加者数 東京 111 名 

    

3.第 9 回「パワースーツ開発の現状と建築への応用」ワークショップ 

（同名資料）                参加者数 東京  54 名

大会研究集会 

研究集会数 3 回 

1．研究協議会：不具合を減らすから、なくす防水を目指して 

  （資料名）  同上 

2．ＰＤ：気候変動下における暑中コンクリート工事の課題と対策 

   （資料名）  同上 

3．ＰＤ：建築鉄骨における溶接施工技術の最前線 

  （資料名）  同上 

主な活動 
問題点等 

 

１．講習会、シンポジウムの参加者数の減少化傾向 
２．一部の JASS、指針を除き販売部数が停滞 
３．建築工事標準仕様書 JASS および関連指針の 5～10 年での見直しの励行 
４．建築改修工事標準仕様書制定へ向けた作業の活発化 
５．さらなる若手委員の登用 
６．建築学会大会での発表の喚起 
７．出版・講習会事業の活性化 
８．新規分野の研究着手   
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2015 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

（2016 年 3 月 1 日作成） 

委員会名 材料施工委員会 委員長名：早川 光敬 

運営委員会数 9 

小委員会数 37 

WG 数 38 

予算総額 9,226,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 2 点 

1. 建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事（改定）  

2. 床性能評価指針（新刊） 

 

講習会 

講習会数 3回（11 会場） 

１．建築工事標準仕様書・同解説「JASS5 鉄筋コンクリート工事」改定講習会 
    （2015 年度支部共通事業（9 会場）） 

  東京 606 名､金沢 29 名､大阪 269 名､高知 24 名､福岡 132 名､仙台 108 名 

名古屋 160 名､札幌 88 名､広島 117 名               参加者数 1,533 名 

 

２．建築工事標準仕様書・同解説「JASS5 鉄筋コンクリート工事」改定講習会 

              （追加講習会）   参加者数    東京 202 名 

 

３．講習会「床性能評価指針」             参加者数     東京 165 名 

催し物 

催し物数 3回   

１．シンポジウム「近代鉄筋コンクリートの保存・再生に向けて－科学・工学

的メスを入れる－」                          参加者数 東京 76 名 

  （同名資料） 

 

２．第 8回防水シンポジウム「建築防水分野における新たな取り組み」 

  （同名資料）                参加者数 東京 108 名 

  

３．第 10 回ワークショップ「建築施工における自動化・情報化の展望」 

（同名資料）                参加者数 東京 57 名 

 

大会研究集会 

研究集会数 3回 

１．研究協議会：標準仕様書（JASS）・指針類のあり方 

       （資料名）  同上 

２．ＰＤ：パワーアシストスーツは建設作業の作業員不足時代の救世主になるの

か？   （資料名）  同上 

主な活動 
問題点等 

 

１．講習会、シンポジウムの参加者数の減少化傾向 
２．一部の JASS、指針を除き販売部数が停滞 
３．建築工事標準仕様書 JASS および関連指針の 5～10 年での見直しの励行 
４．建築改修工事標準仕様書制定へ向けた作業の活発化 
５．建築学会大会での発表の喚起 
６．出版・講習会事業の活性化 
７．委員会活動の負担の分散  
８．さらなる若手委員の登用  
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防水工事運営委員会

鉄骨精度小委員会

豪雨多発時代の屋上排水ＷＧ

鉄骨塗装工事ＷＧ

耐火被覆工事ＷＧ

わが国における防水コンサルタントの職能とありかた検討ＷＧ

ウレタン塗膜防水層のふくれの不具合認識評価WG

ＪＡＳＳ６改定小委員会

防水改修WG

躯体補修ＷＧ

内外装改修ＷＧ

住宅外装の防水設計・施工指針作成小委員会

収縮低減材料指針資料作成ＷＧ

用語ＷＧ

防水アーカイブズ資料収集・整理ＷＧ

コンクリート系下地ＷＧ

配筋調査WG

非鉄スラグ骨材指針改定WG

収縮ひび割れ指針改定検討WG

マスコンクリート指針検討ＷＧ

暑中コンクリートの施工指針改定WG

JASS7改定準備WG

鉄骨非破壊検査小委員会材
料
施
工
本
委
員
会

鉄骨工事運営委員会 鉄骨加工小委員会

ＪＡＳＳ５改定出版小委員会

鉄筋コンクリート造建築物の耐久設計指針改定小委員会

維持保全計画・保守点検仕様書作成小委員会

組積工事運営委員会 メーソンリー改修技術研究小委員会

メーソンリーユニット選定手法研究小委員会

ＲＩＬＥＭ　ＴＣ－ＦＲＳ国内対応ＷＧ

仕様書・指針類のあり方検討WG

調査・診断仕様書作成のための技術調査ＷＧ

既存鉄筋コンクリート造建築物の構造・材料調査WG

ＣＡ技術小委員会

動暴露によるシーリング材の防水損傷評価WG

溶接小委員会

非構造部材の耐震設計指針改定小委員会

地下外壁外防水小委員会

陶磁器質タイル工事検討小委員会

左官工事小委員会

住宅の地下防水ＷＧ

ラスモルタル外壁ＷＧ

 2015年度材料施工委員会

RILEM小委員会

改修工事運営委員会

鉄筋コンクリート工事運営委員会

収縮低減材料コンクリート施工指針作成小委員会

既存木造建築物調査診断小委員会

調査・診断仕様書作成小委員会

改修設計・改修工事仕様書作成小委員会

原子力コンクリート研究小委員会

軍艦島コンクリート系建築物の健全度調査小委員会

特定建設資材廃棄物ＷＧ

鉄筋コンクリート造建築物等の解体工事指針改定
小委員会

ＪＡＳＳ１7ガラス工事改定小委員会

耐用年数設定指針小委員会

SSG構法検討WG

ガラス構法執筆WG

次世代ＣＡ技術調査ＷＧ

熱環境建材研究小委員会

高炉スラグ微粉末・高炉セメントを使用するコンクリート
研究小委員会

大量使用ＷＧ

普及ＷＧ

建築生産ＢＩＭ調査ＷＧ建築生産ＢＩＭ小委員会

ＪＡＳＳ１２屋根工事改定小委員会

外装仕上げの耐用年数予測手法小委員会

建築資材の資源循環研究小委員会

建築生産イノベーション小委員会

環境配慮運営委員会

防水材料の長期耐久性評価試験方法小委員会

タイル後張り工事検討ＷＧ

構造シーラント耐久性評価小委員会

耐疲労性WG

接着耐久性WG

ガスケットWG

内外装工事運営委員会

シール材性能設計指針準備小委員会

耐久・保全運営委員会

建築生産運営委員会

仕上材料ＷＧ

ＪＡＳＳ１２技術検討WG

床性能評価指針検討小委員会
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役職 委員名 勤務先名

委員長 早川 光敬 東京工芸大学　工学部建築学科

幹事 橘高 義典 首都大学東京　都市環境学部建築都市コース

幹事 輿石 直幸 早稲田大学 理工学術院 創造理工学部建築学科／創造理工学研究科建築学専攻

幹事 橋田 浩 清水建設（株）　技術研究所

幹事 山田 人司 一般財団法人　日本建築総合試験所　製品認証センター

阿部 道彦 工学院大学　建築学部建築学科

有川 智 東北工業大学　工学部

板谷 俊郎 戸田建設（株）

犬飼 利嗣 （独）国立高等専門学校機構　岐阜工業高等専門学校　建築学科

今本 啓一 東京理科大学　工学部建築学科

岩澤 成吉 （株）長谷工コーポレーション　生産推進部

岡本 肇 （株）竹中工務店　技術研究所建設材料部

小川 一郎 三菱地所（株）　丸の内設計室

小川 晴果 （株）大林組　技術研究所生産技術研究部

鹿毛 忠継 国土技術政策総合研究所　建築研究部

嘉藤 鋭 住宅金融支援機構　ＣＳ推進部住宅技術情報室　技術支援グループ

川上 勝弥 小山工業高等専門学校　建築学科

木村 匡 ＵＲ都市機構　東日本支社設計部構造企画チーム

黒岩 秀介 大成建設（株）　技術センター建築技術研究所　建築構工法研究室

近藤 照夫 ものつくり大学

吹田 啓一郎 京都大学　大学院工学研究科建築学専攻

千歩 修
北海道大学工学研究科空間性能システム専攻　空間システム講座建築材料学研
究室

棚野 博之 （独）建築研究所　材料研究グループ

寺西 浩司 名城大学　理工学部建築学科

寺本 英治 （財）建築保全センター

土橋 稔美 鹿島建設（株）　技術研究所

中島 史郎 国立大学法人宇都宮大学　地域連携教育研究センター

中島 正夫 関東学院大学　工学部建築学科

中村 成春 大阪工業大学　工学部建築学科

野口 貴文 東京大学　大学院工学系研究科建築学専攻

長谷川 拓哉
北海道大学大学院　工学研究院空間性能システム部門空間システム分野
建築材料研究室

春田 浩司 （社）公共建築協会

人見 泰義 （株）日本設計　構造設計群 構造設計グループ

松下 督 （株）日建設計　設計監理技術センター

三橋 博三 東北大学

本橋 健司 芝浦工業大学　工学部　建築工学科

山田 義智 琉球大学　工学部環境建設工学科

李 柱国 山口大学　工学部感性デザイン工学科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　38名

材料施工本委員会
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2014~2015年度
建築歴史・意匠委員会活動報告

2016年3月22日

2015年8月
日本建築学会＋日本建築士会連合会

歴史的建造物の調査及び情報共有等に
関する協力協定

※東日本大震災後の調査による成果

【内容】歴史的建築データベース小委員会作成
のデータベースに各都道府県建築士会からの
データ入力や編集等が可能に

【効果】災害時の緊急調査時に有効、地域資産
のリストをまちづくりにつなげる等

2015年9月

文化庁「近現代建造物緊急重点調査事業」
の受託
【内容】今後保存すべき近現代建造物のリスト
アップ、近現代建造物の全国調査の調査方法の
提案、保存すべき近現代建造物の考え方の整理

同調査WGの立ち上げ（主査 後藤 建築歴史・
意匠委員会委員長）

日本建築士会連合会、日本建築家協会と共同で
事業を進める

保存要望書の提出

2014年5月 大丸心斎橋店
2014年5月 北九州市立八幡図書館・北九州市立

八幡市民会館
2014年6月 初代松江警察署
2015年6月 奈良少年刑務所
2015年11月 旭川総合庁舎
2016年3月 出雲大社庁の舎

奈良少年刑務所については、所管する法務省より
協力依頼があり、学会による現地調査を実施する
など、要望書による一定の効果が生まれている

学会大会・若手優秀発表の顕彰

2014年度 該当発表数 189題
優秀発表 22題（11.6％）

2015年度 該当発表数 209題
優秀発表 14題（ 6.7％）

司会者を中心に評価者を委託し、評価結果をも
とに委員長、幹事が優秀発表を決定

日本建築史小委員会

2015の主な活動

『日本建築史図集』の改訂に関わる検討

本書のような基礎的な情報が網羅された図書は日本語では多数あるものの、英
語版がないため、英訳版の作成の検討を開始した。

日本建築史に関する若手研究会開催のための準備

日本建築史研究の裾野の拡大と、研究の発展のために、若手を中心とする研究
会を開催することを検討し、そのための準備の打合せを複数回実施した。

委員会活動

３月中に小委員会を開催し、上記内容を諮ると共に、小委員会委員の改選を協議
する。

主査：清水重敦 目的：日本建築史研究の発展及び歴史的建造物保存のための情
報の交換、そのためのシンポジウム開催を主たる目的とする。
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目的

最近の活動
上記目的達成のための具体策の検討・実施
第2回連続国際シンポジウム「古代ローマの都市と建築：オスティアにおける都
市、建築研究の最新動向」）への協力（右図参照）
海外研究者との交流関係に関する情報交換
新訂『西洋建築史図集』案の検討・WGの結成
情報公開のための小委員会ウェブサイト構築

若手研究者の育成・強化
日本における西洋建築史研究のあり方の検討
国際交流の推進
『図集』のメンテナンスとその新たな展開の検討

今後の活動

上記目的達成のための具体策の検討・実施
第4回若手研究者研究発表会の企画・実施
海外研究者との交流の公開に向けての検討
新訂『西洋建築史図集』の具体案作成

主査：星 和彦（委員15名）

西洋建築史小委員会 東洋建築史小委員会
主査：黒津髙行（委員14名）

目的 ・東洋建築史学の方法論の研究
・東洋建築史学の教育・研究および専門家育成に関する継続的な情報収集
・東洋諸国における建築的遺産の保存と修復に関する調査研究と情報収集

（基礎的な資料のデータベース化）および国際協力への寄与
・研究成果の公表（シンポジウムおよび公開研究会の開催と記録の刊行等

委員会の開催 ２回/2014年度 ３回/2015年度

活動内容
① 若手研究者による研究発表会

1) 第14回（5/23） 参加者数 13 名

ヒメネス・ベルデホ・ホアン・ラモン氏 「フィリピンの歴史的な建築」

2) 第15回（7/25） 参加者数 13 名

守田正志氏 「アナトリア地域における中世イスラーム墓廟建築の系譜に関する試論」

3) 第16回（7/24） 参加者数 13 名

久保真紀子氏 「クメール寺院建築の尊像配置―プレア・カンの出入口装飾を事例に」

4) 第17回（11/2） 参加者数 11 名

恩田重直氏 「厦門の住居：土地契約文書の活用可能性を探る」

② 委員会のホームページ補強
③ 各委員等の活動紹介による勉強会

（文化遺産国際協力コンソーシアム、ネパール国ゴルカ地震被災調査報告等）

民家小委員会
主査：土本俊和(2014年度)  大野敏（2015年度） 委員15名

①建築史：民家の成立過程 → 民家史研究の再構築
②方法論：文献、フィールド、ヒアリング
③体系化：専門的な検証 → 組織的な蓄積と体系化
④継 承：地域文化継承・育成→人的ネットワーク構築
⑤発展 ：民家から未来へ

いえづくり、まちづくり,観形成、安全安心

2014年度は、「附属屋から解き明かす民家の歴史」をテーマとて、討論・
見学会等をおこない、研究の基本構想を作成した（PDに応募して採用）。
また、宮城県村田町の重伝建地区において、地元行政・住民とともに

公開勉強会「新たな重伝建地区・村田～各地の取り組みからまなぶ～」
を開催して復興支援も視野に入れた啓蒙活動を行った。

2015年度は大会PDにて「もう一つの「民家」の系譜－付属屋と小屋」を

開催した。また、次年度の大会研究協議会に「民家の近代化」をテーマ
として応募し、2回の委員会において内容の検討を行った。また、上記研
究協議会テーマに関して,群馬県伊勢崎市における「シンポジウム島村
の養蚕農家建築群について考える」（2016年2月20日）に協力した。

目的：民家の調査研究から集落・都市の未来を模索していく

2015年度大会PDの状況

宮城県村田町における公開勉強会チラシ

近代建築史小委員会

設

置

目

的

活

動

実

績

目

標

近代建築史研究の情報収集。意見交換の場としてのシンポジウム開催

１．近代建築史研究の発展・深化

２．近代建築史研究の普及成果の社会還元と普及

３．近代建築の保存・再生・活用情報の蓄積

近代建築史研究成果の社会還元と普及のための一般の人々を対象とした建築見学会の開催

保存・再生・活用情報の収集および『近代建築総覧』追補リストの更新

第10回：「アメリカのモダニズム－ライトからの展開 第11回：「東アジア近代建築研究の回顧と展望」

１．シンポジウム「近代建築の最先端」第10回，第11回

２．近・現代建築に対する学術的評価基準の検討

台湾行政院文化部文化資産局／中原大学，成均館大学校，ケンブリッジ大学，韓国国立中央博物館

「近現代建造物緊急重点調査事業」（文化庁）対応と併行する近・現代建築史研究の開始

主査：梅宮 弘光 委員：15名

１．近・現代へと拡張する研究対象と新たな研究視座の獲得

保存要望・シンポジウム・見学会・ＷＥＢにおける一般の関係者間交流と，そこから生まれる新たな可能性の模索

２．近・現代建築と歴史研究の重要性の社会発信

若手研究者の参画機会増加，および関連他領域との学術交流

３．調査・研究・発表活動を通した若手研究の活性化

委員相互の
の

情報交換

国際交流
の

推進

＋

＋

最新研究成果
の

発信

３．国際交流：建築見学会in台北／アジア建築史研究シンポジウム
2015.112014.9

2015.112014.11

４．国内外の近代建築史研究を核としたネットワーク化と
国際交流の推進 海外の近代建築史研究者との交流

文化遺産・文化資源としての近代建築遺構群の創造的活用に関する文化プログラムの構築に向けて

４．近代建築のレガシー化に向けた理論の進展

「近現代建造物緊急重点調査事業」対応を契機とした現代建築研究と，その成果の近代建築史研究へのフィードバック

建築論・建築意匠小委員会
主査：西垣安比古

■目的：
（１）日本および海外の建築論・建築意匠に関する
研究の持続的収集（基礎的な文献資料のデータ
ベース化）
（２）建築論・建築意匠論研究の方法論の研究
（３）学際的、国際的研究交流（公開研究セミナー
の開催）
（４）研究成果の公表（公開研究会の記録の刊行）

■委員会開催：
２回/14年度、3回/15年度
■大会研究集会：
研究協議会『阪神・淡路大震災/東日本大震災後の建築 建築技術の根幹を問う』
参加者数100名/14年度
■目標の達成度：
１．方法論の研究、研究交流は小委員会、連続セミナー開催（ 『建築論の現在』第15回）
により成果をあげた。
２．研究成果の公表は連続セミナー、大会催事とその資料刊行によって成果をあげた。

建築アーカイブズ小委員会
主査：山﨑鯛介

他委員11名

建築資料の特性の把握とその学術的な位置づけの検討および文化庁委託事業への協力
2014年度 (1) 建築学会大会（近畿）で研究協議会「建築資料の現状と今後の課題 —近現代建

築資料全国調査特別WGを受けて—」を開催した。
(2)文化庁委託事業「我が国の近現代建築資料の所在状況調査及び保存基準の提案」

を受け、歴史・意匠本委員会下に設置された近現代建築資料全国調査特別WG に
参加した。

2015年度 （1）文化庁委託事業（2014年度（2））のフォローアップを担当した。
(2) 文化庁委託事業「近現代建造物（建築）緊急重点調査事業」を受け、歴史・意匠本

委員会下に設置された同事業対応WGに参加した。

１）他分野のアーカイブズ学の成果を参照しつつ、建築資料の特性をふまえた整理・保存
方法についての調査研究を行う。

目的：建築史資料の収集・整理・保存・公開のための
「建築アーカイブズ環境」の整備に関する調査研究と交流の促進

２）建築アーカイブズ活動を通じた近現代建築の保存活用促進への協力

建築アーカイブズの学術的なあり方の調査研究と建築アーカイブズ活動への助言・協力

2014～2015年度の活動

今後の活動

2014年度2回・2015年度4回開催/
2015年度のうち1回は近代建築史小委員会との同時開催
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都市史小委員会

顧問9名＋委員14名
ＷＧ : 「テーマ・方法論検討WG」 12名

「地域・方法論検討WG」 12名
「時代区分・方法論検討WG」 12名

２） 研究会・シンポジウムの開催
例 ： シリーズ「伝統都市の転換期」 (2002-2005) シリーズ「都市と建築」(2006-2009)

シリーズ「都市と表象」(2010-2013)  シリーズ「都市と＜大地＞」(2014-2017)
学会大会PD 「日本の都市の特質」(2003)
学会大会研究懇談会 「都市建築史的観点から見た中央と地方」(2009)
学会大会PD 「都市と建築～その歴史的結合の解釈と方法的展開～」(2010)
学会大会PD「距離と方位から捉える都市と住まい」(2013)

１） 既往研究のレヴュー
例 ： シンポジウム「都市史研究の可能性を探る」(1999)

３） 国際交流
例 ： 特別講演会（外国人研究者招聘）「ニューヨークの都市住宅史」（２０００）

４） 研究成果の刊行
例 ： シンポジウム・大会ＰＤ梗概刊行（小委員会・ＷＧ活動記録も収録）

活動内容・実績例

活動予定 目標

シンポジウム・研究会開催計画
・シリーズ「都市と大地」（2014-2017）

第3回シンポジウム（2016年12月予定）
・WGを中心とする若手奨励特別研究発表会

(6‐8回／年)

① 持続再生型都市の将来を 考えるための基礎資料作り

② 国際化社会に向けての 世界各地域の都市文化理解

③ 都市史の重要性の社会的発信

④ WＧ活動を通じた若手研究者育成

総合的に都市史研究を進展させるために、
方法論や情報の交換・蓄積を行うセンター機能を学会に設置する

目的主査 ： 野口昌夫

2015年度シンポジウムでの討論の様子
2015.12.11 於：法政大学
「都市と＜大地＞」第２回
「都市とテロワール 耕される大地と資源」

文化遺産災害対策小委員会
主査：大橋竜太（委員13名）

目的：災害による歴史的建造物や歴史的環境の滅失を防ぐための施策を検討する。

各年度の活動実績：
2014年度 「文化財ドクター派遣事業」（2010-13年度）の総括

および将来訪れる可能性のある自然災害への対応に関する検討
諸外国での文化財防災に関する調査報告会

・ジェフ・トマス氏招聘（NZカンタベリー大震災の被害報告）
・委員のグラズゴー美術学校の火災の被害調査の報告

2015年度 「ヘリテージ・マネージャー講習会」（建築士会）に協力

The Fire of the “GLASGOW SCHOOL OF ART” by 
Mackintosh, 2014 

歴史的建築データベース小委員会
主査：永井康雄（〜平成26年度）、池上重康（平成27年度〜）

目的：歴史的建築に関する各種情報の集約・管理
日本建築学会編歴史的建築総目録ＤＢの管理・運営
歴史的建築総目録DBを媒体とした学会・行政・市民の協働

 JSPS科研費基盤研究（B）「大規模災害等に備えた歴史的建造
物保全システムの構築に関する研究」（研究代表者：永井康雄、
研究期間：平成25〜27年度）を得て、データベース・システム
（URL http://glohb-aij.eng.hokudai.ac.jp/）の再構築ならびに機
能の充実、レコードの追加、メタデータ（画像、位置情報、関連
デジタル化アーカイヴズ）の付加を行った。

 （公社）日本建築士会連合会と「平常時及び災害時における歴
史的建造物の調査及び情報共有等に関する協力協定」を締結
し、上記データベースを協同で運営できる体制を整えた。

 （公社）日本建築家協会とも同様の協定を締結すべく準備中

文化庁委託「近現代建造物緊急重点調査事業」の調査基礎台
帳として、本データベースを活用することとなり、重要近現代建
造物の情報をデータベースに入力作業中。

 シンポジウム「日本建築学会編歴史的建築総目録データベー
ス・システムの現状と今後の活用〜日本建築士会連合会との
協力協定を受けて〜」（平成28年1月22日、於建築会館会議室、
参加者39名）を開催した。

9



2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 9 日作成） 

委員会名 建築歴史・意匠委員会 委員長名：杉本 俊多 

運営委員会数  

小委員会数   10 

WG 数   10 

予算総額   2,612,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 0 点 

 

講習会 
講習会数 0 回 

 

催し物 

催し物数 2 回 

１．シンポジウム「近代建築史の最先端」第 10 回『近代(日本)×近代(西洋)－

アメリカのモダニズム ライトからの展開』 
（資料名）同上                                         参加者数 43 名

２．シンポジウム：都市史研究の最前線「都市と大地」シリーズ第 1 回 『都市

史の基層として大地・地面・土地を考える』 
  （資料名）同上                                       参加者数 48 名

大会研究集会 

研究集会数 2 回 

１．研究協議会「阪神・淡路大震災／東日本大震災後の建築－建築技術の根幹を問う」

  （資料名）同上 
２．PD「近現代建築資料の現状と今後の課題－近現代建築資料全国調査特別WG

を受けて」 
  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

 
本委員会は各小委員会、WG を通しての研究活動を展開してきているが、各支部

において地域の歴史的建造物等の動向を注視し、保存への取り組みを行ってきて

いる。今年度は支部における 7 件の保存要望書発行を実現させ、さらに会長名に

よる 3 件の保存要望書発行に至った。 
昨年度、全国の近現代建築資料について、その所在情報調査、管理方法提案を文

化庁より受託し、WG を組織して全国調査を実施したが、今年度は「我が国の近

現代建築資料の所在状況調査及び保存基準の提案」の題目によって同様に受託

し、WG による全国的な調査活動を実施した。 
若手研究者の奨励のために昨年度、試行的に実施した大会講演における若手優秀

発表の顕彰制度について、今年度は実施方法を改善し、本格実施した。 
 

 

10



2015 年度 委員会活動成果報告 
 

（2016 年 3 月 11 日作成） 

委員会名 建築歴史・意匠委員会 委員長名：後藤  治 

運営委員会数  

小委員会数   10 

WG 数   10 

予算総額   2,500,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 0 点 

 

講習会 
講習会数 0 回 

 

催し物 

催し物数 2 回 

１．シンポジウム「近代建築史の最先端」第 11 回『近代(日本)×近代(西洋)－

東アジア近代建築史研究の回顧と展望－『東アジアの近代建築』から 30 年

（資料名）同上                                         参加者数 51 名

２．シンポジウム：都市史研究の最前線「都市と大地」シリーズ第 2 回 『都市

とテロワール：耕される大地と資源』 
  （資料名）同上                                       参加者数 48 名

３．シンポジウム「日本建築学会編歴史的建築総目録データベース・システムの

現況と今後の活用〜日本建築士会連合会との協力協定締結を受けて〜」 
参加者数 31 名

大会研究集会 

研究集会数 2 回 

１．研究協議会「日本の戦後建築への新たな評価軸－主に「技術」の視点から」 
  （資料名）同上 
２．PD「もう一つの「民家」の系譜－付属屋と小屋」 
  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

 
2015 年 8 月に日本建築学会は日本建築士会連合会と「歴史的建造物の調査及び情

報共有等に関する協力協定」を締結したが、同協定は、建築歴史・意匠委員会が

行った東日本大震災以降の調査活動が下地となっている。 
2015 年 9 月に日本建築学会は、文化庁から「近現代建造物緊急重点調査事業」を

受託した。同事業については、日本建築士会連合会、日本建築家協会の協力を得

て進めている。建築歴史・意匠委員会では、受託にともない同事業に関わる WG
を立ち上げた。同事業では、調査方法の提案や対象候補選定の考え方等をまとめ

ることが求められており、WG の活動は将来の近現代建造物の保存の基礎となる

ものとしてきわめて重要な意味をもっている。 
2015 年度は、保存要望書 3 件を提出した。そのうち奈良少年刑務所に関しては、

所管する法務省から協力依頼があるなど、要望の効果が発揮されている。 
協定の締結、受託調査事業でもわかる通り、歴史的建造物の調査、保存に向けて、

関係団体（日本建築士会連合会、日本建築家協会）との関係が重要になってきて

おり、今後ますます様々な面で協力体制を検討していく必要がある。 
各委員会の活動は、活発に行われていると認識しているが、活動の成果を刊行物

や講習会等の形での成果につなげていきたい。そのためにも、委員会単独の活動

ではなく、他の学術委員会や上記の関連団体との協力のような外部を巻き込んだ

活動を活発化させたい。  
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2015年度　建築歴史・意匠委員会組織図

文化遺産災害対策小委員会 時代区分・方法論検討ＷＧ

歴史的建築データベース小委員会

歴史的建造物保存制度WG

DOCOMOMO対応WG

日本建築史小委員会

東洋建築史小委員会

都市史小委員会 地域・方法論検討ＷＧ

近現代建築資料全国調査特別ＷＧ

近現代建造物緊急重点調査事業対応
ＷＧ

民家小委員会

近代建築史小委員会

建
築
歴
史
・
意
匠
本
委
員
会

帝都復興事業調査研究ＷＧ

建築論・建築意匠小委員会 建築論事典改訂ＷＧ

建築アーカイブズ小委員会 テーマ・方法論検討ＷＧ

西洋建築史小委員会 西洋建築史図集ＷＧ
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役職 氏名 所属

委員長 後藤 治 工学院大学　建築学部建築デザイン学科　　

幹事 青井 哲人 明治大学　理工学部建築学科

幹事 清水 重敦 京都工芸繊維大学　建築造形学部門

幹事 藤村 龍至 東洋大学　理工学部建築学科

幹事 横手 義洋 東京電機大学　未来科学部建築学科建築史研究室

池上 重康 北海道大学　大学院工学研究院

内田 青蔵 神奈川大学　工学部建築学科

梅宮 弘光 神戸大学　発達科学部

頴原 澄子 千葉大学大学院　工学研究科

大橋 竜太 東京家政学院大学　現代生活学部現代家政学科

大野 敏 横浜国立大学　理工学部建築都市環境学科

黒津 高行 日本工業大学　工学部生活環境デザイン学科

崎山 俊雄 秋田県立大学　システム科学技術学部建築環境システム学科　建築計画学講座

杉本 俊多 広島大学名誉教授

竺 覚暁 金沢工業大学　工学部建築学科

西垣 安比古 京都大学大学院　人間・環境学研究科

西澤 岳夫 釧路工業高等専門学校　建築学科

野口 昌夫 東京芸術大学　美術学部建築科

藤田 盟児 広島国際大学　社会環境科学部建築創造学科

星 和彦 前橋工科大学工学部建築学科

溝口 明則 名城大学　理工学部建築学科

山崎 鯛介 東京工業大学　大学院理工学研究科建築学専攻

渡邉 美樹 足利工業大学　建築学科

渡邊 道治 東海大学　産業工学部建築学科

                                             合計 24名

建築歴史・意匠委員会
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2014～2015年度調査研究委員会活動報告

防火委員会

• 活動目標
– 建築物・都市の火災安全に関する研究・技術情報の交流

– 建築物・都市の火災安全に関する研究・技術開発における会員相互の
協力・共同推進

– 建築物・都市の火災安全に関する研究・技術開発の成果の一般への
普及

• 主な刊行物
– 2014年度 ・建物の火害診断および補修・補強方法 指針・同解説

2015年度（小委員会：10、WG：16）

(※ 最近の刊行物）

・火災安全性能維持管理の手引き ・火災安全設計の原則

・建築物の火災荷重および設計火災性状指針（案） ・建築物の煙制御計画指針

防火委員会の最近の活動動向

1. 建築基準法の性能規定化の流れを受けた性能的火災安全設計の改善・
合理化に向けた取組み

2. 建築ストック増加に伴う老朽化した建物や火害を受けた建物の有効活用、
一般住宅や低層木造建築等の防耐火性能の向上といった、社会的ニー
ズの高い建築物の防火安全対策への対応

3. 新たな技術開発に基づく、従来の各種防火設計ガイドブックの改訂に向
けた作業

建築ストック社会の火災安全の課題

従来のスクラップ&ビルドから、建築ストックの有効利用-建物のロングライフ化への
社会のパラダイム変化

【背景】 地球環境問題の資源・エネルギーの浪費に対する反省、カーボンオフセット、廃棄物処理等の問題

●ストック建築物の安全水準の維持

① 適法に建設し、また適法に建設された建築物について適切な維持管理が行われ
適法状態が守られる

② 既存不適格建築物につて適法な状態に水準の向上が図られる。
③ 違法な建築物について適法な状態に改変が行われることの必要性

我が国の既存建築総床面積の推移

防火委員会の組織（2014-15年度）
2014年度（小委員会：10、WG：16） 2015年度（小委員会：10、WG：16）

14年度で終了 改称 新規

１．住宅の火災安全小委員会（基）

 設置期間：2009年4月～2013年3月,2013年4月～2017年3月

 設置目的：低層住宅及び木造建築物の火災事情、火災安全性の実態
を把握して、低層住宅・木造建築物の火災安全に関して学会的取り組
みが必要な課題を抽出し、部位に求められる防耐火性能や評価方法
等を検討する。成果はＨＰ、出版物、ワークショップ、シンポジウム等を
通じて公開する。住宅部材防耐火性能WG、伝統木造準耐火構造ＷＧ
の2WGで活動している。

 活動状況：

１）建築研究開発コンソーシアムに当小委員会と連携した研究会を設置
し、建研との共同研究として「木質耐火構造区画貫通部」の防耐火
性能を取り上げた。研究会では当該部位に求められる防耐火性能
の検討と耐火実験を実施し、各種対策仕様の基礎データを建築学会
大会で報告した。

２）住宅部材における防耐火性能の課題のうち「軒の出ゼロ、小屋裏換
気等の屋根廻り部位」の防耐火性能を取り上げて討議を行い、 当
小委員会として、今後の作業の進め方のアウトラインを決めた。

２．火災安全設計小委員会（基）

●設置期間：2009年4月～2013年3月、2013年4月～2017年3月

●活動目標 ：性能的火災安全設計法に関する技術基盤の整備と普
及・啓蒙を行う。 その一環として、既刊の出版物等の改訂、火災性
状予測ハンドブックの小冊子の刊行を目指している。

●活動状況(2014-2015年度）
主な内容は、以下のとおり。

 2014年度大会オーガナイズドセッション

「【大会OS】［防火部門：避難安全性能の定量化と避難安全計画］

(2014/9/12) 」-発表題数4編

 防火部門研究協議会 （2015年9月5日：参加者数：約100名）

「 これからの＜建築・都市・環境＞に対応した新たな区画設計を考える」

 2015年度大会オーガナイズドセッション

「【大会OS】［防火部門：a．火災安全性能の定量化と火災安全設計］

(2015/9/6) 」-発表題数4編
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 設置期間：2015年4月～2019年3月

 設置目的：避難行動要支援者を対象と
した火災時の避難時安全対策につい
て、具体的な基準･指針の編集・出版。

 研究活動：

・2015年度は、「避難安全のバリアフリーデザイン設計指針（案）：病院編」
の出版に向けて、ほぼ原稿を揃えることができた。今後、内容の調整を
進める予定である。

・設計指針は、主に自力での避難が困難な在館者を対象として、避難施設
のバリアフリー化、一時待機できるスペースの確保、避難誘導の方法な
どを示し、具体的な計画事例を紹介することを目的としている。

・2016年度以降については、病院編の出版の他、保育所、老人福祉施設
を対象とした出版物の企画を立て、原稿の作成、編集、出版を行う。

・上記の出版に合わせて講習会を開催する。

３．避難安全のバリアフリーデザイン
設計指針小委員会（研）

４．広域避難小委員会（基）
14 15

●防火部門ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
「マルチハザード下の
広域避難とは」(2014年9月)

① 学会大会においてPD「マルチハザード下の広域避難とは」を開催．津波や火

災に対する広域避難のリスク評価，リスク低減方策，広域避難支援のあり方等

について討論を行い問題意識の共有を図った．

② 毎年度4回～5回程度の小委員会を開催し，広域避難のリスク評価やシミュ

レーションの現状について，津波，水害等様々な分野での研究・実用事例を比

較・分析し，その有効性と活用可能性について検討した．

③ 2016年度に実施予定の学会大会研究協議会「都市防災と避難シミュレー

ション」開催に向けて論点の整理を行った．

●前身の広域避難小委員
（2011年4月～2015年3月）

●公開小委員会（５回開催）

 14～15年度の活動成果

●公開小委員会（４回開催）

●広域避難小委員会発足
（2015年4月）

 設置期間：2015年4月～2019年3月

14 15

① 2014年2月に指針・同解説を刊行し、2月と3月に改定講習会を開催した
（東京・大阪で265名参加）。

② 2015年度は上記講習会で会員以外の参加者が多かったので今後の指針
の方向性を探るため使用者観点の意見要望を収集するシンポジウムを
開催した（53名参加）。

 14～15年度の活動成果

 設置期間：2013年4月～2017年3月

５．火害診断補修小委員会（基）
年度 16

●（2016年1月）
「火災後の構造物の調査・診断
および鑑定の今後に向けて」シ
ンポジウム開催

シンポジウムで
収集した意見等
をもとに、指針改
定の方針を審議・
決定

「建物の火害診断
および補修・補強
方法 指針・同解
説」改定講習会開
催

14 15

①2013年3月に「建築物の煙制御計画指針」を刊行したが、これを2014年

10月に増刷するにあたり、若干の修正を行なった。

②「(仮)火災性状予測ハンドブック」の一部について、内容検討、原稿

執筆。（主管は火災安全設計法小委員会）

③煙制御に係る法令・技術の国際比較を行い、国際化に対応する基礎技

術の調査を行なっている。

●小委員発足（2013年4月）

●小委員会（８回開催） ●小委員会（６回開催）

６．煙制御計画小委員会（基）
年度

 14～15年度の活動成果

 設置期間：2013年4月～2017年3月

 設置期間： 2013年4月～2017年3月

 設置目的：

各種構造材料の耐火性に関する最新情報の収集・分析を行い，
「構造材料の耐火性ガイドブック」（第2版，2009）の改定を行う
（2016年度刊行予定）。

 設置WG：
コンクリート耐火性WG，鋼・耐火被覆WG，木質材料耐火性WG，
アルミニウム耐火性WG，新材料耐火性WG

 活動状況(2014-2015年度）
• 2014年度：5WGにおいて各構造材料の耐火性に関する最新情

報の収集・分析を実施。大会でOS「鋼・合成構造の耐火性に関
する最近の研究動向」・「外壁開口部を介した上階延焼」を実施。

• 2015年度：改定版の初稿（暫定版）を作成。大会でOS「コンク
リート系構造の耐火性に関する最近の研究動向」を実施。

７．構造材料耐火性小委員会（研）

 設置期間：

2010年4月～2014年3月、2014年4月～2016年3月

 設置目的：

1990年12月に当会防火委員会耐火構造小委員会区画部材耐火性ワー
キンググループが作成した防火区画の設計・施工パンフレットの改訂版
を発行する。

 活動状況(2014-2015年度）：

防・耐火性能を重視した防火区画のあり方を中心にまとめた従来版を、
避難安全性確保のための煙の拡散を防止することを意図した区画の設
計・施工に関する記述を追記、補強し、7章と付録で再構成し、防火本委
員会の査読を終了し、査読内容を精査し修正した。

 成果：

刊行物を「火災安全上の区画の設計・施工の考え方」と名称を改め、
2016年3月を目処に出版者へ確定稿を入稿し、2016年9月後半頃に刊
行・講習会の開催を予定している。

８．区画の設計・施工指針検討小委員会（研）
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 設置期間：2014年4月～2016年3月

 設置目的：現行の性能規定を制度・運用の面及び性能設計のあり方
の面から見直し，是正策を探ることを目的とする．

 活動成果

【2014年度】・旧法第38条による運用制度を整理

・現状の耐火・避難の両性能設計の問題点を整理

・海外の性能規定制度の収集

【2015年度】・現状の耐火・避難の両性能設計のあり方の検討

・性能規定の運用制度の課題を整理

防火・避難性能設計のあり方を考える−性能規定化15年の検証−
（2016年3月2日 シンポジウム開催）

９．防火・避難性能設計のあり方小委員会（基）

 設置期間：2014年4月～2016年3月

 活動目標
– 広範囲にわたる火災安全性能の維持管理のテーマについて議論

– 性能設計をおこなった建築物の設計意図の伝達の伝達方法の検討

 委員会の位置付け
- 火災安全性能維持に係る取り組みには、維持管理者・施工者・設計者・

研究者の協働が不可欠

- 性能設計を行なった建築物の設計意図は設計図書に表現されておらず、

施工や維持管理への反映が危ぶまれる

- 多様な構成の委員の協働により、実用性の高い成果を提供する

 委員構成

– 大手ディベロッパー、総合設計事務所、大手ゼネコン、建築研究所、
防火設計事務所、大学

１０．火災安全性能維持管理小委員会（基）

16



（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 13 日作成） 

委員会名 防火委員会 委員長名：山田 常圭 

運営委員会数 0 

小委員会数 10 

WG 数 16 

予算総額 2,264,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数   1 点 

「建物の火害診断および補修・補強方法指針」 

講習会 

講習会数   1 回 

「建物の火害診断および補修・補強方法指針」改定講習会 
参加者数 東京 181 名・大阪 84 名

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数   0 回 

 

大会研究集会 

研究集会数   2 回 

１．研究協議会「動き出した木質耐火構造－可能性と課題」 

  （資料名）同上 

２．PD「マルチハザード下の広域避難とは」 

 （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

建築基準法の性能規定の見直し、また基準の国際化という社会の動きに合わ

せ、防火分野においても対応が必要となってきている。例えば、構造材料耐火性

小委員会では、2009 年に発刊した「構造材料の耐火性ガイドブック」の 2016 年

の改訂にむけて、従来の 鋼・耐火被覆、コンクリート耐火性の他、木質材料耐

火や新材料耐火等について WG 単位で鋭意作業が進行中である。WG 単位でのア

ドホック的な活動はフットワークが良いこともあり、最近、徐々に WG が増えて

きており、研究活動も活性化の兆しがみられる。 
 
今年度、「建物の火害診断および補修・補強方法指針」の改定講習会を行い、

多くの聴講者を集めることができた。防火関係者以外にも、設計、維持管理分野

等、多岐に渡る聴講者の参加が得られ、社界ニーズの高いことがうかがえた。 
 
その他、課題として、昨年度と同様であるが、火災自体が少なくなってきたこ

ともあり、防火に関心を持つ若手研究者が少なくなってきていることが今後の本

会活動で懸念される。歴史的建造物の保全、大規模耐火木造等新たな防火構造等、

検討すべき課題は多く残されており、若手研究者が興味をもつような啓発活動が

必要であると思われる。 
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（委員会活動報告会用） 

2015 年度 委員会活動成果報告 
 

（2016 年 3 月 11 日作成） 

委員会名 防火委員会 委員長名：山田 常圭 

運営委員会数 0 

小委員会数 10 

WG 数 16 

予算総額 1,936,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数   0 点 

 

講習会 

講習会数   0 回 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数   2 回 

１． シンポジウム「火災後の構造物の調査・診断および鑑定の今後に向けて」 
  （資料名）同上                    参加者数  53 名 
２．シンポジウム「防火・避難性能設計のあり方を考える－性能規定化 15 年の検証

－」 
  （資料名）同上                                      参加者数  29 名 

大会研究集会 

研究集会数  1 回 

１．研究協議会「これからの＜建築・都市・環境＞に対応した新たな区画設計を

考える」 

  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

 
ここ数年、しばらく改訂が行われていなかった、防火にかかわるパンフレット

等の改訂を目指した活動が進んでいる。次年度の刊行に向けて「火災安全上の区

画の設計・施工の考え方」および 「構造材料の耐火性ガイドブック」の 2 件が

脱稿し、査読段階にある。 
また、東日本大震災合同調査報告書の建築編 7（ 火災／ 情報システム技術）

の火災にかかわる出版協力を行った。 
 
 防火委員会の小委員会では、その下に WG を設け、若手研究員を取り込んだ新

たな研究分野への積極的な取り組みが行われつつある。その一方で、防火研究者

が比較的多かった年代が引退し始める時期に差しかかっているものの若手世代

の人材の確保が難しく、防火技術の伝承について懸念される。若手研究者の育成

の一環として、防火部門でも本年度 から大会学術講演会 防火部門 において若

手優秀発表 顕彰を実施した。 
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2014/8～2016/3

2015/4～2017/3

2014/4～2016/3 2015/4～2017/3

2013/4～2017/3 2015/4～2017/3

2015/8～2017/3

2013/4～2017/3 2015/4～2017/3

2014/4～2016/3

2015/4～2019/3 2015/4～2017/3

2013/4～2017/3 2014/4～2016/3

2015/4～2017/3

2015/4～2017/3

2013/4～2017/3

2015/4～2017/3

2013/4～2017/3 2015/4～2017/3

2015/4～2017/3

2014/4～2016/3

2015/4～2017/3

2014/4～2016/3

2015/4～2017/3

2015/4～2019/3

2015年度防火委員会組織図

伝統的建造物・伝統様式住宅ＷＧ

火災安全設計小委員会 （基）               火災荷重・設計火災性状WG      

防火本委員会
比較的小規模な高齢者社会福祉施設の避難安
全性能向上WG

防火・避難性能設計のあり方小委員会（基） 木質構造の耐火性能WG

住宅の火災安全小委員会（基）   住宅部材防耐火性能WG

建築材料・部品火災安全性WG

上階延焼検証WG

広域避難小委員会（基）                        

火害診断補修小委員会　(基）　　　　　  

煙制御計画小委員会 （基）                       

火災安全性能維持管理小委員会　 （基）

新材料耐火性WG　          

鉄筋コンクリート造部材の火災後耐力評価WG     

火災性状予測計算ハンドブックWG

コンクリート系WG

鋼系WG

避難安全のバリアフリーデザイン設計指針小委員会　 （研）

コンクリート耐火性WG　 　

構造材料耐火性小委員会（研）                鋼・耐火被覆WG　　　　　　

木質材料耐火性WG　      

区画の設計・施工指針作成小委員会（研） 　　　　

アルミニウム耐火性WG　  　
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役職 氏名 所属

委員長 山田 常圭 消防庁消防研究センター

幹事 森田 武 清水建設（株）　技術研究所　　

幹事 山田 茂 （株）フジタ　設計エンジニアリングセンター　　

泉 潤一 三井ホーム（株）　技術企画部　技術開発グループ　　

岩見 達也 （独）建築研究所　住宅・都市研究グループ　　

上杉 英樹 千葉大学名誉教授

大橋 宏和 （株）竹中工務店技術研究所　構造部防火グループ　　

大宮 喜文 東京理科大学　理工学部　建築学科　　

鍵屋 浩司 建築研究所　防火研究グループ　　

梶田 秀幸 前田建設工業（株）　技術研究所材料研究室　　

白岩 昌幸 （一財）建材試験センター　中央試験所防耐火グループ　　

関沢 愛 東京理科大学　大学院国際火災科学研究科　　

竹谷 修一 国土交通省国土技術政策総合研究所　都市研究部都市防災研究室　

土屋 伸一 （株）明野設備研究所　企画部　　

長岡 勉 （株）竹中工務店　技術研究所　　

萩原 一郎 （独）建築研究所　防火研究グループ　　

長谷見 雄二 早稲田大学　理工学術院・創造理工学部建築学科　　

林 広明 大成建設（株）　設計本部法規計画グループ　　

福井 潔 （株）日建設計　設計監理技術センター防災計画室　　

村井 裕樹 日本福祉大学　健康科学部福祉工学科　　

八木 真爾 （株）佐藤総合計画　　　

安井 昇 桜設計集団一級建築士事務所　　　

遊佐 秀逸 早稲田大学理工学研究所　　　

吉田 正友 大阪工業大学　八幡工学実験場　　

計24名

防火本委員会
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建築法制委員会活動報告

2016年3月22日

建築法制委員会 委員長：杉山義孝

2014～2015年度

１．建築法制委員会の活動の目標と重点

①我が国の社会と建築法制との関係の解明をし、
建築法制の必要性を検証する

②建築法制の制度変遷を整理し、法制・制度の
評価を行い課題の解明を行う

③中長期的観点から建築法制度の在り方を提案
する

④建築法制の教育・普及と研究者の育成を行う

２．建築法制委員会の活動体制

①建築基準の適用とその実行方法のあり方検討小委員会
主査：平野吉信、設置：2013年4月～2017年3月

②用途規制再構築検討小委員会
主査：有田智一、設置：2013年4月～2017年3月

③教育普及小委員会
主査：加藤健三、設置：2013年4月～2017年3月

④建築生産関係者と法規範を巡る論点に関する基礎的研
究小委員会

主査：小川富由、設置：2015年4月～2019年3月
⑤現行市街地コントロール制度の成立と変遷研究小委員会

主査：桑田 仁、設置：2015年4月～2019年3月
⑥建築専門家の行政訴訟参加に関する研究WG

主査：杉山義孝、設置：2015年4月～2017年3月

３．活動の成果とその活用
（１）大会研究協議会の開催
①持続可能な社会に向けた建築基準とその実行方
法のあり方を考える

1014年 神戸大学
②社会変化に対応しうる用途規制再構築の方向性
─日本型条件付用途許可制度の可能性

2015 東海大学

（２）図書の出版
・建築法規用教材2014版 2015版
（３）建築法制委員会ホームページの活用
・活動成果の掲載

（４）公開研究会シンポジウム

①社会変化に対応する用途規制の新しい方向性
主 催 建築法制委員会 用途規制再構築検討小委員会
日 時 2014年12月
会 場 建築会館会議室

②日本の用途規制制度を斬る
－我が国における理念･経緯と実態を総括し､今後を展望
する－
主 催 日本建築学会 建築法制委員会 用途規制再構築
検討小委員会
日 時 2015年5月
会 場 建築会館会議室

４．建築法制委員会活動の課題
①研究者の不足・・・今後官公庁、建築確
認機関、設計事務所、ゼネコン、専門工事
業者、不動産会社、法曹関係者等からの参
加の広がりと開拓が必要

②建築と建築法制の関係理解の深化・・・
特殊な財であるか故の公共性及び法規制の
必要性

③建築自由の社会と建築規制のバランスの
在り方と取り方

21



５. 研究小委員会の活動内容

① 建築基準の適用とその実行方法のあり方検討小委
員会活動報告

■ 背景・検討の趣旨
＊多様な技術・ノウハウの活用 ⇒建築基準の性能規定化
＊建築規制プロセスの効率化 ⇒確認検査の民間開放

☜ 構造計算書偽装事件等

＊適用技術基準の厳格化・詳細化
＊適合審査関係者の裁量的判断を含めない運営

＊成熟社会を迎え、建築の質のコントロールのための、 より
持続可能な新しいしくみの構築を考えるべき時期

＊「基準とその実行方法のあり方」について、議論が‥
多様な技術・ノウハウを受け止める「柔軟性」？
専門家が持つ「ノウハウ・判断力」の活用可能性？

⇒ 本小委員会における検討のターゲット

■ 活動の進め方

① 海外の「性能規定化」「規制の民営化」等の実態把握

② 関係分野（審査証明、専門家への委任と責任保険、不服審
査等）の事例収集

③ 他分野（車両安全、土木系事業、医薬品、等）の状況・知
見等の事例収集

＊小委員会メンバーが分担して事例発表。WS形式で討論

① 「基準」の設定・構成、それらの運用（解釈を含む。）
② 関係者間の役割や責任の分担

⇒ 可能な「あり方」を構想

＊社会システムとの関係などから、実現可能性を検討

■ 検討成果の取りまとめ公表

日本建築学会九州大会における研究協議会の開催

（平成28年8月26日（金）9：30‐12：30）

『性能指向概念と専門家の役割を活用した
建築規制のあり方の可能性と課題』

②用途規制再構築検討小委員会活動報告

■設置目的：

＊ 11新たな社会のニーズに対して現行の建築基準法集団規

定・都市 計画法に基づく用途規制が対応できていない現状
を踏まえ

１）土地・建物用途規制の柔軟化に対するニーズ

２）現行の日本の土地・建物用途規制の抱えている課題、を
明らかにする

＊これにより、土地・建物用途に係る新たな規制・評価シス
テムのあり方の検討を実施し、その具体像を提案することを
目的とする。

＊更に、その成果を国及び地方自治体の土地利用規制関連実
務担当者に対する情報発信・問題提起を行い、新たな法制度
の実現に向けた社会的合意形成の一助となることを目標とす
る。

＊建物‐（建物の）占有‐（建物内部での）活動の3者の区分に

留意しつつ、用途規制の枠組みを再検討という観点から議論
を深めた

＊公開研究会「社会変化に対応する用途規制の新しい方向
性」（12月9日）を開催

 参加者49名：

現行用途規制の課題に焦点を当て、問題の具体例を示し
つつ、現行の用途規制再構築の議論の必要性と意義を提
示

現行用途規制における用途種別の考え方と課題

紛争事例から見た用途規制の問題点

住居系用途地域における問題事例の発生

用途規制再構築の方向性について

■2014年度（2年目）の成果
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＊用途地域制度の歴史的経緯と今後の展開可能性について議論
を深め、日本型条件付用途許可制度の試案を提示

公開研究会「日本の用途規制制度を斬る 我が国における理
念･経緯と実態を総括し､今後を展望する」（5月14日）
 参加者68名

 今後の市街地像を踏まえた制度再構築に向けて、用途地域制の歴史的
経緯、諸外国との比較、現在抱えている課題と今後のあり方を提示

日本建築学会大会 研究協議会「社会変化に対応しうる用途
規制再構築の方向性－日本型条件付用途許可制度の可能性
－」（9月4日）
 参加者72名

現行の用途規制が抱える課題、1970年建築基準法
改正時の用途規制に係る議論、自主条例を通じた
用途コントロール、米国の条件付許可制度から得
られる示唆

日本型条件付用途許可制度の試案の提示

■2015年度（3年目）の成果
③教育普及小委員会活動報告

＊当委員会では、毎年２月に新年度用「建築法規用教材」を刊行

＊毎年、改訂方針を決め、各執筆者が１月１日現在施行中の法令に基づ

き執筆

建築法規用教材２０１５ 建築法規用教材２０１６

■2014年度、2015年度の改訂方針

詳しすぎる部分の簡略化（優先順位の低い内容の圧

縮、必要性の薄い項目の削除）

わかりにくい部分・読みにくい部分の改善（図・表

を増やす等）

建築基準法の大改正（2014年6月）内容の反映（未施

行改正分を注記）

建築基準法と関連法規の記述量のバランスの見直し

④建築生産関係者と法規範を巡る論点に関す
る基礎的研究小委員会活動報告

■研究の目的
＊建築生産関係者（建築主、設計者、施工者、確認検査者、所有者・
利用者、周辺関係者等）による建築生産・維持管理のプロセスは法規
範（契約、規制など）を通じて進行するが、一方、その解釈等を巡っ
て関係者間の紛争も発生する。

＊紛争可能性を内包する論点として、法規範の原論的整理（仕組みと
その背景）、関係者の立ち位置（法規範に対する意識）、責任分担の
あり様（法理論と実態）等について整理をする

＊立法過程や判例等を通じて分析し、関係者間で認識を共有すべき社
会制度、契約等に関する基本的事項の抽出と解明、法規範と実態との
かい離があり何らかの改善を要する課題の解明をおこなう。

■27年度の活動

①以下の建築生産プロセスで紛争可能性のあ
る論点を抽出

建築と規制に関する原則論の整理

関係者を律する民法等と建築基準法などの行政法と
の関係の整理

建築主の建築の性能に対する期待を巡る論点

建築の設計行為を巡る論点

建築の設計契約を巡る論点

建築生産における各関係者の責任分担を巡る論点

建築の維持管理における論点

②各論点ごとにさらに小項目に分け、論
考を行う形で研究を進める（Ｑ＆Ａ）

＊例

・建築と規制に関する原則論の整理

・建築にはなぜ法規制が必要なのか？

・建築基準法での規制にはどのような機能があるの
か？

・法規制に対する関係者の立ち位置はどうなってい
るのか？

・法規制適合の仕組み（確認検査）はどう理解され
ているのか？
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⑤現行市街地コントロール制度の成立と変遷
研究小委員会活動報告

■背景と目的

・現行の建築基準法集団規定及び都市計画法による市街地コ
ントロール手法の制度体系となってから50年近くが経過

・人口減少時代の到来を迎え、フローを前提とした現行制度
の限界が叫ばれるように→新たな制度体系の確立が急務

・現行の各制度導入時の社会的背景をふまえた当初趣旨・意
図と、導入後の運用実態等を追跡、検証し、これらの変遷を
探る調査研究を行う

→新時代の制度体系構築への示唆を得るとともに、ストック
型社会を視野に入れた提言につなげることを目的とする

■2015年度の活動成果

成果１．現行制度の枠組および課題の整理
→インセンティブ・ゾーニング手法として最も適用事例数が多い

総合設計制度に焦点を絞り活動を行った

成果２．関連資料の収集、既往調査研究のレビュー
→横浜市、国交省、大阪市役所、東京都庁にて関連資料を収集

成果３．国側担当者へのインタビュー調査
→国交省の現担当者にインタビューを実施

成果４．実際の運用に携わった自治体担当者等へのインタ
ビュー調査及びデータ収集

→横浜市、大阪市、東京都の各担当者にインタビューを行った

成果５．建築学会大会、都市計画学会にて論文発表
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（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（２０１５年３月１０日作成） 

委員会名 建築法制委員会 委員長名：杉山義孝 

運営委員会数 0 

小委員会数 3 

WG 数 1 

予算総額 613,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 1 点 

１．建築法規用教材 2015 

講習会 

講習会数 0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数 1 回 

１．公開研究会：社会変化に対応する用途規制の新しい方向性 
  （資料名：同名）12/9、建築会館会議室、参加者数 49 名 
 

大会研究集会 

研究集会数 1 回 

１．持続可能な社会に向けた建築基準とその実行方法のあり方を考える 
  （資料名：同名）9/13、神戸大宇、参加者数 60 名 
 

主な活動 
問題点等 

 
2014 年 3 月に行われた調査研究委員会活動報告会において、参加者各位から様々

な意見をいただいた。特に委員構成に関する指摘（固定化、高齢化）、社会的テ

ーマへの取り組みへの期待（ストック社会、低炭素社会に向けた建築法制度分野

の取り組み）を複数いただいたことに刺激を受け、次年度から新たな小委員会テ

ーマを加え、建築法制委員会の活動の幅を広げていくための方策について検討を

行った。社会の変化に法制度が柔軟に対応していくために、この領域に多くの建

築専門家が関心を寄せていただくとともに、必要な情報や研究成果を発信してい

くことが建築法制委員会の使命と考えている。 
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（委員会活動報告会用） 

2015 年度 委員会活動成果報告 
 

（２０１６年３月１０日作成） 

委員会名 建築法制委員会 委員長名：杉山義孝 

運営委員会数 0 

小委員会数 5 

WG 数 1 

予算総額 535,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 1 点 

１．建築法規用教材 2016 

講習会 

講習会数 0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数 1 回 

１．公開研究会：日本の用途規制制度を斬る 
－我が国における理念･経緯と実態を総括し､今後を展望する 

  （資料名：同名）5 月 14 日、建築会館会議室、参加者数 68 名 
 

大会研究集会 

研究集会数 1 回 

１．社会変化に対応しうる用途規制再構築の方向性 
－日本型条件付用途許可制度の可能性 

  （資料名：同名）9 月 4 日、東海大宇、参加者数 72 名 
 

主な活動 
問題点等 

 
2015 年度は、社会的テーマへの取り組みの強化あるいは建築法制委員会の活動の

幅を広げるため、新たに「建築生産関係者と法規範を巡る論点に関する基礎的研

究」「現行市街地コントロール制度の成立と変遷研究」に着手した。 
2013 年度から継続している「建築基準の適用とその実行方法のあり方検討」「用

途規制再構築検討」は今年度 3 年目を迎え、充実した活動が行われている。次年

度の最終成果とりまとめに向け、最終年の活動と成果が期待される。 
建築法規用教材を編集している教育普及小委員会では、利用者アンケートもふま

え、使い勝手の良い教材となるよう継続した努力を行っている。 
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 現行市街地コントロール制度の成立と変遷研究小委員会

 建築専門家の行政訴訟参加に関する研究WG

2015年度建築法制委員会組織図

建築法制本委員会

 建築生産関係者と法規範を巡る論点に関する基礎的研究小委員会

 建築基準の適用とその実行方法のあり方検討小委員会

 用途規制再構築検討小委員会

 教育普及小委員会
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建築法制本委員会

役職 氏名 所属

委員長 杉山 義孝 一般財団法人　日本建築設備・昇降機センター

幹事 有田 智一 筑波大学大学院　システム情報系社会工学域

幹事 飯田 直彦 日本建築構造技術者協会

幹事 小川 富由 一般社団法人　日本ビルヂング協会連合会

幹事 加藤 健三 渋谷区　都市整備部建築課

幹事 桑田 　仁 芝浦工業大学　デザイン工学部デザイン工学科

幹事 西野加奈子 一般社団法人　建築・住宅国際機構

幹事 平野 吉信 広島大学　大学院工学研究科建築学専攻建築計画学講座

稲葉 良夫 ㈱ナヴィ住宅都市設計工房

遠藤 栄治 ㈱日本設計　情報・技術センター

加藤 仁美 東海大学　工学部建築学科

五條 　渉 国立研究開発法人建築研究所　構造研究グループ

中西 正彦 横浜市立大学　国際総合科学部国際都市学系

松本 光平 明海大学名誉教授
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2014年度〜2015年度
情報システム技術委員会
活動報告
情報システム技術委員会委員⻑
倉⽥成⼈（筑波技術⼤学）
2016.3.22

情報システム技術委員会の活動
• 建築での分野横断的（計画・⽣産・構造・環境・

防災等）、プロセス横断的（計画・施⼯・運⽤・
維持管理等）な位置づけとしての情報システム
技術を研究する活動

計画

環境構造

情報システム
技術 設計 施工 運用

維持

管理

• 建築と情報の関係を模索する活動
• 建築分野への応⽤が可能な最先端の情報通信

技術を模索する活動

活動の⽅針
• 社会ニーズを踏まえた、オンタイムな研究活動テーマを選び、

そのテーマに重点を置いた研究活動の推進
– BIM、アルゴリズミック・デザイン、スマート建築、IoTなど基盤技術

• 委員会内の交流・情報交換の活性化
– 情報交換フォーラム（⼩委員会活動報告会）の開催

• 研究発表・シンポジウム・講演会などの活動促進
– 情報・システム・利⽤・技術シンポジウムでのオープニング／クロー

ジングパネルディスカッションの企画、企業展⽰等の試み

• 情報の発信と公開
– Facebookによる情報発信

情報システム技術委員会（2015年度改組）
• 情報システムシンポジウムWG
• 情報システムシンポジウム論⽂WG
• 情報システム技術ホームページWG

• サスティナブル情報デザイン⼩委員会
• 地域空間情報モデリング⼩委員会
• 建築情報教育⼩委員会
• 設計・⽣産の情報化⼩委員会
• スマート建築モニタリング応⽤⼩委員会
• 知的情報処理技術応⽤⼩委員会
• アルゴリズミック・デザイン⼩委員会
• 感性予測デザイン研究⼩委員会
• デザイン科学教育⽅法研究⼩委員会

活動内容の概略
• 情報・システム・利⽤・技術シンポジウム

– 第37回（2014.12）
– 第38回（2015.12）

• ⼤会研究集会
– 2014年度⼤会研究協議会
– 2015年度⼤会研究協議会

• ⼩委員会主催催し物
– シンポジウム、ワークショップ、研究会、セミナー

• ⼩委員会活動の成果に基づく刊⾏

第37回情報・システム・利⽤・技術シンポジウム

• 2014年12⽉11⽇・12⽇開催、参加者167名
• 『第37回情報・システム・利⽤・技術シンポジウム論

⽂集』刊⾏
1) 論⽂／報告発表講演（発表数75題）
2) オープニング・パネルディスカッション「シミュレーションと

デザイン」
3) クロージング・パネルディスカッション「３次元スキャン

技術」
4) オーガナイズドセッション
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第38回情報・システム・利⽤・技術シンポジウム
－情報技術から建築学を拡張する領域融合へ－

• 2015年12⽉10⽇・11⽇開催、参加者193名
• 『第38回情報・システム・利⽤・技術シンポジウム論

⽂集』刊⾏
1) 論⽂／報告発表講演（発表数72題）
2) オープニング／クロージング・パネルディスカッション

「建築情報学セミナー：20年後の世界と建築」
3) ⼩委員会企画研究集会／オーガナイズドセッション

⼤会研究協議会
• 2014年度

– 研究協議会「アルゴリズミック・デザイン－⽇本から
発信するデジタル・デザインの現在」

• 2015年度
– 研究協議会「地域の『レジリエンス』向上へとつなぐ

地域空間情報の応⽤と展開」

2014年度 ⼩委員会主催催し物
• ゼロエネルギー建築と知的環境シンポジウム

• 建築情報教育研究会「建築ものづくり教育の最前線 －情報教育と新しい職能」

• ワークショップ「Arduinoでつくる・はかる・みえる・わかる！」

• シンポジウム「GISを⽤いた防災・減災の最前線」

• BIMの⽇2015シンポジウム「BIMによって変わる組織 －職能？ 職域？」

• シンポジウム「ソフトコンピューティンクに゙よる建築・都市・環境デザインのためのモデリ
ングと最適化技術」

• シンポジウム「⼈を測り、そしてデザインへ結びつける」

• 第15回ファシリティマネジメント･シンポジウム「⽇本のFM －そのはじまりと未来」

• 第2回デザイン科学セミナー

• コロキウム「構造形態の解析と創⽣2014」（［構造委員会］シェル･空間構造
形態創⽣⼩委員会、形態創⽣と構造最適化⼩委員会と共同開催）

2015年度 ⼩委員会主催催し物

• 第2回ゼロエネルギー建築と知的環境シンポジウム

• シンポジウム「空間におけるセンシングと未来の空間像」

• BIMの⽇2016シンポジウム「続・BIMによって変わる組織 －職能？ 職域？」

• 第3回デザイン科学セミナー

• 第4回デザイン科学セミナー

• コロキウム「構造形態の解析と創⽣2015」（［構造委員会］構造設計･解析の
最適化理論応⽤⼩委員会、構造形態創⽣⼩委員会と共同開催）

各⼩委員会の活動（2015年度） サスティナブル情報デザイン⼩委員会
• 設置⽬的

– 情報システム技術や情報そのものを⽤いて、持続可能なサス
ティナブルな建築や施設デザインのあり⽅の探求

• 主査
– 渡邊朗⼦（東京電機⼤学）

• 活動概要
– 委員会の開催
– 刊⾏準備（2017年2⽉刊⾏予定）「空間⽣命化デザイン

－物質・情報・エネルギーの流れから紡ぐ新時代の建築－」
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地域空間情報モデリング⼩委員会
• 設置⽬的

– 地球環境を視野に⼊れた建築・都市・地域計画における⽣命環
境の空間のモデル化

• 主査
– ⼤内宏友（⽇本⼤学）

• 活動概要
– 委員会の開催
– 第38回情報･システム･利⽤･技術シンポジウム：⼩委員会企画

OS「GISによる地域空間情報の応⽤と展開」
– ⼤会研究協議会：地域の「レジリエンス」向上へとつなぐ地域空

間情報の応⽤と展開

建築情報教育⼩委員会
• 設置⽬的

– 情報システム技術を活⽤した創造的な建築設計プロセスや
そのマネジメント技術を教育の中で⽣かすための⽅法を検
討・提案すること

• 主査
– ⼤⻄康伸（熊本⼤学）

• 活動概要
– 委員会の開催
– 建築情報教育の先端事例に関する調査

設計・⽣産の情報化⼩委員会
• 設置⽬的

– 建築の設計・⽣産におけるICTの活⽤について、他団体や先
進企業と協調し、調査・研究すること

• 主査
– 猪⾥孝司（⼤成建設）

• 活動概要
– 委員会の開催
– BIMの⽇ 2016シンポジウム「続･BIMによって変わる組織

―職能？ 職域？」

スマート建築モニタリング応⽤⼩委員会
• 設置⽬的

– 建物の計画，設計，⽣産，運⽤，維持管理，解体に⾄る各段階で，
建物に関する各種情報をモニタリングして活⽤する情報システムについて
研究すること

• 主査
– ⼭邊友⼀郎（神⼾⼤学）

• 活動概要
– 委員会の開催
– 第2回ゼロエネルギー建築と知的環境シンポジウム（電⼦情報通信学

会と連携）
– 第38回情報･システム･利⽤･技術シンポジウム：⼩委員会企画OS

「建築・⼈間の時間変化データのセンシング」（感性予測デザイン研究
⼩委員会と共同）

知的情報処理技術応⽤⼩委員会
• 設置⽬的

– ソフトコンピューティングやデータ処理等の技術を整理し、情
報や知識に対する考え⽅や最新のシステム技術を有機的に
結び付け、建築に関わる応⽤の可能性を調査研究すること

• 主査
– 本間俊雄（⿅児島⼤学）

• 活動概要
– 委員会の開催
– ソフトコンピューティングやデータ処理等の技術の調査・整理

アルゴリズミック・デザイン⼩委員会
• 設置⽬的

– アルゴリズミック・デザインに関連する最新の理論や実践に関する調査研
究を⾏い、より深い理解を⽬指すと共に、その進展を内外に向けて発信
すること

• 主査
– 瀧澤重志（⼤阪市⽴⼤学）

• 活動概要
– 委員会の開催
– 第38回情報･システム･利⽤･技術シンポジウム：⼩委員会企画研究

集会「アルゴリズミック･デザイン －建築、デザイン、⾳楽、そして」
– コロキウム「構造形態の解析と創⽣2015」（［構造委員会］構造設

計･解析の最適化理論応⽤⼩委員会、構造形態創⽣⼩委員会と共
同開催）
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感性予測デザイン研究⼩委員会
• 設置⽬的

– 感性を中⼼とした技術が建築に対してどのように役に⽴つのかを研
究し、広く社会に伝えること

• 主査
– 林⽥和⼈（早稲⽥⼤学）

• 活動概要
– 委員会の開催
– シンポジウム「空間におけるセンシングと未来の空間像」
– 第38回情報･システム･利⽤･技術シンポジウム：⼩委員会企画

OS「建築・⼈間の時間変化データのセンシング」（スマート建築モ
ニタリング応⽤⼩委員会と共同）

デザイン科学教育⽅法研究⼩委員会
• 設置⽬的

– デザイン科学を初学者に教導する⽅法を実践的に研究すること
• 主査

– 藤井晴⾏（東京⼯業⼤学）
• 活動概要

– 委員会の開催
– 第3回・第4回デザイン科学セミナー
– 第38回情報･システム･利⽤･技術シンポジウム：⼩委員会企画

OS「デザイン科学の⽅法と展開」
– 上記セミナーの内容をまとめた刊⾏準備（2017年6⽉予定）

「デザイン･コンピューティング⼊⾨：Pythonによる建築の形態と機
能の⽣成・分析・最適化」

まとめ
• ⼩委員会主催催し物、⼤会研究集会、情報･システ

ム･利⽤･技術シンポジウムについて、活発に活動が⾏
われている

• 特に催し物について、⼩委員会活動報告をはじめ、関
連した様々なテーマで開催され、多くの成果があった

• Facebookを利⽤した情報発信についても、利⽤者が
順調に増加している

• 最先端の情報システム技術として、情報技術、情報通
信技術に加え、3次元スキャナー・プリンター、ドローン、
ロボット、AI、CPS等を、どのように捉えていくかが課題
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（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 5 日作成） 

委員会名 情報システム技術委員会 委員長名：三井和男 

運営委員会数 0 

小委員会数 9 

WG 数 10 

予算総額 2,218,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数  1 点 

１．『建築・都市・環境デザインのためのモデリングと最適化技術』 

講習会 
講習会数  0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数 11 回（うち 1 件共同開催） 

１．ゼロエネルギー建築と知的環境シンポジウム 参加者数 76名
『同名資料』 

２．第 2回デザイン科学セミナー      参加者数 26名
『同名資料』 

３．第37回情報･システム･利用･技術シンポジウム 参加者数 167名
『第37回情報･システム･利用･技術シンポジウム論文集』［DVD-ROM］ 

1）論文／報告発表講演（発表数75題） ＊小委員会企画OS 4セッション実施 
2）オープニングパネルディスカッション「シミュレーションとデザイン」 
   （参加者数59名）
3）クロージングパネルディスカッション「3次元スキャン技術」 （参加者数48名）

４．建築情報教育研究会「建築ものづくり教育の最前線 －情報教育と新しい職能」
 参加者数 24名
５．ワークショップ「Arduino でつくる・はかる・みえる・わかる！」 
                            参加者数 23名
６．シンポジウム「GIS を用いた防災・減災の最前線」 参加者数 54名

『同名資料』 
７．BIMの日2015シンポジウム「BIMによって変わる組織 －職能？ 職域？」 

『同名資料』  参加者数 155名
８．シンポジウム「ソフトコンピューティングによる建築・都市・環境デザイン

のためのモデリングと最適化技術」           参加者数 31名
『同名資料』 

９．シンポジウム「人を測り、そしてデザインへ結びつける」 参加者数 28名
『同名資料』 

10．第15回ファシリティマネジメント･シンポジウム「日本のFM －そのはじまりと未来」
『同名資料』 参加者数 52名

11．コロキウム「構造形態の解析と創生2014」（［構造委員会］シェル･空間構造形態創生

小委員会、形態創生と構造最適化小委員会と共同開催）    参加者数 68名
『同名資料』 

大会研究集会 

研究集会数 1 回 

１．研究協議会：アルゴリズミック･デザイン ―日本から発信するデジタル･デザイン

の現在 
『情報システム技術部門研究協議会資料：同上』 

主な活動 
問題点等 

刊行物、催し物、大会研究集会の何れにおいても活発に活動が行われている。特
に催し物について、多くの成果があった。また、Facebook を利用した情報発信
も順調に継続更新が行われており、利用者も順調に増加している。 
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（委員会活動報告会用） 

2015 年度 委員会活動成果報告 
 

（2016 年 3 月 7 日作成） 

委員会名 情報システム技術委員会 委員長名：倉田成人 

運営委員会数 0 

小委員会数 9 

WG 数 8 

予算総額 2,104,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 0 点 

 

講習会 
講習会数 0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数 7 回（うち 1 件共同開催） 

１．第 3回デザイン科学セミナー      参加者数 13名

２．第 2回ゼロエネルギー建築と知的環境シンポジウム 参加者数 74名
『同名資料』 

３．シンポジウム「空間におけるセンシングと未来の空間像」 参加者数 23名
『同名資料』 

４．第 4回デザイン科学セミナー      参加者数 19名

５．第38回情報･システム･利用･技術シンポジウム 参加者数 193名
『第38回情報･システム･利用･技術シンポジウム論文集』［DVD-ROM］ 

1）論文／報告発表講演（発表数72題） 
＊小委員会企画OS 3 セッション実施、下記 2）の一部含む 

2）小委員会企画研究集会「アルゴリズミック･デザイン －建築、デザイン、音楽、そ

して」 （参加者数 36名）

3）企画パネルディスカッション「建築情報学セミナー：20年後の世界と建築」 
①オープニングPD （参加者数 103名）

②クロージングPD （参加者数 67名）

６．BIMの日2016シンポジウム「続･BIMによって変わる組織 －職能？ 職域？」
『同名資料』  参加者数 180名

７．コロキウム「構造形態の解析と創生2015」（［構造委員会］構造設計･解析の最適化理

論応用小委員会、構造形態創生小委員会と共同開催）    参加者数 87名
『同名資料』 

大会研究集会 

研究集会数 1 回 

１．研究協議会：地域の「レジリエンス」向上へとつなぐ地域空間情報の応用と

展開 
『情報システム技術部門研究協議会資料：同上』 

主な活動 
問題点等 

催し物、大会研究集会について活発に活動が行われている。特に催し物について、

小委員会活動と関連した様々なテーマで開催され、多くの成果があった。また、

Facebook を利用した情報発信についても、利用者が順調に増加している。 
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デザイン科学教育方法研究小委員会

藤井晴行（東京工業大学）

2016年3月22日現在

2015年度情報システム技術委員会　組織図

知的情報処理技術応用小委員会

本間俊雄（鹿児島大学）

アルゴリズミック・デザイン小委員会

瀧澤重志（大阪市立大学）

感性予測デザイン研究小委員会

林田和人（早稲田大学）

設計・生産の情報化実態調査WG 山極邦之

スマート建築モニタリング応用小委員会

山邊友一郎（神戸大学）

池田雅信

猪里孝司（大成建設） IＰＤコラボレーション研究WG 飯島憲一

設計情報検証WG 池上宗樹

建築情報教育小委員会

大西康伸（熊本大学）

設計・生産の情報化小委員会 情報連携技術WG

渡邊朗子（東京電機大学）

地域空間情報モデリング小委員会

大内宏友（日本大学）

池田靖史（慶應義塾大学）

猪里孝司（大成建設）

大崎 　純（京都大学）

下川雄一（金沢工業大学）

情報システム技術ホームページWG 下川雄一

サスティナブル情報デザイン小委員会 ＦＭデザインWG 本江正茂

情報システム技術本委員会 情報システムシンポジウムWG 池田靖史

倉田成人（筑波技術大学） 情報システムシンポジウム論文WG 大崎　純
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情報システム技術本委員会

役職 氏名 所属

委員長 倉田 成人 筑波技術大学　産業技術学部産業情報学科システム工学系/建築工学領域

幹事 池田 靖史 慶應義塾　大学院政策・メディア研究科

幹事 猪里 孝司 大成建設（株）　設計本部

幹事 大崎 純 京都大学　大学院工学研究科建築学専攻

幹事 下川 雄一 金沢工業大学　環境・建築学部建築系

大内 宏友 日本大学　生産工学部建築工学科

大西 康伸 熊本大学　大学院自然科学研究科環境共生工学専攻（建築系）

尾下 岳史 （株）日建設計　情報サービス部

鹿島 孝 （株）竹中工務店　設計本部

古庄 真一郎 鹿島建設（株）　エンジニアリング本部生産・研究施設第２グループ

貞清 一浩 清水建設（株）　技術研究所高度空間技術センター

柴峯 一廣 （株）梓設計　情報システム室

瀧澤 重志 大阪市立大学　大学院工学研究科共通分野／都市系専攻

堤 和敏 芝浦工業大学　システム工学部環境システム学科

中澤 公伯 日本大学　生産工学部創生デザイン学科

長舟 利雄 （株）大林組　エンジニアリング本部エンジニアリング技術部

林田 和人 早稲田大学理工学術院

藤井 晴行 東京工業大学　大学院理工学研究科建築学専攻

本間 俊雄 鹿児島大学　大学院理工学研究科

松永 直美 レモン画翆

水谷 晃啓 豊橋技術科学大学　建築・都市システム系

矢吹 信喜 大阪大学大学院　工学研究科環境・エネルギー工学専攻

山邊 友一郎 神戸大学　大学院工学研究科建築学専攻

渡邊 朗子 東京電機大学　未来科学部建築学科

渡辺 俊 筑波大学　システム情報系

合計25名
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「環境工学委員会｣
2014-2015年度活動報告

環境工学委員会
委員長 羽山広文

「環境工学委員会｣2014-2015年度活動報告

環境工学委員会の設置目的

 環境工学に関連する分野における調査・研究・
発表・建議などを行い、建築に関する学術・技術
・芸術の進歩発展に寄与することを目的とする。
（環境工学委員会運営規程）

 都市および建築の環境・設備に関する諸問題の
研究を通じて、安全で健康、快適な環境の実現
を目指すとともに地球環境の保全に資すること
を目的とする。

1
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委員会組織図(2015年度） 2

環境工学委員会

音環境運営委員会

環境振動運営委員会

光環境運営委員会

熱環境運営委員会

空気環境運営委員会

水環境運営委員会

建築設備運営委員会

都市環境・都市設備運営委員会

環境心理生理運営委員会

環境設計運営委員会

電磁環境運営委員会

企画刊行運営委員会

６小委員会

５小委員会

４小委員会

５小委員会

３小委員会

４小委員会

５小委員会

５小委員会

３小委員会

２小委員会

２小委員会

12小委員会

７WG

６WG

11ＷG

13WG

９WG

１WG

６WG

３WG

12 運営委員会

１小委員会

57小委員会 56WG

「環境工学委員会｣2014-2015年度活動報告

2014-2015年度の活動成果の概要

 学術論文・技術報告：
 環境系論文集（環境工学+防火） ：

2014年度；119編/659編(18.1%)、2015年度；130編/646編(20.1%)
 技術報告（環境工学+防火）：

2014年度；33編/205編(16.1%)、2015年度；38編/236編(16.1%)

 大会梗概：
 2014年：一般；1,298題（19.9%）、OS；47題(32.0%)

 2015年：一般；1,252題（20.0%）、OS；61題（英語セッション4題）（36.5%）

 大会集会：
 2014年：2（研協・研懇；各1）、2015年：2 （研協・研懇；各1）
 大会若手優秀発表：2014年；58名（8/11）、 2015年；75名（11/11）

 新刊出版物：
 2015年度；5冊、5年間（2010-2014）；29冊（全体比率；26.1%）

 講習会・シンポ：
 2014年度；25回・1,795人(5年間平均24.7%)、2015年度；19回・1,891人

3
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予算の基本比率の推移

 各部門の予算配分は①大会発表題数、②新刊出版物数
③講習会・シンポジウム回数・参加者数 の5年間移動平
均値で決定 ⇒ 部門のアクティビティの指標

4
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東日本大震災第二次提言に対する取組み（環境工学：14/67）

 提言44：室内温熱環境の許容条件とライフスタイルの検討

 提言45：建築・都市の照明設計要件の見直し

 提言46：平常時と非常時における室内環境条件の検討

 提言47：次世代建築・設備機器インターフェース開発

 提言48：ゼロ・エネルギー建築/住宅（ZEB/ZEH）の定義やシステム化技術の確立

 提言49：建築における断熱、日射遮蔽、自然換気等の利用技術の確立

 提言50：昼光照明技術の適切な運用・評価と昼光照明と協調した人工照明の設計・制御手法
の確立

 提言51：再生可能エネルギーを最大限利用できる技術の検討

 提言52：非常時の機能継続を前提とした環境設備設計手法・技術の確立

 提言53：都市のコンパクト化によるエネルギー需要低減効果の評価手法と計画シナリオの確立

 提言54：自然環境を活用する都市環境設計手法の確立

 提言55：省エネ・省CO2と事業継続計画（BCP）の効果を向上させる地域エネルギーシ
ステム（共的装置）の計画・整備手法の確立

 提言56：環境性・防災性を向上させるエリアエネルギーマネジメントシステムの確立

 提言57：地方自治体における環境エネルギー計画の支援ツールの構築

5

①生活様式調査

②省エネルギー設計

③都市の環境エネルギー計画

④放射線対策
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東日本大震災合同調査報告 建築編8 建築設備・建築環境 6
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東日本大震災合同調査報告（環境工学）

 建築編８ 建築設備・建築環境の刊行（2015/5/30）

 東日本大震災合同調査報告書・環境工学WG（主査：佐土原）

 第1章：大震災と環境工学

 第2章：建築設備の被害

 第3章：都市設備の被害と復旧・復興対策

 第4章：建物機能・環境への影響（被災地：東北地方）

 第5章：首都圏の建物機能への影響と節電

 第6章：地域環境への影響

 第7章：被災に伴う行動と心理

 第8章：節電対策とエネルギー消費量

本報告書は今後の震災をはじめ、さまざまなリスクに対応したレジリエ
ントで環境負荷が小さい建築、都市、地域づくりに広く活かされるととも
に、新しい研究課題への取組みに資するものとして纏められた。

7
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環境工学連合講演会の幹事学会 8
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環境工学連合講演会

 日本学術会議の土木工学・建築学委員会が主催する合
同講演会：環境工学に関わる20学会が参加

 主なプログラム（特別講演1題、一般講演19題）

 環境評価の新たな試み：2題

 復興マネジメント：3題

 資源循環型社会に向けて：4題

 特別講演：

震災からの復興-環境工学の役割 吉野 博（前日本建築学会長）

 復興とエネルギーシステム：3題

 震災の教訓をふまえたこれからの都市エネルギーシステム
佐土原聡（横浜国立大学）

 放射性物質の環境改善：3題

 環境改善技術の最先端：4題

9
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2014年大会（近畿）研究協議会

 主題： 都市再生における環境工学の役割

 大規模災害からの復興は都市再生の大きな要因になる。
過去の事例を通じ、環境工学が果たしてきた役割を検証
し、今後の課題について議論を深める。
 東日本大震災における都市設備被害の実態と復興に向けた課題：

渡辺浩文（東北工業大学）

 都市再生と省エネルギー： 下田吉之（大阪大学）

 温熱環境の変化に対応する都市再生： 成田健一（日本工業大学）

 人口構成の変化（少子高齢化）をどう取り込むか：
土堤内昭雄（ニッセイ基礎研究所）

 魅力ある都市づくりの観点から見た都市再生： 高山 眞（日建設計）

 様々な視点から都市再生に関する研究成果、考え方が
議論できた。各分野での重要性が再認識され環境工学の
繋がりも見え有意義な研究集会だった。

10
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2015年大会（関東）研究協議会

 主題： アジア蒸暑地域に映る環境工学の未来

 アジアの蒸暑地域の環境に焦点を絞り、持続可能な都市
や地域を目指すため、環境工学が果たす役割と今後の課
題について議論を深める。
 気候変動が建築環境に及ぼす影響： 大岡龍三（東京大学）

 建築・都市の総合環境性能評価手法のアジア展開： 伊香賀俊治（慶応大学）

 東南アジアの大規模建築における温熱環境とエネルギー消費実態：
一ノ瀬雅之（首都大学東京）

 アジア地域の適応的快適性と環境調整行動： リジャイルH.B.（東京都市大学）

 蒸暑地域での環境建築への取り組み： 川島克也（日建設計）

 建物は一度建設されると長く使われる。今から急速な発
展が予想されるアジアの蒸暑地域に省エネ技術の普及が
重要。日本がいかに海外貢献できるかが課題である。

11
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2015年大会（関東）研究協議会 12
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2014年大会（近畿）・ 2015年大会（関東）研究懇談会

 主題： 今後の環境工学を担う若手研究者

 「私の研究スタイル」と題し研究概要、着眼点、成果のま
とめ方などを紹介し、若手研究者の育成に資する議論を
深める。

 2014年：2009～2011年に日本建築学会奨励賞を受賞した8名

 2015年：2012～2014年に日本建築学会奨励賞を受賞した9名

 講演者からは①多角的な視点を養う、②先人の考えを学
ぶ、③学生に正しい情報を伝えるなどの意見が多かった。
人材の育成は「農業」に例えると、生育環境を整えること
が重要であり、植物はそれ自体が持つ生命力で成長する
「人は育てるものではなく、育つ環境が重要」とまとめた。

13
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刊行物

 2014年度：

 １．（AIJES）サーマルマネキンを用いた室内温熱環境評価法規
準・同解説

 ２． 親水空間論～時代と場所から考える水辺のあり方～

 2015年度：

 １．（AIJES）機械・サイホン排水システム設計ガイドライン

 ２．（AIJES）雨水活用技術規準

 ３．集合住宅の遮音性能・遮音設計の考え方

 ４．光の建築を読み解く

 ５．心理と環境デザイン －感覚・知覚の実践－

14
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主な催し物（シンポジウム・セミナー等）

 音シンポジウム「保育のための音環境－音から考える保育空
間の質と環境整備指針－」

 熱シンポジウム「バイオクライマティックデザインの視点から地
域・都市・建築の環境を考える」

 光環境シンポジウム「空間を魅せる光と色」

 空気シンポジウム「建築物における空気環境管理基準を考え
る－換気・温熱環境設計と管理の課題」

 水環境シンポジウム「雨水活用技術規準の策定と雨水法制
定」

 建築設備シンポジウム「設計と研究の視点からみる環境建築
の発展PartⅡ」

 環境振動シンポジウム「建物振動に関する安全性と居住性」

15
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2015年度日本建築学会技術部門設計競技

 自然光を積極的に利用したサステナブル建築の「かたち」

 主催 日本建築学会 環境工学委員会
委員長 羽山広文（北海道大学／環境工学委員長）

委員 岩田三千子（摂南大学）

加藤未佳（金沢工業大学）

金田充弘（東京芸術大学）

重村珠穂（㈱アルゴリズムデザインラボラトリ）

田辺新一（早稲田大学／副会長）

中村芳樹（東京工業大学）

藤本壮介（藤本壮介建築設計事務所）

山梨知彦（㈱日建設計）

 全応募：46作品

 一次審査：7/16 8作品選考

 二次審査：建築学会大会(関東)2日目に公開審査・表彰

16
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2015年度日本建築学会技術部門設計競技

 最優秀賞：1点、優秀賞：3点、佳作：4点

 今回の設計競技は、自然光を生活空間に利用するに当
たって、既存の概念にとらわれないアイディアを求めたも
のである。これに応え積極的な提案を多数頂いた。

17
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2015年度日本建築学会技術部門設計競技の受賞者一覧 18

提案名 提案者

最優秀賞 ひだまりの差出人 伊原さくら[早稲田大学]・永野仁志[同]・牟田
神遼平[同]・濱島啓彰[同]・若山麻衣[同]

優 秀 賞

大きなタープの下で
-空とつながる「かたち」-

飯山千里[飯山千里建築設計事務所]

白夜の家 池川隼人[早稲田大学]・万木景太[同]

反復する切妻屋根のオフィス
-空間と光を調整する逆さ切妻天井-

内藤誠人[フリーランス]

佳 作

時間と寄り添う暮らし
ｱﾙｳｧ゙・ｱｱﾙﾄ住宅3作品の作品を通して

佐藤広章[早稲田大学]・大村由佳[同]・高橋
蓮[同]・西川友英[同]

Dancing Leavesひかりで呼吸す
る建築のかたち

及川直哉[清水建設]・細川良太[同]・油野球
子[同]・大泉修[同]・多井慶史[同]・伊藤靖
[同]・生駒和也[同]・笹部和代[同]

BuBBLE LIGHT WINDOWS 奥野幹[ムーフラットデザイン]

日読みのカーテン 前川朋子[早稲田大学]・飯嶋美希[同]・渋谷
彩音[同]・松田萌[同]
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2016-2017年度特別研究委員会の採択

 建築環境呼吸器系病原体の実態把握に基づく集団感染機構の
モニタリング法の確立

 本研究は、パンデミックの可能性をも懸念される呼吸器系感染症
の集団感染機構を、建築公衆衛生の視点からモニタリングする技
術を確立し、医学分野と連携して適切な建物内の集団感染防止
策と知識を社会に発信することを最終目的とする。

主査： 加藤信介（東京大学生産技術研究所・教授）

幹事： 柳 宇（工学院大学建築学部・教授）

委員： 伊藤一秀（九州大学総合理工学研究科・准教授）

山中俊夫（大阪大学工学系研究科・教授）

小林 光（東北大学工学系研究科・准教授）

羽山広文（北海道大学工学系研究科・教授）

永野秀明（東京都市大学工学部・講師）

田代真人（バイオメディカル研究会、元国立感染症研究所部長）

19
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研究の概要

学校や公共施設、老健施
設など、感染症の感染リス
クがある場所で、室内に存
在するウイルスや細菌など
の病原物質を、微生物叢
（Micro-Biome、マイクロバ
イオーム）の解析から感染
リスクを評価する。

20

1 2 3
サンプリング方法

の確立
マイクロバイオーム

の動態分析
マイクロバイオーム

の実態解明

マイクロバイオームの解析体験

適切なサンプリング方法の検証

総ゲノム解析の安定性の検討

確立したサンプリング方法での大量標本採取

大量標本の総ゲノム解析

採取条件によるマイクロバイオームの動態解析

マイクロバイオームの特徴抽出

採取条件によるマイクロバイオームの動態考察

マクロ的なマイクロバイオームの動態解明
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情報伝達網の整備

 環境工学研究者名簿の整備：

 2年に一度改定し、関係者に頒布

 メールマガジンの発行：原則として毎月10日、25日に発行

 環境工学委員会・運営委員会・小委員会活動をWebで公開

 省力化・省資源化：

 委員会資料を学会ストレージに掲載

 ペーパーレス化の推進

 Skypeの活用

 本委員会開催数を年6回から年4回に削減

21
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（委員会活動報告会用）

2014 年度 委員会活動成果報告 

（2015 年 3 月 16 日作成） 

委員会名 環境工学委員会 委員長名：田辺 新一

運営委員会数 12 

小委員会数 52 

WG 数 54 

予算総額 11,642,000 円 

刊行物
（シンポジウム資料等は

除く）

刊行点数 2 点 

１．（AIJES）サーマルマネキンを用いた室内温熱環境評価法規準・同解説 
２． 親水空間論～時代と場所から考える水辺のあり方～

講習会

講習会数 1 回 

１．講習会「サーマルマネキンを用いた室内温熱環境評価法規準」

   参加者数 86 名 

催し物
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画

催し物数 22 回 

１． サーマルマネキンを用いた室内温熱環境評価規準作成に向けてのシンポジウム 
 （資料名）同上                    参加者数  51 名 

２．第 23 回空気シンポジウム「学校環境のサステナブルデザインと維持管理－子供

たちが健康で快適に学習できる環境づくりのために」 
 （資料名）同上                                      参加者数 125 名 

３．クールルーフの適正な普及に向けたシンポジウム

（資料名）同上     参加者数 大阪 47 名・東京 73 名・北九州 25 名 
４．第 14 回環境心理生理チュートリアル「やってみよう！評価グリッド法の作

法と技法～ニーズの深層を知る」

（資料名）同上  参加者数  77 名 
５．第 10 回建築設備シンポジウム「設計と研究の視点からみる環境建築の発展」

（資料名）同上 参加者数 307 名 
６．第 44 回熱シンポジウム「役に立つ湿気研究」 

（資料名）同上  参加者数  130 名

７．第 2 回ハンズオンセミナー「はじめての音響数値シミュレーション」 
 （資料名）同上  参加者数  16 名 
８．環境心理シンポジウム「評価グリッド法とその周辺」

（資料名）同上  参加者数  58 名 
９．第 3 回都市環境デザインフォーラム「2020 年東京五輪を契機に考えるこれか

らの都市環境デザイン」

（資料名）同上 参加者数  99 名 
10．シンポジウム「これからの建築・設備設計を変える光環境設計ツールの発信」

（資料名）同上 参加者数  48 名 
11．持続性社会の環境心理シンポジウム「人々の価値観や行動から考える」 

（資料名）同上    参加者数  29 名 
12．心理生理のフロンティアを語る（第 2 回）「におい・かおりの知覚と空間設計」

（資料名）同上 参加者数  42 名 
13．第 2 回次世代排水システムシンポジウム「『機械・サイホン排水システム設

計ガイドライン（AIJES）』刊行に向けて」 
（資料名）同上  参加者数  68 名 

14．シンポジウム「建築と都市の色彩の国際比較」 
（資料名）同上 参加者数  28 名 

15．シンポジウム「建物の気密性能を改めて考える－その実態と評価・測定法」

（資料名）同上  参加者数  55 名 
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16．シンポジウム「中小事務所ビルを対象とした省エネルギー手法と運転費削減

および設備費の算定」 

（資料名）同上  参加者数  55 名 
17．第 33 回環境振動シンポジウム「居住性能評価に応じた設計の枠組み」 

（資料名）同上  参加者数  85 名 
18．シンポジウム「ヒューマンファクターによる環境・設備デザイン」 

（資料名）同上  参加者数  84 名 
19．建築電磁環境に関する研究発表会 2015  

（資料名）同上  参加者数  47 名 
20．シンポジウム「五感を活用したサイン環境デザインの可能性」 

（資料名）同上  参加者数  42 名 
21．第 74 回音シンポジウム「都市・建築空間における音声伝送性能評価に関す

る最新の動向」

（資料名）同上  参加者数  33 名 
22．第 13 回光環境デザインシンポジウム －永山祐子が語る光と建築－ 

（資料名）同上  参加者数  60 名 

大会研究集会

研究集会数 2 回 

１．大会研究協議会「都市再生における環境工学の役割」

 （資料名）同上

２．大会研究懇談会「今後の環境工学を担う若手研究者－私の研究スタイル」

（資料名）同上

主な活動

問題点等

2014 年度の重点課題として、以下の 3 テーマを取り上げて活動を行った。 
① 東日本大震災に関する研究・取り纏め

環境工学本委員会直轄の震災対応 WG として「東日本大震災合同報告書・環

境工学 WG」を中心として、本学会が他学会と一緒に作成する報告書のまと

めを行った。震災報告書の 1 巻として本年度原稿が完成した。2015 年 6 月に

出版される予定である。「放射性物質汚染対策」に関しても継続的に検討を行

い、2015 年度の報告会を目標として活動を行っている。本学会の「東日本大

震災調査復興支援本部」の下に組織された「研究・提言部会」、及び「巨大災

害の軽減と回復力の強いまちづくり特別調査委員会」に参加連携して、第二

次提言の取りまとめを行ったが、環境工学委員会における進捗状況に関して

中間評価を開始した。

② 低炭素・省エネルギー社会への貢献

空気シンポジウム「学校環境のサステナブルデザインと維持管理－子供たち

が健康で快適に学習できる環境づくりのために」、建築設備シンポジウム「設

計と研究の視点からみる環境建築の発展」、「クールルーフの適正な普及に向

けたシンポジウム」、都市環境デザインフォーラム「2020 年東京五輪を契機

に考えるこれからの都市環境デザイン」、「これからの建築・設備設計を変え

る光環境設計ツールの発信」、「建物の気密性能を改めて考える－その実態と

評価・測定法」、「ヒューマンファクターによる環境・設備デザイン」などの

シンポジウムを開催し、低炭素・省エネルギー社会への貢献を目指した。「サ

ーマルマネキンを用いた室内温熱環境評価法規準」を出版するとともに、講

習会を行った。省エネと快適性の両立に関して建築分野に限らない新しい知

見を提供した。

③ 分野連携と若手奨励

大会研究協議会では「都市再生における環境工学の役割」と題するシンポジ

ウムを開催した。また、大会研究懇談会で「今後の環境工学を担う若手研究

者－私の研究スタイル」シンポジウムを開催するなど若手奨励にも力を入れ

ている。このシンポジウムでは学会奨励賞受賞者を中心として話題提供を行

った。また、大会時に若手発表奨励を実施した。原則月二回発行のメールマ

ガジンの発行を行った。加えて、環境工学者名簿を発行した。

以上、設定した重点課題については十分な活動を行っていると考えている。建築

分野の低炭素社会への貢献、エネルギー消費削減が大きな課題となっており、今

後とも建築計画、都市計画、地球環境分野との連携を深めて活動を継続する。英

文による大会 OS や査読論文投稿増強対策も検討した。 
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（委員会活動報告会用）

2015 年度 委員会活動成果報告 

（2016 年 3 月 11 日作成） 

委員会名 環境工学委員会 委員長名：羽山 広文

運営委員会数 12 

小委員会数 57 

WG 数 56 

予算総額 11,361,000 円 

刊行物
（シンポジウム資料等は

除く）

刊行点数 5 点 

１．（AIJES）機械・サイホン排水システム設計ガイドライン 
２．（AIJES）雨水活用技術規準 
３．集合住宅の遮音性能・遮音設計の考え方

４．光の建築を読み解く

５．心理と環境デザイン －感覚・知覚の実践－

講習会

講習会数 3 回 

１．講習会「集合住宅の遮音性能・遮音設計の考え方」  参加者数 184 名 
２．講習会「日本建築学会環境基準 機械・サイホン排水システム設計ガイドライン」

参加者数  96 名 
３．講習会「日本建築学会環境基準 雨水活用技術規準」 参加者数  54 名 

催し物
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画

催し物数 16 回 

１．第 75 回音シンポジウム「保育のための音環境－音から考える保育空間の質

と環境整備指針－」

（資料名）同上                  参加者数 127 名 
２．第 15 回環境心理チュートリアル「アンケート調査の作法と技法～成功への

カギは調査計画の段階に～」

（資料名）同上                  参加者数 71 名 
３．第 24 回空気シンポジウム「建築物における空気環境管理基準を考える－換

気・温熱環境設計と管理の課題」

（資料名）同上 参加者数 191 名 
４．第 39 回水環境シンポジウム「雨水活用技術規準の策定と雨水法制定」 

（資料名）同上 参加者数  61 名 
５．心理生理のフロンティアを語る（第 3 回）「音の知覚と公共空間デザイン」

（資料名）同上  参加者数  38 名 
６．シンポジウム「感覚・知覚と環境デザイン」

（資料名）同上 参加者数  53 名 
７．シンポジウム「学校空気環境の現状と対策－子供たちが健康で快適に学習で

きる環境づくりのために－」

（資料名）同上                  参加者数 181 名 
８．第 11 回建築設備シンポジウム「設計と研究の視点からみる環境建築の発展

PartⅡ」 
（資料名）同上                  参加者数 271 名 

９．シンポジウム「照明環境規準制定に向けて」

（資料名）同上                  参加者数  55 名 
10．第 45 回熱シンポジウム「バイオクライマティックデザインの視点から地域・

都市・建築の環境を考える」

（資料名）同上                  参加者数 84 名 
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11．第4回都市環境デザインフォーラム「建築」の考えるスマートシティの現在と未来

（資料名）同上                  参加者数 110 名 
12．電磁・磁気環境計測評価手法に関するシンポジウム（第 9 回） 

（資料名）同上                  参加者数  50 名 
13．光環境シンポジウム「空間を魅せる光と色」 

（資料名）同上                  参加者数  65 名 
14．第 14 回光環境デザインシンポジウム－山梨知彦と語る光の建築－ 

（資料名）同上                  参加者数  64 名 
15．第 34 回環境振動シンポジウム「建物振動に関する安全性と居住性」 

（資料名）同上                  参加者数 108 名 
16．建築電磁環境に関する研究発表会 2016 

（資料名）同上                  参加者数  28 名 

大会研究集会 

研究集会数 2 回 

１．大会研究協議会「アジアの蒸暑地域に映る環境工学の未来」 
（資料名）同上 

２．大会研究懇談会「今後の環境工学を担う若手研究者－私の研究スタイル PartⅡ」

  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

その他の活動として、2015 年度日本建築学会技術部門設計競技「自然光を積極

的に利用したサスティナブル建築の「かたち」」を実施した。 
 
2015 年度の重点課題として、以下の 2 テーマを取り上げて活動を行った。 

① 低炭素・省エネルギー社会への貢献 
空気シンポジウム「建築物における空気環境管理基準を考える－換気・温熱

環境設計と管理の課題」、建築設備シンポジウム「設計と研究の視点からみる

環境建築の発展 PartⅡ」、熱シンポジウム「バイオクライマティックデザイン

の視点から地域・都市・建築の環境を考える」、都市環境デザインフォーラム

「建築」の考えるスマートシティの現在と未来、音シンポジウム「保育のた

めの音環境－音から考える保育空間の質と環境整備指針－」、心理生理のフロ

ンティアを語る（第 3 回）「音の知覚と公共空間デザイン」、電磁・磁気環境

計測評価手法に関するシンポジウム、光環境シンポジウム「空間を魅せる光

と色」、光環境デザインシンポジウム－山梨知彦と語る光の建築－など、計

16 回のシンポジウムと 3 回の講習会を開催し、低炭素・省エネルギー社会へ

の貢献を目指した。2 冊の AIJES と 3 冊の専門書の刊行し、省エネと快適性

の両立に関して建築分野に限らない新しい知見を提供した。 
② 分野連携と若手奨励 

大会研究協議会では「アジアの蒸暑地域に映る環境工学の未来」と題するシ

ンポジウムを開催した。また、大会研究懇談会で「今後の環境工学を担う若

手研究者－私の研究スタイル PartⅡ」シンポジウムを開催するなど若手奨励

にも力を入れた。このシンポジウムでは学会奨励賞受賞者を中心として話題

提供を行った。一方、大会時に若手優秀発表の顕彰を全運営委員会で実施し

た。さらに、原則月二回発行のメールマガジンの発行を行った。 
 

以上、設定した重点課題については十分な活動を行っていると考えている。ま

た、英語による大会 OS 実施や査読論文投稿増強対策など地道な活動を推進し、

2014 年度と比較し大きく増加させている。 
建築分野の低炭素社会への貢献、エネルギー消費削減が大きな課題となってお

り、今後とも建築計画、都市計画、地球環境分野との連携を深めて活動を継続す

る。 
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インパルス応答予測・計測WG

都市・建築の色彩測定法ＷＧ

広報小委員会

照明の省エネ評価手法検討ＷＧ

子どものための音環境ＷＧ

居住性能評価指針改定小委員会 性能評価法検討WG

広域評価モニタリングＷＧ

環境工学
本委員会

企画・広報WG
音環境

運営委員会

2015年度環境工学委員会組織図

環境振動
運営委員会

環境振動シンポジウム検討WG

環境振動性能評価小委員会 広報WG

音響数値解析小委員会

環境振動測定分析小委員会

建築の質感・色彩評価小委員会

照明の省エネルギー評価小委員会

視環境設計小委員会

熱環境
運営委員会

教育研究用アルゴリズムの研究・開発ＷＧ

温熱環境規準ＷＧ

熱環境設計ＷＧ

温熱快適域ＷＧ

熱環境シミュレーション小委員会

建築全体の温湿度環境解析ＷＧ

文化財の保存と活用のための環境制御ＷＧ

伝熱小委員会

輝度・色度設計ＷＧ

湿気小委員会

明視設計ＷＧ

バイオクライマティックデザイン小委員会

温熱感小委員会

環境適応モデルＷＧ

戸建て住宅の振動特性ＷＧ

湿気と健康ＷＧ

環境振動設計ガイド策定小委員会

音環境規準検討小委員会

昼光設計ＷＧ

測定分析マニュアル検討ＷＧ

建築空間における色彩・模様・テクスチャの知覚

建材熱性能ＷＧ

薄明視ＷＧ

景観色彩計画ＷＧ

音響数値解析ソフトウエアの開発・普及ＷＧ

集合住宅の遮音性能評価水準検討小委員会

環境振動予測解析小委員会

光環境デザイン小委員会

室内音響小委員会 室内音響設計事例出版企画検討ＷＧ

スピーチプライバシーWG建築音響測定法小委員会

鉄道固体音測定法検討ＷＧ固体音小委員会

熱性同定ＷＧ

吸放湿性能の効果的利用と予測手法ＷＧ

照明の省エネ実践事例のデータ収集ＷＧ

建築・都市熱環境ＷＧ

分析情報発信ＷＧ

光環境
運営委員会

昼光規準WG

明るさ感ＷＧ
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変動磁場の計測評価法規準作成小委員会

電磁環境計測法検討小委員会

感覚・知覚心理小委員会

環境心理小委員会 チュートリアル運営ＷＧ

次世代排水システム刊行小委員会

磁気環境技術テーマ検討ＷＧ

環境バリアフリー小委員会

照明環境規準刊行小委員会

燃焼排ガス汚染の特徴と対策小委員会

環境建築システム刊行小委員会

集合住宅遮音性能規準刊行小委員会

建築学会環境基準作成小委員会

次世代排水システム適用小委員会

室内オゾンＷＧ

電磁企画ＷＧ

建築物の電磁シールド性能測定法刊行小委員会

集合住宅遮音設計指針刊行小委員会

雨水活用建築技術規準刊行小委員会

集合住宅騒音防止住まい方マニュアル刊行小委員会

風環境CFDガイドブック英文版作成小委員会

屋外空気環境小委員会

企画刊行
運営委員会

水環境
運営委員会

室内空気質小委員会

換気・通風小委員会

微小粒子状物質検討ＷＧ
空気環境
運営委員会

気密性能ＷＧ

空気清浄装置による室内空気質改善の評価方法検討ＷＧ

臭気に関する学会環境基準検討ＷＧ

自然換気・通風設計ＷＧ

学校空気環境設計ＷＧ

換気・通風理論ＷＧ

検証用ベンチマーク実施WG

水環境における省資源・省エネの定量的手法検討小委員会

雨水活用推進小委員会

水辺の公私計画論検討小委員会

給排水設備の災害レジリエンス検討小委員会

環境設備に関する学会規準（AIJES-B0002-2011）の実用化小委員会

建築設備
運営委員会

ファサードと環境に関する電子出版検討WG

環境建築小委員会

電磁環境
運営委員会

電磁環境教育普及準備ＷＧ

電磁シールド品質検討小委員会

ヒューマンファクターによる環境設計法小委員会

環境心理生理
運営委員会 社会と環境心理小委員会

都市・地域エネルギーインフラ研究小委員会

都市環境設備計画体系検討小委員会

環境設計
運営委員会

戸建住宅小委員会 文化と環境ＷＧ

かわいいと建築に関する研究ＷＧ

新領域展望ＷＧ

評価・実験法ＷＧ

クールルーフ適正普及促進小委員会

サステイナブル都市デザイン検討小委員会

環境心理研究手法ＷＧ

都市環境・都市設備
運営委員会

都市環境気候図体系検討小委員会

設計用気象データ小委員会
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環境工学本委員会 

役職 氏名   所属 

委員長 羽山 広文 北海道大学大学院工学研究院 空間性能システム部門 

幹事 岩田 利枝 東海大学 工学部建築学科 

幹事 菊田 弘輝 北海道大学 大学院工学研究院 空間性能システム部門 

幹事 甲谷 寿史 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻建築工学部門 

赤司 泰義 東京大学大学院 工学系研究科建築学専攻   

明石 行生 福井大学 工学部建築建設工学科光環境研究室 

井上 容子 奈良女子大学 生活環境学部住環境学科 

岩田 三千子 摂南大学 理工学部住環境デザイン学科 

尾崎 明仁 九州大学 大学院人間環境学研究院都市・建築学部門 

清田 誠良 広島工業大学 工学部建築工学科 

国松  直 （独）産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門 

西名 大作 広島大学大学院 工学研究院建築学専攻 

兼子 朋也 関東学院大学 人間環境学部  

川瀬 隆治 東急建設（株） 技術研究所環境研究室電磁チーム 

小金井 真 山口大学 大学院理工学研究科 感性デザイン工学専攻 

小林  光 東北大学大学院 工学研究科都市・建築学専攻 

佐久間哲哉 東京大学 大学院新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻   

永野 紳一郎 金沢工業大学 環境・建築学部 建築系 建築都市デザイン学科 

西川 豊宏 工学院大学 工学部 建築学科   

村上 公哉 芝浦工業大学 工学部建築工学科   

持田  灯 東北大学大学院工学研究科 都市・建築学専攻   

森  太郎 北海道大学工学研究院 建築都市コース   

山羽  基 中部大学 工学部建築学科   

合計 23 名 
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建築社会システム委員会
活動報告

2014-2015年度

2016年3月22日

建築社会システム委員会 平野 吉信

 2009年度に「建築経済委員会」から「建築社会システム
委員会」に名称を変更

 「建築・建築活動」と、建築を取り巻く「社会環境・経済
環境」との重要な接点を扱う研究活動を調整・推進

 大別して‥

① 住宅問題・政策系

② 建築生産・供給系

③ 所有・利用・資産管理系、

について、各時点での重要課題についての小委員会を設置
して関連研究の調整・推進にあたっている

 現段階で各系に共通するキーワードは「マネジメント」

１．建築社会システム委員会の沿革と活動領域

2．活動領域と小委員会の構成

所有・利用・資産管理系

住宅問題・政策系

★建築生産 ★建設産業
★発注者問題
★ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

■建築企画 ■建築ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ■建築コスト

■建築ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ （公共建築/法人ｱｾｯﾄ）

■建築・不動産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（個人資産） ■固定資産評価

建築生産・供給系

●住宅需給構造
●住宅の地方性（地域居住政策）
●住宅ストック（管理・流通）

共通キーワード：「マネジメント」

「建築・建築活動」と建築を取り巻く「社会環境・経済環境」との
重要な接点

３．建築社会システム委員会・活動の課題
その１：取り巻く社会・経済環境の動向

 少子高齢化

 人口減少・居住人口の地域的偏在

 地域経営における行政の「公助」機能のオーバーフローと
コミュニティの「共助」機能への依存の高まり

 建設活動の多様化・国際的影響の増大と、オリンピック等
により激動する建設市場、制度疲労を見せ始めた建設関係
諸制度

 建築・住宅のストックの多大な蓄積と、これらの活用のし
くみの立ち遅れ

 これからの建築社会にとって「マネジメント」は必須

３．建築社会システム委員会・活動の課題
その２：今日的課題への的確な取組み

 変動する社会・経済環境を見据えた今日的研究課題の明確化

 明確化した「今日的課題」に対応した研究組織体系の整備；

☛ 例えば‥新しい課題に即した、小委員会組織の改組等

 地域・地方における建築社会・経済環境の実態の把握と研究
への反映；

☛ 例えば‥建築社会の地方性の把握、各地方の研究者の委
員会活動への参画促進、条項交換・共有の促進

 研究者層・特に若手研究者の不足：若手の育成、各小委員会
等への若手研究者の登用を図る

４．対外的発信と活動実績

■大会発表数 2009 2010 2011   2012   2013   2014    2015
175  216 188     195     207 185     175

■大会協議会等

（2014）
●研協 住宅セーフティネットの再構築を考える

-居住貧困を解消するシステムはどうあるべきか-
＜参加者：98＞

（2015）
●研協 空き家をリ・デザインする

＜参加者：179＞

●P D 公共施設マネジメントの担い手

＜参加者：68＞
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５．対外的発信と活動実績

■シンポジウム等

（2014）
●第30回(2014)建築生産シンポジウム ＜参加者：80＞

●2014年度建築生産セミナー ＜参加者：60＞

歴史的建築物の再生–新旧超高層建築施工事例に見る技術の進化-

●公開研究会 ＜参加者：19＞

あべのハルカス見学会–巨大再開発施設と建築企画-

●シンポジウム ＜参加者：２9＞

発注者を評価する-建築プロジェクトにおける良き発注者像とは

（2015）
●第31回(2013)建築生産シンポジウム ＜参加者：92＞

●2015年度建築生産セミナー ＜参加者：31＞

建築生産の30年–歴史的価値の再生のための建築技術の進化-

６．若手研究者層の育成

●2013年度から開始

■日本建築学会大会発表における 建築社会システム部門にて
「 若手優秀発表顕彰」を実施

●2013年度から試行

●審査は各セッションを単位として、セッションの主司会者が審査員

◎: 特に傑出している。
○: 10件に1程度に相当する。
△: 優れているが、10件に1程度にはやや届かない。

の３段階で評価し、委員長、幹事で調整のうえ、委員会のホーム
ページで発表。

●2014年度、2015年度も継続して実施中

７．建築社会システム委員会における
小委員会の活動

住宅需給構造小委員会

設置目的：
 １：住宅需要に関して、高齢化・少子化・ライフスタイルの多様化にともなう需要変化の概

念再整理、ライフステージごとの変遷に着目し時間を意識した時空間分析。
 ２：住宅供給に関して、事例蓄積を進め、需要分析と事例整理結果を対照させ空間的

分析に展開。
 ３：以上の成果を総合するとともに、特に急激に変換する需要に対応した住宅供給につ

いて政策的知見の整理を行う。

 2014～2015活動：
住宅需要分析に関する小委員会内部会に於いて、環境配慮型住宅（戸建て）購入者調

査の分析を取りまとめた。

住宅供給については先進的事例および過去の学ぶべき事例の調査蓄積を引き続き進め
たほか、住宅供給ミクロ分析の部会を設け、供給価格要因の経年・地域特徴分析を取り
まとめた。

 分科会設置による調査研究の実施：
環境配慮型住宅購入者の居住地・住宅選好に関する分析（２０１５）

東京都における既存集合住宅の価格形成要因分析（２０１５）

インターネット情報に基づく中古集合住宅の流通特性分析（２０１４）

環境・消費志向に基づく環境配慮型住宅の購入行動分析（２０１４） 出典:スビナ他,2014

主査：伊藤 史子（首都大学東京）

住宅の地方性小委員会
 設置目的：

 ①風土性に基づく住宅の地方性の探求、②都市レベルに基づく住宅の地方性の探求、③国及び地方
自治体の住宅問題の把握と政策への提言、を主な目的として、全国の研究者・実務者のネットワーク
により活発な情報交換と共同研究を実施。

 これにより、国及び地方公共団体の居住政策や住まいづくりの発展に寄与することを目的とする。

 2014～2015活動：

大会研究協議会の開催：
• 「住宅セーフティネットの再構築を考える～居住貧困を解消するシステムはどうあるべきか～」

（2014.9）

ＷＧ設置による研究の実施：
①地域住宅統計情報ＷＧ ：住宅関連統計調査の調査項目・内容及びその政策・計画への活用方法等の研究

②住宅市場政策ＷＧ ：住宅市場政策及びセーフティネット政策のレビュー・評価・政策効果等の研究

③住まい・まちづくり学習ＷＧ ：地域の住まい・まちづくり学習実践の支援システム、実践的プログラム等の研究

主査：吉田友彦（立命館大学）

見学会・研究会の開催：
• <三重>研究会：松阪市の中心市街地のまちづくり施策および伊勢

河崎商人館地区の景観保全について（2014.6）
• <神戸>研究会：神戸市における「住生活基本計画」に基づく、施

策体系、重点施策等について（2014.9）
• <山口>研究会：下関市営住宅団地見学および伝統民家の改修

改築事例および中山間地域の空き家問題（2015.5）
• <横浜>研究会：横浜市住宅政策の現状と課題および緑区十日市

場の次世代郊外まちづくり事例の見学－（2015.8）

情報公開への取組み：
• HP(http://news-sv.aij.or.jp/keizai/chihosei/index.html)公開。

住宅ストック小委員会
主査 齊藤広子（横浜市立大学国際総合科学部）

■設置目的
・建築ストック時代の住宅を取り巻く、建築社会シス

テムの在り方の検討

・他の小委員会・委員会および他分野の研究者・学者

・実務家との交流による学際的研究の実施
・実践にむけた、あらたな学問・研究領域の開拓

■2014～2015年度の活動
・集合合住宅の管理・再生に関するWG：大規模改修等

・戸建住宅地のWG：日本のニュータウン事例等

・住宅流通WG：全国の空き家の取組み等

●2015年８月大会研究協議会「空き家のリ・デザイン」
空き家のリ・デザインにむけて、泉北ニュータウン、
多摩ニュータウン、世田谷、松戸、長野、大阪、佐

賀、福岡など、現地に行き、空き家活用をコーディ

ネートしている実務家、まちづくりとの連携、支援
策など、建築社会システムのあり方を考えた。
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建築生産小委員会

 設置目的：

 本小委員会は、建築生産に関する技術や技能、また制度上の諸問題を広く研究・議論することを
目的として設置する。

 建築生産分野ではＢＩＭをはじめとする新技術の展開や、施工技術開発の一方で、国際的な環境変
化、震災復興対応、東京オリンピックへ向けた動き、深刻化する技能者不足や環境問題など課題
が山積している。本小委員会ではこれら、建築生産技術、産業構造などの課題に関する現状と今
後について研究を行う。

 研究成果の発表の場としてシンポジウム、セミナーなどを企画、運営する。

 2015～2016活動：

建築生産シンポジウムの開催：
• 2015年7月、建築会館ホールにて、発表数40題、参加者数92名を伴い、シンポジウムを行った。
• 震災後の卓越した建築生産分野の事例についての特別講演も、シンポジウム内で行い、知見と情

報を共有した。

主査：吉田 敏（産業技術大学院大学）

建築生産セミナーの実施：
• 建築生産に関する最新技術紹介、情報共有のためのセ

ミナーを実施している。
• 本年度は、歴史的価値の有する建築の再生技術に着目

するものとした。具体的には、４題の建築施工の立場から
の発表が用意されたものとなっている。

情報公開への取組み：
• HP(http://news-sv.aij.or.jp/keizai/seisan/)による情報公開。

建設産業小委員会
2012年4月
委員会設置

旧名称：
建設労働
小委員会

■ 委員会の目的

建築をその生産行為、特に、
産業という視座から捉え、
経済学、経営学、社会学
等々のより広い説明変数を
用いて学術的に検討し、社
会に向けて分かり易く問題
提起や提案をおこなうこと
で、広く社会に貢献するこ
と。

■ 今年度のテーマ：

法改正された外国人技能実
習制度（特定活動）の運用
実態の実態調査

■2015年度の成果

委員各自が、それぞれのルー
トで情報収集。

また、協力して監理団体、受
け入れ企業等を調査。

委員会において、情報の共有、
分析、意見交換等を実施。

速報として以下の実態が明ら
かになった。

・再入国制度については徐々
に浸透してきている

・期間延長については監理
団体、受け入れ企業とも慎
重

発注者問題小委員会

●設置目的：

 今日の建築生産システムにおける発注者の役割の明確化。

 発注者の役割が的確に果たされる社会的環境（法規制、
発注・契約システム、発注者支援ツール等）の検討⇒発
注者を評価する（褒める）仕組みの構築。

 大学・実務における発注者教育のあり方の検討

●2015年度の活動

発注者評価表の策定：

• 発注者評価マトリックスから、評価項目を抽出

• 評価項目に基づき、発注者評価シート（自己採点表）を作成

発注者評価の試行

• 発注者評価シート（自己採点表）に基づく、アンケート調査の
試行を実施

• 発注者評価方法の評価

• 発注者評価方法の公表に向けた方針策定

国内外発注者の動向調査：

• 発注者によるプロジェクト事例紹介等

• 海外事例調査等

主査：齋藤隆司（日本郵政）
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プロジェクトマネジメント研究小委員会（主査：小栗 新）

設置目的（抜粋）

• わが国のプロジェクト運営の信頼性を確立することを可能とするマネジメント方式および手法・理論的

枠組みとあり方を検討

• 国際的な大規模複雑建設プロジェクトにおけるわが国の課題と対応策について提言

活動計画

① 各種プロジェクト方式におけるマネジメント実践事例の調査分析

② 信頼性の高いプロジェクトマネジメント方式に適用される手法・理論的枠組、支援ツール等の調査

研究

③ 国際的な大規模複雑建設プロジェクトにおけるわが国の課題と対応策の検討

2014年～2015年活動

 委員またはゲストスピーカーからの話題提供

 震災復興におけるＣＭ発注方式 –発注者・ＣＭr・施工者のそれぞれの立場から

 日系ゼネコンの東南アジアにおけるプロジェクト –他国のゼネコンに対する強み

 ＰＭ会社による公共施設、震災復興及びオリンピック施設などのＣＭ業務 –発注者個々のニーズ

への対応

 複数企業の関わる大規模開発において大手デベロッパー系列のＣＭ部門が果たすマネジメント業

務

 首都圏再整備やインフラの民間開放 ‐大手ゼネコンが取り入れるマネジメント視点

 某プロジェクトの経緯検証 ‐プロジェクトマネジメントの課題

建築企画研究小委員会

 設置目的：

 本小委員会は、前身にあたる「建築企画小委員会」のこれまでの活動の流れを受け、
「社会的価値創造を果たしながら、経営的合理性も独自の手法で獲得している社会的建
築企画」を主なテーマとし、手薄であった調査研究により特化した形で、具体的な成果
を得ることを目標としている。

 2014～2015活動：
 公開研究会の開催
 「あべのハルカス公開研究会」（2014.9、計画行政学会関西支部と共催）

 公開研究会の企画
 「三井住友銀行本店改修見学会」企画（2016.7 開催予定）
 「エキスポシティ公開研究会」企画（2016 開催予定）

 情報公開への取組み
 HP（http://news-sv.aij.or.jp/keizai/kikaku/)）公開

主査：飯田匡（大阪大学） 建築プログラミング小委員会
●設置目的：

 建築プログラミングの方法論と効果を調査研究する。
1. 施設の事業者・利用者をはじめ関係する様々な主体が協働し

て、施設づくりを行うプロセスについて機能、経済、社会文
化的価値を探求する。

2. 建築プログラミング活動について背景/理論、主体/体制、活
動/行為、プロセス/手続き、ツール/場、成果/価値等に関す
る知見を蓄積、モデル化する。

3. 建築プログラミングの知見を広く会員・社会に展開し、より
価値の高い建築物の創造に寄与する。

4. 上記に関わる社会教育・生涯教育・専門家教育等の基盤とな
る知識体系を整理し、社会に公表する。

●2014～2015年度活動

事例調査研究：
• プログラミングのとらえ方の整理、事例調査

（三重県総合博物館、J-Village）
• 2014年度大会（発表2編） 2015年度大会（発表4編）

見学会・研究会の開催準備：
• 三重県総合博物館

＜企画展示室、常設展示室、収蔵庫、学芸員室、他＞

(2015.6.27 津 参加者 6名)
• 公開研究会 2016年開催予定 資料作成中

情報化＋情報公開への取組み：
• HP(http://news-sv.aij.or.jp/keizai/prg/)による情報公開。

主査：松下 聡（福井大学）

50



コストマネジメント小委員会 主査：橋本真一

（建設物価調査会）

■設置目的

*建築を取り巻く様々なコストとそのマネジメント手法を体系的に整理して、教
育などに資する研究を行う

■2015年度の活動

*コストの概念整理、研究領域の検討
* 新築以外のコスト情報の現状や評価方法などについて各委員の知見を踏まえ議論

* 積算に求める情報の緻密性やコスト管理方法は立場により異なるが、明確に区分するのは困難

*海外のコストマネジメント教育の現状把握

* 米国ワシントン大学のコストマネジメント教育カリキュラムや講義内容について受講者へのヒアリ
ングを実施

* マレーシアのQSコースカリキュラムと日本との比較研究について報告

* 太平洋積算士会議（PAQS2015）の研究委員会について報告

*大会PDの企画
* 発注者や設計者、施工者等様々な立場によるコストマネジメントの現状と課題を議論する予定

建築ストックマネジメント小委員会

 設置目的：

①公共施設等の総合的管理の担い手育成の手法の調査・研究・提言、②多数の建物を所有する法
人の総合的不動産管理の調査・研究・提言、③海外のＣＲＥ（企業不動産）／ＰＲＥ（公共不動産）管
理の先進情報の収集と国内への紹介を主な目的として、全国の研究者・実務者のネットワークにより活
発な情報交換と共同研究を実施。
 これにより、国及び地方公共団体、多数の建物を所有する法人の適正かつ合理的な不動産管理

に寄与することを目的とする。

 初年度2015年度活動：

 大会ＰＤの開催：
• 「公共施設マネジメントの担い手」（2015.9）

 小委員会での議論
①公共施設等総合管理計画策定状況 ：2014年５月に

総務省から全自治体に出された要請の進捗状況について、
各委員の情報を交換した。

②新々公会計制度実施予定 ：総務省で全自治体に固
定資産台帳、財務書類作成ソフトが配布され始めた。

施設情報と共にどの自治体にも膨大な死蔵資料
があり、その活用が望まれる。

③公共施設維持管理の担い手：英国ではＰＦＩで行

う例が増えており、日本では愛知県西尾市でその事業化
が始まったところであり、それらの動きを注視して行く。

主査：円満隆平（金沢工業大学）

情報公開への取組み：
• HP作成予定

出典：国土交通省「ＰＲＥ戦略を実践するための手引書」

建築・不動産マネジメント小委員会
主査 三橋博巳

■設置目的
①建築と不動産の連携強化のための課題の抽出。具体的にどのような問題・課

題が生じているのか。

②建築と不動産の連携強化による新たなストックビジネスの事例収集。成功要因
の分析。

③建築学における建築ストック時代を見据えた新たな教育プログラムの在り方。
実現のための課題

④諸外国の建築・不動産学教育の実態と職能・事例紹介など

■2014～2015年度の活動

・上記の④の例として、明海大学不動産学部元学部長の講義（日本と海外の不動
産教育の実態）および、①②③として建築・不動産のマネジメントの実践者、嶋
田氏（らいおん）、連氏（木チンアパート）、倉石氏（myroom）、牧野氏などをおよ
びし、建築と不動産の連携強化のための課題と方向を審議した。

・2015年８月大会研究協議会「空き家のリ・デザイン」を、

住宅ストック小委員会と実施した。

固定資産評価小委員会

 設置目的：
 総務省からの委託による固定資産(家屋)評価基準の評点項目や評点数、各種補正係

数の内容・数値の妥当性に関する調査・検討
 固定資産評価制度に関連する内容の調査研究
 地方税制度の公正さを確保するため建築学会を代表して協力

 2015～2016活動：
 下記項目の「評点項目の見直し」
• 超高層建築
• 免震装置
• テント倉庫等
 ＷＧ設置による研究の実施：

• 家屋評価システム研究ＷＧ：固定資産家屋評価における評価システムに関する研究
を行う

 見学会・研究会の開催：
• なし
 情報公開への取組み：
• 報告書を建築学会図書館に寄贈
• ウェブページの公開：http://news‐sv.aij.or.jp/keizai/sisan

主査：吉田倬郎（工学院大学名誉教授）

●活動領域と小委員会の構成

所有・利用・資産管理系

住宅問題・政策系

★建築生産 ★建設産業
★発注者問題
★ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

■建築企画 ■建築ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ■建築コスト

■建築ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ （公共建築/法人ｱｾｯﾄ）

■建築・不動産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（個人資産） ■固定資産評価

建築生産・供給系

●住宅需給構造
●住宅の地方性（地域居住政策）
●住宅ストック（管理・流通）

共通キーワード：「マネジメント」

「建築・建築活動」と建築を取り巻く「社会環境・経済環境」との
重要な接点
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（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 10 日作成） 

委員会名 建築社会システム委員会 委員長名：石坂 公一 

運営委員会数 0 

小委員会数 12 

WG 数 13 

予算総額 1,494,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数       0 点 

 

講習会 

講習会数      0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数   ４ 回 

１．第 30 回建築生産シンポジウム             参加者数 80 名 
   （同名資料） 
２．公開研究会「あべのハルカス見学会－巨大再開発施設と建築企画－」 

                   参加者数 19 名

３．2014 年度建築生産セミナー「建築生産の 30 年－新旧超高層建築施工事例に

見る技術の進化－」                  参加者数 60 名

   （同名資料）  
４．シンポジウム「発注者を評価する建築プロジェクトにおける良き発注者像 

とは」 （同名資料）                 参加者数 29 名

大会研究集会 

研究集会数   1 回 

１．研究協議会：住宅セーフティネットの再構築を考える－居住貧困を解消する

システムはどうあるべきか  
 （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

本年度は、シンポジウム、研究会等の「学術的催し」を４回、大会研究集会を１

つ開催した。委員会としての情報発信はそれなりの水準を確保したが、刊行物、

講習会等の活動では実績を残せず、反省材料である。また、前年度に引き続き、

若手を対象に優秀な大会発表顕彰を実施した。本顕彰の研究活動活性化への定量

的な効果については、まだ未知数であるが、若い研究者の励みとなることは疑い

なく、制度としても次第に定着しつつあることから来年度も継続する予定であ

る。全体としては、若い研究者と投稿論文数の増加を図ることが課題であり、今

後とも機会をとらえて、若い研究者に当委員会の所掌研究分野への積極的な参加

を促すよう努力していきたい。 
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（委員会活動報告会用） 

2015 年度 委員会活動成果報告 
 

（2016 年 3 月 14 日作成） 

委員会名 建築社会システム委員会 委員長名：平野 吉信 

運営委員会数 0 

小委員会数 13 

WG 数 11 

予算総額 1,480,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数       0 点 

 

講習会 

講習会数      0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数   2 回 

１．第 31 回建築生産シンポジウム             参加者数 92 名 
   （同名資料） 
２．2015 年度建築生産セミナー「歴史的建築物の再生-歴史的価値の再生のため

の建築技術の進化-」                   参加者数 31 名 
   （同名資料）  

 

大会研究集会 

研究集会数  2 回 

１．研究協議会：空き家をリ・デザインする  
 （資料名）同上 

２．パネルディスカッション：公共施設マネジメントの担い手 
 （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

本委員会がカバーする「建築社会」すなわち建築と社会環境・経済環境の関係の

しかたは、少子高齢化や地域の自助能力低下、建築活動における参画主体の役

割・責任の多様化・、資材・労働市況の乱高下等の昨今の変化の潮流に対応して、

大きく変わろうとしている。それぞれの課題に即した小委員会活動を多面的に展

開するとともに、本年度 4 回開催した研究集会、シンポジウム等の活動の主題は、

これらの変化を的確に反映したものとなっているが、建築社会の変化の諸側面の

全てはカバーしえていない状況であり、さらなる積極的な取り組みを展開する必

要がある。また、この分野における研究とその成果の社会還元を継続していくた

めに、活動を後継する若手研究者の発掘・育成が大きな課題となっており、その

一環として若手を対象に優秀な大会発表顕彰を引き続き実施したが、各小委員会

レベルでも地方からの研究者の招請等を含め、より一層活性化を試みていく必要

がさらに高まっている。  
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2015年度 建築社会システム委員会 組織図 

建築社会システム本委員会 
 

 建築生産の実態と関係社会
規範検討WG  

    
    

住宅需給構造小委員会 
 

  

     

      

   
住宅の地方性小委員会 
 

  
地域住宅統計情報WG 

    

     
住宅市場政策WG      

     
住まい・まちづくり学習WG      

   
住宅ストック小委員会 
 

   
集合住宅管理・再生WG      

      
住宅流通WG       

      
戸建住宅地WG       

   
建築生産小委員会 
 

  
建築技術調査WG     

   
建設産業小委員会 
 

   

     

   
建築企画研究小委員会 
 

 
   

   
建築プログラミング小委員会 
 

  
公共施設プログラミングWG     

   
固定資産評価小委員会 
 

  
家屋評価システム研究WG     

  
プロジェクトマネジメント小委員会 
 

 
    

  
建築ストックマネジメント小委員会    

  
建築・不動産マネジメント小委員会 
 

   

    

   
  

発注者問題小委員会 
 

   
発注・契約WG     

  
コストマネジメント小委員会 
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役職 氏名 所属

委員長 平野 吉信 広島大学　大学院工学研究科建築学専攻建築計画学講座

幹事 志手 一哉 学校法人芝浦工業大学　工学部建築工学科

幹事 杉田 洋 広島工業大学　環境学部環境デザイン学科

幹事 阪東 美智子 国立保健医療科学院　生活環境研究部

有川 智 東北工業大学　工学部

飯田 匡 大阪大学大学院　工学研究科地球総合工学専攻建築工学コース

石坂 公一

板谷 敏正 プロパティデータバンク（株）

伊藤 史子 首都大学東京　都市システム科学域

浦江 真人 東洋大学　理工学部建築学科

円満 隆平 金沢工業大学　環境・建築学部建築系建築学科

大家 亮子 成城大学　社会イノベーション学部政策イノベーション学科

岡 俊江 九州大学大学院　人間環境学研究院

岡本 浩一 北海学園大学　工学部建築学科

小栗 新 オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド

蟹澤 宏剛 芝浦工業大学　工学部建築工学科

小林 文香 広島女学院大学　人間生活学部

齋藤 隆司 日本郵政（株）　ＣＲＥ部門不動産企画部

齊藤 広子 横浜市立大学　国際総合科学部

志波 文彦 九州大学大学院　人間環境学研究院都市・建築学部門

西野 加奈子 一般社団法人建築・住宅国際機構

橋本 真一 （一財）建設物価調査会　総合研究所

長谷川 洋 国土交通省国土技術政策総合研究所　住宅研究部

平山 洋介 神戸大学　人間発達環境学研究科

松下 聡 福井大学　工学部建築建設工学科

三橋 博巳

村上 心 椙山女学園大学　生活科学部生活環境デザイン学科

吉田 敏 産業技術大学院大学　創造技術専攻

吉田 倬郎 工学院大学　建築学部建築学科

吉田 友彦 立命館大学　政策科学部

合計　30名

建築社会システム本委員会
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地球環境委員会

2015年度活動成果報告

2016･03･22

中村勉
地球環境委員会委員長

ものつくり大学名誉教授

• 低炭素社会推進会議（議長吉野博）、18団体＋2団体＋2オブザーバー

本委員会直属 ①低炭素社会推進・建築分野WG（外岡豊）

②低炭素社会推進・都市分野WG（中村勉 全体主査）

③低炭素社会推進・技術分野WG（岩本静男）

• 2015年度 11小委員会構成

１．アジア地域のサステナブル建築環境検討小委員会（主査：久保田 徹）

２．建築物気候変動対策小委員会（主査：横尾昇剛）

３．資源活用による建築・都市のレジリエンス小委員会（主査：田村雅紀）

４．適応都市検討小委員会（主査：渡辺浩文）

５．サステナブル社会移行手法検討小委員会（主査：高口洋人）

６．ＬＣＡ評価手法検討小委員会（主査：小林謙介）

７．地球環境構造小委員会（主査：大谷 恭弘）

８．「地球の声」デザイン小委員会（主査：塚本由晴）

９．環境ライフスタイル普及小委員会（主査：菅原 正則）

10．木材需要にリンクする木材流通のデータベース化検討小委員会

（主査：高村 秀紀）

11.建築外装と太陽光発電の融合研究小委員会（主査：名取 発）

低炭素社会推進会議（議長吉野博）
18団体＋2団体＋2オブザーバー

本委員会直属 ①低炭素社会推進・建築分野WG 
②低炭素社会推進・都市分野WG 
③低炭素社会推進・技術分野WG

• 成果 ；

・ 12月8日シンポジウムを開催し、113名の参加があった。

・9月の建築学会にて２つのＰＤを開催した（参加者計135名）。

主題「 都市・建築分野におけるこれからの地球環境対策 」

１．150905：パリ合意に向けて

２．150906：低炭素な都市・建築をつくる手法と実例

・１２の課題についてまとめた。

・ 活動方針を提言としてまとめている。

・以下４つのタスクフォースを議論・研究課題とし、活動を始めた。

① 低炭素化のための都市エネルギー計画の方法論作成（高崎市、飯田市）

② 建築のＤＢと環境カルテ作成

③ エコ化、耐震化、バリアフリー化の統合改修の補助金提言

④ 復興事業評価、自然エネルギー特区提言

アジア地域のサステナブル建築環境検討小委員会

目的；

• アジア地域における住宅エネルギー消費量の実態を把握し，居住環境

要因と住宅エネルギー消費の関係を構造的に明らかにする。

• 現地のライフスタイルを考慮した将来予測を行うことで，エネルギー

消費量の増加を抑えつつ快適で健康な室内環境を実現するための基礎

資料を整備する。

成果；

1. 東南アジア地域の住宅内のエネルギー消費量と住まい方に関するデータベ

ースを構築した。

2. インドネシアの中間層を対象とした集合住宅のパッシブクーリングに関する

基礎資料を整備した。

3. 中国農村部におけるエネルギー消費実態に関する基礎資料を整備した。

建築物気候変動対策小委員会

目的；

・国や地方自治体でも中長期の対策が検討されており、その中で建築物対

策は重要なテーマになっている。本小委員会では、世界的な動向、建

築学会での研究動向、国や地方自治体における動向を踏まえて、温暖

化対策への建築物対策について現状での到達点を明らかにし、今後の

展望を探る。

成果；

１．気候変動対策の施策導入効果の推計方法に関する情報収集

２．国内外の気候変動施策および具体事例に関する情報収集

３．気候変動対策推進のための意見交換の場として拡大委員会開催

2016年3月29日

拡大委員会「建築分野の新しい気候変動対策に向けて」

開催予定
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資源活⽤による建築・都市のレジリエンス⼩委員会

主査：田村雅紀（工学院大）
幹事；古賀純子（国総研）幹事；恒次祐子（森林総合研） 委員全15名

1990年 資源利用小委員会（第１世代）
1992年 資源利用小委員会（第２世代）
1995年 資源利用小委員会（第３世代）
2001年 資源循環小委員会（第４世代）
2006年 資源利用戦略小委員会（第５世代）
2008年 炭素収支と資源利用小委員会（第６世代）
2012年 炭素収支と資源ストック利活用小委員会（第７世代）
2015年 資源活用による建築・都市のレジリエンス小委員会（第８世代）

目的：

建築物にストックされている各種材料を資源として捉え，平常時と災害時を区別し
た上で，資源利活用の観点から環境負荷を増加させずに都市のレジリエンスを向
上させる方策について検討。
成果：
①東日本大震災の再資源化廃材における受入基準実態調査
②環境省D-waste-netなど，国内外の災害対応策の動向整理
③2015年9月の鬼怒川水害時の災害廃棄物処理の情報収集
④現地調査（ナベカイ再生工場）による廃棄物処理のヒアリング

適応都市検討小委員会

目的；気候変動適応は、社会変動への対策とともに取り組むべき喫緊の課

題となっている。これら諸課題に能動的に対応する「適応都市」

Adaptive City の概念整理を行い、特に都市域において将来に起こ

り得る様々な問題の対応策を取りまとめる。

成果；

１．特別調査委員会成果や世界各都市の適応戦略の実態調査を実施し、特

に暑熱化や都市域集中豪雨を優先的課題として議論を行うこととした。

適応都市設計ガイドラインWG

２．都市レベルの様々な環境・災害問題に活用できる気象データの作成

法・分析方針と、それらデータの活用方法を、検討した。

気候変動モデリングWG

サステナブル社会移行手法検討小委員会
目的；

1. 国内外のサステイナブル・ビルディングに関する情報交換

2. サステイナブル・ビルディングに関する評価技術に関する情報交換

3. 建築や都市に関連するサステナブル社会への移行管理論（トランジ

ションマネジメント：TM）に関する情報交換

成果；専門家との情報交換を重ね、シンポジウム等で成果を発表

１．お呼びした講師

富樫英介（工学院大学 准教授），エイモリー・ロビンス（ロッキー

マウンテン研究所）、田中信一郎（長野県環境部環境エネルギー課企

画幹）

２．開催したシンポジウム

– 11月11日 シンポジウム 2020/30年のZEBの設計作法（関東支部主催, 
企画協力）

– 12月15日 特別セミナー 欧州と日本におけるゼロ・エネルギー・ビルの動

向

LCA評価手法検討小委員会

目的；

・建築分野におけるLCAの一層の活用のため、現状及び課題を明らかにす

るとともに、最新版のデータベース構築等を実施する。

成果；

１．LCA利活用状況調査（アンケート調査）を実施し、現状のLCAにおける

課題等を明らかにすることができた

２．2011年版原単位データベースの開発に着手し、エネルギー・CO2原単位

については試作版ができた

地球環境構造小委員会

目的；

建築構造の立場から、地球環境問題への取り組みを検討する．

・将来の地域システムに向けての建築行為の中での構造分野の役割

・建物の寿命マネジメントや環境負荷低減，木材利用ならびに進行し

つつある気候変動への対応、およびそれらに関する事業化の検討

・低炭素社会に向けて若手構造技術者が持つべき概念・知識の整理

・2050年の低炭素社会の実現に向けた構造分野でのロードマップ

成果；

建築の材料，施工，構造の立場から，取り組むべき課題と目標を整理し、2050年
の低炭素社会の実現に向けて構造分野の若手技術者が持つべき概念・知識をまと
めたテキストの作成に取り掛かっている。

今後、作成したテキスト案およびロードマップ案に関して、パネルディスカッション等
を開催し、討議の内容を踏まえ成果をまとめる。

「地球の声」デザイン小委員会

目的；建築は地球の資源との関わりなくしては存在しない。都市部にあっても

材料、エネルギーなどを通して自然を動員し、多様な事物のネットワークの

結節点になっている。２０世紀の間の不断の建設活動は生産性を優先する

かたちにこのアクター・ネットワークを漸次組み替え、人々のくらしを条件づ

けるまでになった。その条件は産業や経済や政治の事情を含むブラックボ

ックスを多く抱え、資源の有効な活用や自由な運用を妨げていることもある

。このブラックボックスを開け、アクター・ネットワークをリデザインし、そうし

た障壁を下げていくことが建築のデザインにも求められている。そうした試

みの集積が、自らは声を上げられない地球の声を「翻訳」することにつなが

るのではないだろうか？「地球の声」デザイン小委員会では、上記のような

建築デザインの可能性を言語化することで、新しい建築批評言語を開発す

ることを目標とする。
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成果；

１．関係分野との連携にむけた情報収集
2015/03/12 プレイベント・シンポジウム：サステナブル建築・都市デザインの行方

ﾃﾞｲﾅ・ﾊﾞﾝﾄﾛｯｸ、大野二郎、塚本由晴 参加者数 50名

2015/07/14 「洞爺湖サミットにおける3Rについて」日本設計 三塩達也氏

「ガラスの 先端リサイクル技術と展望」ガラス再資源化協議会 加藤氏

「建築主・設計者・施工者が一体となったﾗｲﾌｻｲｸﾙｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝへの挑戦」日本設計 岡本氏

２．アクター・ネットワーク理論を理解するための意見交換
2015/06/16 「生物多様性に配慮した建築の研究」 林咲良(東京工業大学大学院）

2015/08/12 アクターネットワークにまつわる自身の設計経験 金野千恵（日本工業大学）

2015/09/15 「東京のふるまい学」の展示解説 塚本由晴（東工大大学院）

2015/10/16 富山市庁舎 (山下、日本設計）、ゲストハウスプロジェクト（能作、東工大大学院）

CLT（小見山、エムロード） 、 ROTOR（内藤、新建築）、コルビジェと太陽の本 (川島、竹中)

2015/11/19 栗源里山資源化作業分解 塚本由晴（東工大大学院）

2015/12/22 ノーマンフォスター展 今村創平（千葉工大大学院）、小見山陽介（エムロード）

環境ライフスタイル普及小委員会

目的；

・環境配慮建築（ハードウェア）が環境負荷低減を実現するためのライ

フスタイル（ソフトウェア）の啓発普及と教育を行う。

成果；

１．大会関連行事として、「楽々都市・楽々建築＠東京2015 ～小中学校

の授業や市民講座でつかえるワークショップの実践者育成講座～」を

２日間（８/29～30）開催した。

２．教員免許状更新講習において、小学校～高校の現職教員向けに住環境

に関する教育プログラムの実践を行った。

住環境教育テキスト刊行予定

木材需要にリンクする木材流通のデータ
ベース化検討小委員会

目的；

・中大規模建築の木造化・木質化を推進するために必要となるデータ

ベースについて対象者と項目の検討を行うとともにその共有化につい

て検討を行う。

成果；

１．国土交通省と林野庁の方、大学教授、日本住宅・木材技術センターの

方による勉強会を開催し、関連情報を収集した。

２．国や協会などが公開している散在した木造、木質化に必要な情報につ

いて、発注、設計、施工、調達のそれぞれに必要な情報を、国、民間、

研究機関、協会で分類して情報のリンク先を示すマトリクス表を作成

し、次年度以降作成するデータベースの素案を作成した。

建築外装と太陽光発電の融合研究小委員会

目的；

・日本における建材一体型太陽光発電（BIPV）のあり方を示す。

・2018年度にガイドライン・技術指針の作成を目標とする。

成果；

・BIPVの事例分析：デザイン･電気的性能･施工･維持保全等、各種視点か

らの評価を行い、利点･問題点の抽出を行った。

【2日目午前】8月25日（木）9:00～12:30
【3日目午前】8月26日（金）9:00～12:30
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（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 13 日作成） 

委員会名 地球環境委員会 委員長名：外岡 豊 

運営委員会数 0 

小委員会数 10 

WG 数 13 

予算総額 1,483,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は除く）

刊行点数  1 点 

１．『スマートシティ時代のサステナブル都市・建築デザイン』 

講習会 
講習会数  0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 

*能力開発支援事業委員会承認

企画 

催し物数  3 回 

１．IPCC 第 5 次報告書 WG3 に関する公開研究会     参加者数 22 名

  （資料名）同上 
２．「スマートシティ時代の都市計画と環境建築デザイン」シンポジウム 
  （資料名）同上                   参加者数 72 名

３．シンポジウム「都市・建築分野におけるこれからの地球環境対策に向けて

－建築学会の活動と展望」 
  （資料名）同上                   参加者数 82 名

４．シンポジウム「近未来の地球環境時代における建築構造分野の役割」 
  （資料名）同上                   参加者数 38 名

大会研究集会 

研究集会数 2 回 

１．PD「災害時のレジリエンス対応技術と資源ストック利活用の接点」 
  （資料名）同上 
２．PD「建築分野から見た木材流通のデータベース化とあり方」 
  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

9 月 18 日に各小委員会の活動報告発表会を開催した（内容は◎、参加者少）。

他団体と協力して組織した低炭素社会推進会議を 7 月 22 日に発足させた

が、その企画準備を行う学会内部組織として建築、都市、技術の３分野 WG
を本委員会直属組織として 2013 年度より設置した。各参加団体の最近の取り

組みについてアンケート調査を行った。2014 年 12 月 3 日に建築会館ホールで

開催した第１回 低炭素社会推進議シンポジウム「低炭素社会の実現に向けて

− いま推進会議は何に取り組むべきか」は 3 分野合同 WG で討議して準備し、

13 分野の課題について整理し、それをもとに各団体の意見を聴取するととも

に、地球環境委員会の小委員会にも意見提出を求めた。 
 学会提言「地球温暖化対策アクションプラン 2050」を起草した。 
 問題点として小委員会間の連携強化を画策したにもかかわらず、活発な連

携は起こらず、また本委員会主催の催しに各小委員会と WG 委員の参加は少

なかった。本委員会の開催回数が少なく小委員会間の情報共有が困難であっ

た。また小委員会活動への旅費の配分が不足しているため地方委員の出席が

少なく、スカイプ参加もしばしば途切れて使いにくいものであった。紙の節

約はよいがオンラインストレージは使いにくく、改良の余地がある。  
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（委員会活動報告会用） 

2015 年度 委員会活動成果報告 
 

（2016 年 3 月 1 日作成） 

委員会名 地球環境委員会 委員長名：中村 勉 

運営委員会数 0 

小委員会数 11 

WG 数 12 

予算総額 1,364,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数  0 点 

 

講習会 
講習会数  1 回 

１． e ラーニング講習会「建物の LCA 指針」 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数  0 回 

 

大会研究集会 

研究集会数 2 回 

１． PD「都市・建築分野におけるこれからの地球環境対策 
―パリ合意に向けて」 

  （資料名）同上 
２． PD「都市・建築分野におけるこれからの地球環境対策 

―低炭素な都市・建築をつくる手法と実例」 
  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

低炭素社会推進会議を 2 回。第 4 回 150630 各団体活動報告、12 月シンポ議題、

12 の課題提言に向けて議論。第 5 回 151007 学会 PD 報告、省庁懇談会報告、

HP12 月シンポへ。12 月 8 日シンポ「低炭素社会の実現に向けて」‐UNFCCC 
COP21 パリ会議を契機として低炭素社会推進会議の役割を再確認する‐約 120
人参加。村上周三、小澤一郎講演、各団体報告。会場から盛り上がり。2000 年地

球環境建築のすすめ以来との声あり。その後、4 つの TF 設立、具体的アクショ

ンを始める。 
11 の小委員会（★刊行物予定、※シンポ・セミナー予定、●DB 構築、◆ロード

マップ作成） 
１.アジア地域のサステナブル建築環境検討小委員会（主査：久保田 徹） 
２.建築物気候変動対策小委員会（主査：横尾昇剛）※3 月 29 日、17 年 1 月 
３.資源活用による建築・都市のレジリエンス小委員会（主査：田村雅紀） 
４.適応都市検討小委員会（主査：渡辺浩文） 
５.サステナブル社会移行手法検討小委員会（主査：高口洋人）※ 
６.ＬＣＡ総合評価手法検証小委員会（主査：小林謙介） 
７.地球環境構造小委員会（主査：大谷 恭弘）◆ 
８.「地球の声」デザイン小委員会（主査：塚本由晴） 
９.環境ライフスタイル普及小委員会（主査：菅原 正則） 
  ※★「住環境教育ﾃｷｽﾄ」  
10.木材需要にリンクする木材流通のデータベース化検討小委員会 
  （主査：高村 秀紀）●DB 構築 
11 .建築外装と太陽光発電の融合研究小委員会（主査：名取 発） 
問題点：低炭素社会推進会議をさらに展開する学会内での認知必要  
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2015年度 地球環境委員会 組織図

（主査：浅野良晴）

（主査：田村雅紀）

サステナブル社会移行手法検討
小委員会

ＴＭ事例収集ＷＧ

地 球 環 境 本 委 員 会
（委員長：中村　勉）

低炭素社会推進・建築分野ＷＧ

（主査：中村　勉）

低炭素社会推進・都市分野ＷＧ

（主査：外岡　豊）

（主査：高村秀紀）

海外の中大規模建築の木造需要調査ＷＧ

低炭素社会推進・技術分野ＷＧ

（主査：岩本靜男）

適応都市設計ガイドライン作成ＷＧ

環境ライフスタイル普及小委員会

建築物気候変動対策小委員会建築物気候変動対策小委員会

気候変動モデリングＷＧ

（主査：飯塚　悟）

地球環境時代における木材活用ＷＧ

地球環境からみた高耐震都市研究ＷＧ

（主査：竹林英樹）

（主査：横尾昇剛）

ＬＣＡ評価手法検討小委員会

（主査：藤田正則）（主査：大谷恭弘）

（主査：名取　発）

（主査：小林謙介）

（主査：高口洋人）

建築外装と太陽光発電の融合研究小委員会

（主査：稲田達夫）

国内の中大規模建築の木造需要調査ＷＧ

（主査：渡辺浩文）

適応都市検討小委員会

（主査：横尾昇剛）

（主査：高村秀紀）

木材需要にリンクする木材流通
のデータベース化検討小委員会

（主査：菅原正則）

（主査：塚本由晴）

「地球の声」デザイン小委員会

地球環境構造小委員会

資源活用による建築・都市のレジリエンス小委員会

将来予測ＷＧ

（主査：久保田　徹）

アジア地域のサステナブル建築
環境検討小委員会

（主査：高口洋人）

実態調査ＷＧ

（主査：久保田　徹）
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地球環境本委員会 

役職 氏名     所属 

委員長 中村 勉  (株)中村勉総合計画事務所 

幹事 中村 美和子 中村勉総合計画事務所 

幹事 横尾 昇剛 宇都宮大学工学部建設学科 

幹事 吉田 友紀子 大阪大学環境・エネルギー管理部 

 糸長 浩司 日本大学生物資源科学部生物環境工学科 

 岩本 靜男 神奈川大学工学部建築学科 

 大岡 龍三 東京大学生産技術研究所 

 大谷 恭弘 神戸大学大学院工学研究科建築学専攻 

 大野 二郎 (株)日本設計環境創造マネジメントセンター 

 大野 秀敏 株式会社アプルデザインワークショップ 

 久保田 徹 広島大学大学院国際協力研究科開発技術講座 

 腰原 幹雄 東京大学生産技術研究所 

 小玉 祐一郎 神戸芸術工科大学デザイン学部環境・建築デザイン学科 

 小林 謙介 県立広島大学生命環境学部環境科学科 

 佐藤 正章 鹿島建設(株)建築設計本部 

 澤地 孝男 国土技術政策総合研究所 

 下田 吉之 大阪大学工学研究科環境・エネルギー工学専攻 

 宿谷 昌則 東京都市大学環境学部環境創生学科 

 菅原 正則 宮城教育大学教育学部 

 高口 洋人 早稲田大学理工学術院 

 高村 秀紀 信州大学工学部建築学科 

 田村 雅紀 工学院大学建築学部建築学科 

 塚本 由晴 東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻工学部建築学科 

 中島 史郎 国立大学法人宇都宮大学地域連携教育研究センター 

 中島 裕輔 工学院大学建築学部まちづくり学科 

 名取 発  東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科 

 梅干野 晁 放送大学教養学部 

 三井所 清典 (株)アルセッド建築研究所 

 野城 智也 東京大学生産技術研究所 

 吉野 博  東北大学教養教育院 

 吉野 泰子 日本大学短期大学部建築・生活デザイン学科 

 渡邉 浩文 東北工業大学工学部建築学科 

合計 32名 
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劣化と損傷を考慮した耐震設計と耐久
設計の融合に関する特別研究委員会

設置年度：2014年～2015年

●耐震設計に於いては材料の経年劣化が，耐久設
計に於いては地震による損傷が，それぞれ十分な形
で考慮されているとは言いがたい．

●各種構造（木造・鉄骨造・コンクリート造）において、

１）構成材料が腐食・腐朽等により劣化した場合の耐力評価と
２）構造部材性能評価としての経年劣化の取扱いについて調
査・整理

→ 耐震設計と耐久設計の融合に向けた不連続点の抽出を行
う．今後，構造・材料分野が分野を横断して注力すべき技術・
研究開発の方向性について議論を深める

研究の背景と目的

●委員会等の開催状況

◇ 全体委員会：２回（9/6，2/8），（通算 5回）

◇ 幹事会：2回（6/25，3/16），（通算 4回）

◇ WG：各系毎に数回（随時）

２０１５年活動の状況

→ RC系の委員は本委員会と平行して設置されている「軍艦
島コンクリート系建築物の健全度調査小委員会」に所属する
ため，必要に応じてWGを行った．

●委員会

両分野の相互理解を深める事を重点に，構造分野からは主

に地震による建物被害に関する情報を，材料分野からは材

料劣化の考え方に関する情報について提供を行い相互理

解を深化させた．これを基盤として今後おこなうべき研究課

題について討論を行った．

成果概要

●報告書

・基軸

「地震による損傷と損傷を受けた建物の耐久性」

「経年による劣化と劣化を生じた建物の構造性能」

●報告書

・各系での考え方の違いが非常に大きい

→ 系別（S系，W系，RC系）の構成とした

（以下目次例 章のみ記載）

・RC系では，軍艦島調査結果についての報告も

記載している．

※ 軍艦島（長崎県 端島）：築50年～100年のRC建築物が
存在しており，全ての建物について柱，梁，壁の劣化度判
定を行った．また一部の建物について全ての部材の撮影
を行った．

◇ 材料分野と構造分野の研究者の共同により，部材の劣
化度判定法を提案（別添資料）

◇ 建物の劣化度は，「鉛直荷重支持能力の残存率」およ
び「耐震性能の残存率」の２つ

長崎県端島（軍艦島）の調査
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●課題

・両分野（材料，構造）共同による研究実施

→ 科研等の申請により共同研究を行うことを予定し

ていたが十分な話し合いを行うことができなかった．

・両分野にまたがる委員会等の継続

→ 現在，長崎県端島の建物調査に関連する委員

会が設置されており，本委員会のコンクリート系委員

の多数が参加している．同委員会内で本件につい

て継続的な話し合いが行われることが望まれる．
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2015 年度 特別研究委員会 活動報告 
 

（2016 年 3 月 22 日） 

委員会名 劣化と損傷を考慮した耐震設計と耐久設計の融合に関する特別研究委員会 

設置期間 2014 年 4 月 ～ 2016 年 3 月 

委員構成 
 

 
委員長 岸本一藏（近畿大学） 
幹 事 楠 浩一（東京大学地震研究所）  野口貴文（東京大学） 
委 員 五十田博（京都大学生存圏研究所） 今本啓一（東京理科大学） 
    伊山 潤（東京大学）       加藤英雄（森林総合研究所） 
    兼松 学（東京理科大学）     椛山健二（芝浦工業大学） 
    後藤 治（工学院大学）      迫田丈志（堀江建築工学研究所） 
    高橋典之（東北大学）       田沼毅彦（都市再生機構） 
    中島史郎（建築研究所）      西脇智哉（東北大学） 
    沼田卓也（東京ソイルリサーチ）  濱崎 仁（芝浦工業大学） 
    原田佳幸（新日鐵住金）      日比野陽（広島大学） 
    藤田香織（東京大学）       前田匡樹（東北大学） 
    松本由香（横浜国立大学）     丸山一平（名古屋大学） 
    向井智久（建築研究所）      山田 哲（東京工業大学） 
    渡邊秀和（東京工業大学） 
 

研究の背景と

目的 

 
建築物の長期供用が指向される趨勢において，耐震設計に於いては材料の経年劣

化が，耐久設計に於いては地震による損傷が，それぞれ十分な形で考慮されている

とは言いがたい．すなわち構造材料の劣化現象の制御を目的とした耐久設計と，耐

震設計との連続性の確保は今後重要な課題であり，この問題は新築のみならず既存

建築物の性能評価にも関連することから喫緊のテーマである．  
本研究課題では， 木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造建築物において、それぞ

れの構造部材の構成材料が腐食・腐朽等により劣化した場合の耐力評価と，構造部

材性能評価としての経年劣化の取扱いについて調査・整理し，耐震設計と耐久設計

の融合に向けた不連続点の抽出を行う．その結果を踏まえ，今後，構造・材料分野

が分野を横断して注力すべき技術・研究開発の方向性について議論を深める． 
 

想定される 
成果物 

 
 本委員会の検討対象とする内容は材料分野と構造分野の境界領域にあたる。その

ため、活動は両分野の相互理解を深める事を重点に，構造分野からは主に地震によ

る建物被害に関する情報を，材料分野からは材料劣化の考え方に関する情報につい

て提供を行い相互理解を深める事を第一の目的として行った．その成果を報告書と

して（約 150 頁を予定），コンクリート系、鉄系、木質系それぞれの分野別にまと

めた．各系で問題となる事項が異なるため，報告書で重点を置いたポイントはそれ

ぞれの系で異なるが，以下の項目を共通題目として記述を行った。 
・地震による損傷と損傷を受けた建物の耐久性 
（地震により損傷を受けた部材がその後の建物の耐久性にどの様に影響するか） 
・経年による劣化と劣化を生じた建物の構造性能 
（経年により劣化を生じた部材の構造性能劣化をどのように評価するか） 
またコンクリート系については、2015 年 9 月に行った長崎県端島（通称 軍艦島）

の建物調査を紹介し、同島の建物に対して行われた長期性能および耐震性能評価の

具体的な情報を記載している。 
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2015 年度 
活動概要 

 
〇幹事会 2 回（9/6（日）、2/8（月）） 
〇全体委員会 2 回（6/25（金）、3/16（水）） 
〇その他 コンクリート系，鉄系，木質系 WG 数回（随時） 
 

課題 

 
本委員会で達成が不十分な項目 

・両分野（材料，構造）共同による研究実施：科研等の申請により共同研究を行う

ことを予定していたが十分な話し合いを行うことができなかった． 
・両分野にまたがる委員会等の継続：現在，長崎県端島の建物調査に関連する委員

会（軍艦島コンクリート系建築物の健全度調査小委員会）が設置されており，本

委員会のコンクリート系委員の多数が参加している．同委員会内で本件について

継続的な話し合いが行われることが望まれる． 
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津波火災対応型津波避難ビルの火災安全計画
［若手奨励］特別研究委員会

2014～2015年度調査研究関係委員会活動報告会 2016/03/22

＜委員＞
○西野智研 (建築研究所)

城 明秀 (竹中工務店)
高麗憲志 (神戸大学)
鈴木秀和 (日総試)

＜招聘研究者＞
近藤史朗 (清水建設)
関澤 愛 (東京理科大学)
野竹宏彰 (清水建設)
森山修治 (日本大学)

研究の背景と目的

津波避難ビル指定時の簡易基準
(RC/SRC造, 新耐震)

内閣府ガイドライン (2005)

①構造上の要件
・津波荷重の設定の合理化

②避難安全階
・想定浸水深の相当階の2階上

国交省技術的助言 (2011)

①東日本大震災の事例の整理
・津波火災により津波避難ビルで

どのようなことが起こっていたか

②現地調査による実態・課題の把握
・自治体へのヒアリング・意見交換
・津波避難ビルの現地調査

③津波火災を考慮した指定のあり方の提案
・自治体職員がどのようなことに

留意して指定を行えばよいのか

AIJ特委 (2014～2015)

補足 補足

≪耐地震・耐津波≫

≪耐地震・耐津波≫

≪耐津波火災≫

No. 検討課題

2014年度 2015年度

4-9月 10-3月 4-9月 10-3月

1 東日本大震災の事例の整理 ●

2 津波火災に対する考え方の整理 ● ●

3 自治体ヒアリング (三重県鈴鹿市) ●

4 津波避難ビルの現地調査 (三重県鈴鹿市) ●

5 自治体ヒアリング (高知県高知市) ●

6 津波避難ビルの現地調査 (高知県高知市) ●

7 報告書の作成 (自治体の防災担当者向け) ●

活動概要 活動成果

報告書の概要

 1章：背景と目的

 2章：過去の津波火災と津波避難施設への被害事例を解説

 3章：関連する既往のガイドラインの概要を解説

 4章：津波火災に対する安全性確保の考え方を提案

－ 基本的な考え方

－ 構造別(RC・SRC・S)の留意事項

－ 用途別の特徴と留意事項

 5章：まとめと今後の課題

報告書の配布

太平洋沿岸の139の自治体に送付

対津波火災設計WG (2016.4～)

火災安全設計小委員会傘下のWGへ

津波火災ハザードマップの検討と配置計画への展開

津波火災を考慮した火災安全設計手法の検討

今後の展開
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2015 年度 特別研究委員会 活動報告 
 

（2016 年 3 月 11 日作成） 

委員会名 津波火災対応型津波避難ビルの火災安全計画［若手奨励］特別研究委員会 

設 置 期 間 2014 年 4 月 ～ 2016 年 3 月 

委員構成 
（委員名（所属）） 

 
≪委員≫               ≪招聘研究者≫ 

高麗 憲志（神戸大学）        近藤 史朗（清水建設） 
城  明秀（竹中工務店）       関澤 愛 （東京理科大学） 
鈴木 秀和（日本建築総合試験所）   野竹 宏彰（清水建設） 
西野 智研（建築研究所）       森山 修治（日本大学） 

 

研究の背景と目的 

 
東北地方太平洋沖地震の後，陸上に氾濫を引き起こす規模の津波に対して

は，避難によって身を守る重要性が強く認識された。こうした巨大津波は，近

い将来にも発生することが予想されており，沿岸部の自治体を中心に，津波避

難計画の見直しが行われている。特に，高台までの避難に時間を要する地域で

は，堅固な中・高層建物を一時的な避難のための施設として利用する津波避難

ビルの指定や，津波避難タワーといった人工構造物の整備が進められてきた。

一方，東北地方太平洋沖地震では，津波の浸水域で火災（以降では，津波火災

と呼ぶ）が発生し，津波からの一時避難場所となった建物が，津波火災によっ

て被害を受け，中に避難していた人々が火災の危険に曝された事例が複数報告

されている。しかし，津波避難ビル等の指定要件を示した既往のガイドライン

では，地震や津波に対する構造安全性だけが考慮されており，津波火災の危険

性が考慮されていない。このため，津波避難ビルを指定する際，津波火災に対

する安全上，どのような点に留意して指定を行えばよいのかについては，考え

方の拠り所となる資料が存在しない状況にある。 
本委員会では，「津波火災に対する安全性を確保するため，どのような考え

方に基づいて津波避難ビルの指定を行えばよいのか」に関する提案を行い，津

波避難ビル指定の実務において参考となる資料の作成を目的とする。 
 

想定される成果物 
（具体的に） 

 
自治体の防災担当者向けに，津波火災を考慮した津波避難ビル指定の考え方を

整理した報告書 
 

2015 年度活動概要 

 
（1）自治体へのヒアリング調査と津波避難ビルの現地調査 

南海トラフ地震による津波被害が懸念される四国地方の自治体を対象に，津

波避難ビル指定の考え方や津波火災への対策について，聞き取りを行った。ま

た，津波避難ビルの現地調査を行い，津波火災に対する安全性の観点で，意見

交換を行った。 
 
（2）報告書の作成と自治体への配布 

自治体の防災担当者向けに，「津波火災に対する安全性を確保するため，ど

のような考え方に基づいて津波避難ビルの指定を行えばよいのか」を整理した

報告書を作成した。また，津波避難計画の見直しの参考になるよう，報告書を

南海トラフ地震による津波被害が懸念される太平洋沿岸の139の自治体に送付

した。 
 

2016 年度活動計画 ありません。 
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1

市街地大気汚染の環境影響評価手法検討
［若手奨励］特別研究委員会

活動報告
設置期間2014年4月～2016年3月

2016年3月22日

2

研究の背景と目的
汚染物質・熱の拡散など都市環境問題予測・評価
手法：

 建築分野ではCFDを用いた数多くの研究成果があり、
実務でも使用されている。

 環境影響評価では未だにプリュームモデルのような
古典的手法が用いられている。

煙突からの煙の拡散 ビルに囲まれた建設現場

3

本委員会の設置目的

 CFD解析の研究成果を反映した大気環境に関す
る環境影響評価手法を提案することを目指し、

 都市街区の移流・拡散問題に最新のCFD技術を適用し
た場合の予測精度や解析条件の差異が予測精度に与え
る影響について、調査検討を行うことを目的とした。

4

検討項目

 CFDを用いた都市大気拡散の予測精度検証
と課題の抽出。

 拡散問題を対象としたベンチマークテスト

 CFDを用いた拡散問題に関する研究の情報
収集

5

市街地大気汚染の環境影響評価手法検討委員会委員名簿

○委員長 □幹事

大学、公的機関、企業の研究者をメンバーとし、研究活動、情報収集を通し、情
報の共有、意見交換を行った。

池谷 直樹（九州大学 総合理工学研究院エネルギー環境共生部門）
姥浦 道生（東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻）
大風 翼 （東京工業大学大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻）
菊本 英紀（東京大学 生産技術研究所）
岸田 岳士（一般財団法人電力中央研究所 環境科学研究所）
今野 尚子（（株）竹中工務店 技術研究所 環境計画部）

□佐々木 澄（清水建設（株） 技術研究所）
佐藤 大樹（大成建設（株） 技術センター 建築技術研究所）

○白澤 多一（大妻女子大学 社会情報学部）
田畑 侑一（（株）大林組 技術研究所）
中尾 圭佑（一般財団法人 電力中央研究所 地球工学研究所）
挾間 貴雅（鹿島建設（株） 技術研究所）
樋山 恭助（山口大学 工学部感性デザイン工学科）

期間・実施状況

6

 2014年度4月から2015年度3月（2年間）
 全体委員会：7回実施（その他に幹事会を実施）

 委員の所属する機関におけるCFDを用いた拡
散問題への取り組みのヒアリングと意見交換

 「原子力分野でのCFDを用いた安全評価の確
立に向けた動き」についての勉強会を実施

 本建築学会・屋外空気環境小委員会の検証WG
と合同でベンチマークテストを企画、実施

 文献調査の結果やベンチマークテスト結果を
報告書にまとめた
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実施したベンチマークテスト

既に検証用データベースとしてWeb上で公開されてい
る以下の2種類の風洞実験結果を対象とした。

Case H：
1:1:2角柱建物モデル
後方床面ガス排出
（東京工芸大）

Case I：
立方体建物モデル
屋上面ガス排出
（産総研）

7

流れ場に係わる解析条件

解析領域 メッシュデータファイル(.msh)として配布

メッシュ分割

流入境界条件 風洞実験の流入条件から分布を表す近似
式を指定（U, k, ε）

側面・上空境界 対称条件

地表面 流入プロファイルから求められるz0を用い
た対数則

建物壁面境界 滑面対数則

流出境界 勾配ゼロ

移流項スキーム
（風速,ｋ,ε）

QUICK

乱流モデル Realizable k-εモデル

圧力・速度解法 SIMPLE（自作コードのみHSMAC）

8

AIJガイドラインに従って設定

拡散に関する解析条件：感度解析

ガス排出口分解能 1分割，○2分割，3分割

ガス排出口の乱れ
○乱れ有り（乱れ強さI：5％、長さス

ケールｌ=κ0.5L,Lは排出口径）,
乱れ無し

接近流の乱れ
実験値の0.5倍,○実験値,実験値の1.5

倍

移流項スキーム
（濃度）

○QUICK,一次風上

乱流シュミット数 0.5, ○0.7, 0.9

9

○：標準条件

流れ場の解析結果例（Case I）

U/UH V/UH W/UH TKE/UH
2

HR FAC2 HR FAC2 HR FAC2 HR FAC2 FB NMSE
0.59 0.77 0.78 0.92 0.60 0.86 0.38 0.73 -0.02 0.68 

10

U/UH k/UH
2

解析結果例（Case I）：Metrics

Case 排 出 口
分割数

流入k 排 出 口
乱れ

濃 度 ス
キーム

乱流シュ
ミット数

濃度のMetrics

FAC2 FB NMSE

I-F2-S(標準) 2 kexp 有 QUICK 0.7 0.71 -0.22 0.93

I-F1-S 1 kexp 有 QUICK 0.7 0.71 -0.21 0.90

I-F3-S 3 kexp 有 QUICK 0.7 0.70 -0.20 0.77

I-F2-I05 2 0.5kexp 有 QUICK 0.7 0.64 -0.19 1.88

I-F2-I15 2 1.5kexp 有 QUICK 0.7 0.69 -0.18 1.12

I-F2-E0 2 kexp 無 QUICK 0.7 0.67 -0.22 0.89

I-F2-UP 2 kexp 有 1次風上 0.7 0.68 -0.13 0.65

I-F2-C05 2 kexp 有 QUICK 0.5 0.68 0.02 0.32
I-F2-C09 2 kexp 有 QUICK 0.9 0.69 -0.38 1.89

11

散布図(I-F2-S：標準ケース)

COST732による判定基準
の参考値
FAC2>0.5  |FB|<0.3   
NMSE<4

まとめ
 都市街区の移流・拡散問題にCFD技術を適用し

ていくことを目指し、解析条件の差異が予測精度
に及ぼす影響について、検討を行った。

 本委員会の活動の成果を報告書としてまとめた。

=＞2015年度日本建築学会大会に投稿した。

 残された課題
 街区や都市を対象としたベンチマークテスト

 非等温条件のベンチマークテスト

 Large-Eddy Simulationのベンチマークテスト

など

12

70



2015 年度 特別研究委員会 活動報告 
 

（2016 年 3 月 11 日作成） 

委員会名 市街地大気汚染の環境影響評価手法検討委員会 

設 置 期 間 2014 年 4 月 ～ 2016 年 3 月 

委員構成 
（委員名（所属）） 

委員長 白澤多一（大妻女子大学社会情報学部） 
幹 事 佐々木澄（清水建設㈱技術研究所） 
委 員 池谷直樹（九州大学総合理工学研究院エネルギー環境共生部門） 

姥浦道生（東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻） 
大風 翼 （東京工業大学大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻）

菊本英紀（東京大学生産技術研究所） 
岸田岳士（一般財団法人電力中央研究所環境科学研究所） 
今野尚子（（株）竹中工務店技術研究所環境計画部） 
佐藤大樹（大成建設（株）技術センター建築技術研究所） 
田畑侑一（（株）大林組技術研究所） 
中尾圭佑（一般財団法人電力中央研究所地球工学研究所） 
挾間貴雅（鹿島建設（株）技術研究所） 
樋山恭助（山口大学工学部感性デザイン工学科） 

 

研究の背景と目的 

大陸からの黄砂や PM2.5 の飛来など大気・熱の移流・拡散問題への関心は非常

に高い。汚染物質や熱の拡散など都市環境問題の予測に関して、建築分野では

Computational Fluid Dynamics(以下 CFD)を用いた多くの研究成果があるものの、

環境影響評価では未だにプリュームモデルのような古典的手法が用いられてお

り、CFD の適用には多くの課題が残されている古くて新しい研究課題である。

 本委員会では、このような背景のもと、建築分野の CFD 技術の研究成果を反

映した大気環境に関する環境影響評価手法を提案することを目指して、都市街区

の移流・拡散問題に CFD 技術を適用した場合の予測精度や解析条件の差異が予

測精度に与える影響について、調査検討を行なうことを目的とした。 
 

想定される成果物 
（具体的に） 

本委員会で行った各委員の所属機関における拡散問題に関する取り組みのヒ

アリング調査、拡散問題に関する既往の研究の文献調査、建物周りの拡散問題に

関するベンチマークテスト結果をまとめた報告書が成果物となる。 
 
 

2015 年度活動概要 

2015 年度は昨年度企画したベンチマークテストに引き続き取り組み、各委員

が実施した計算結果と風洞実験結果の比較を行い、その予測精度や解析条件が予

測精度に与える影響について分析を行なった。また拡散解析への CFD 技術の適

用に関する情報収集も継続して行なった。これらの結果を報告書としてまとめ

た。 
なお、建物周りの拡散問題に関するベンチマークテストの結果は 2015 年度日

本建築学会大会（関東）のオーガナイズドセッションへ投稿している。 
 

2016 年度活動計画 

 
 
 
なし 
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（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 31 日作成） 

委員会名 構造委員会 委員長名：緑川光正 

運営委員会数 13 

小委員会数 70 

WG 数 79 

予算総額 22,362,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数 7 点 

１．『建築技術者のためのガイドブック：小規模建築物を対象とした地盤・基礎』

２．『やさしくわかる建物振動制御』 

３．『鋼構造制振設計指針』 

４．『乗入れ構台設計・施工指針』 

５．『建築物の耐衝撃設計の考え方』 

６．『プレストレストコンクリート造建築物の性能評価型設計施工指針(案)・同
解説』 

７．『建築物荷重指針・同解説』 

講習会 

講習会数 8 回（16 会場＋e ラーニング） 

１．講習会「鋼構造制振設計指針」 参加者数：東京226名・大阪125名

２．講習会「乗入れ構台設計・施工指針」 参加者数：東京 96名・大阪 46名

３．講習会「建築物の耐衝撃設計を考える」 参加者数：東京148名

４．講習会「プレストレストコンクリート造建築物の性能評価型設計施工指針」
 参加者数：東京138名・大阪 88名

５．2014年度支部共通事業「建築物荷重指針」改定講習会 
 参加者数：東京523名・札幌 38名・仙台 57名・名古屋120名・金沢 27名・
 大阪175名・高知 34名・広島 54名・福岡 86名

６．e ラーニング講習会「鋼構造設計規準 －許容応力度設計法」 
 2014年4月1日～2015年3月31日間の参加者数： 4名

７．e ラーニング講習会「仮設構造物計画の手引き」 
 2014年4月1日～2015年3月31日間の参加者数： 25名

８．e ラーニング講習会「地盤アンカーの設計・施工に関する Q&A」 
 2014年4月1日～2015年3月31日間の参加者数： 2名

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数 9 回（うち 1 件は他の委員会と共同開催） 

１．第60回構造工学シンポジウム（日本学術会議関連事業） 参加者数：418名
『同名資料』 
『構造工学論文集Vol.60B』 

２．シンポジウム「建物の振動制御技術の普及と発展」 参加者数： 53名
『同名資料』 

３．第34回地盤震動地域交流会（2014）  参加者数： 85名

４．「シェル･空間構造」セミナー2014：コンクリートシェルの構造設計に関す
る動向と将来展望 参加者数： 83名
『同名資料』 
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５．コロキウム「構造形態の解析と創生2014」（［情報システム技術委員会］アルゴリズ

ミック･デザイン応用小委員会と共同開催） 参加者数： 68名
『同名資料』 

６．第 1 回シェル･空間構造チュートリアルセミナー「空間構造の耐震設計」 
『同名資料』  参加者数： 48 名

７．第42回地盤震動シンポジウム「東北地方太平洋沖地震後の想定巨大地震と予
測地震動を考える －巨大地震に備えるための地盤震動研究（その4）」 
『同名資料』 参加者数：137名

８．第 2 回シェル･空間構造チュートリアルセミナー「空間構造の最適化と制御」
『同名資料』  参加者数： 41 名

９．シンポジウム「鉄筋コンクリート部材における性能評価の現状と将来」 
『同名資料』 参加者数：117名

大会研究集会 

研究集会数 10 回 

１．研究協議会：兵庫県南部地震から20年 －建築構造のその後と展望 
『構造部門研究協議会資料：同上』 

２．PD：新潟地震から50年 －液状化地盤における基礎構造耐震設計の進展と課題 
『構造部門(基礎構造)パネルディスカッション資料：同上』 

３．PD：木造から木質構造へ －10の理論、10の技術 
『構造部門(木質構造)パネルディスカッション資料：同上』 

４．PD：塑性設計法が魅せる新たな世界 －鋼構造塑性設計指針の改定に向けて 
『構造部門(鋼構造)パネルディスカッション資料：同上』 

５．PD：既存中層 RC 建築物の等価線形化法による耐震性能評価法 
『構造部門(RC 構造)パネルディスカッション資料：同上』 

６．PD：FRP 材を用いた合成構造に関する動向と将来への展望 
『構造部門(SCCS)パネルディスカッション資料：同上』 

７．PD：オリンピック競技施設の構造デザイン 
『構造部門(シェル･空間構造)パネルディスカッション資料：同上』 

８．PD：大地震おける地盤-基礎-建物系の応答評価の現状と課題 －兵庫県南部地

震から20年を迎えるにあたって 
『構造部門(振動)パネルディスカッション資料：同上』 

９．PD：海外組積造住宅の地震災害軽減化とその課題 
『構造部門(壁式構造)パネルディスカッション資料：同上』 

10．PD：原子力発電所建築物の寿命を考える 
『構造部門(原子力建築)パネルディスカッション資料：同上』 

主な活動 
問題点等 

本委員会は、わが国の建築を支える「構造」「計画・意匠」「環境」の一翼を担

い、建築構造に係わる研究者・実務者達が集う場として機能し、傘下に13運営委

員会を擁する本会最大の常置調査研究委員会である。2009年度以来、建築構造に

関する研究開発【先進】、研究成果の社会還元【普及】、構造分野間の横断的な取

り組み【融合】を掲げて活動している。 
「構造委員会－これからの活動」（2011.9）に記したアクションプラン(A)若年層

の構造への誘い、(B)めりはりのある出版に、2013年度から(C)規準・指針類の

国外情報発信を加えた。(A)では、2012年度以来続く「構造デザイン探訪ツアー」

を2014年度大会前日に大会実行委員会主催で実施した。また、2014年度技術部

門設計競技「自然物の優れた力学的特性を取り入れた新たな構造デザイン」を実

施した。(B)では、時宜を得た出版・改定(訂)と品質維持をめざし、出版予定で

ある規準・指針 4件の原稿本文を本会HPに掲載して会員からの意見を広く募る

とともに、出版物の査読や評価を実施した。さらに『東日本大震災合同調査報告：

建築編2・3・5』を刊行した。(C)では、鋼構造、鋼コンクリート合成構造、免

震構造、仮設構造関連の規準・指針の英文化を引き続き行った。また、【融合】

への取り組みの一環として構造分野間の情報交換の機会を設けた。 
今後とも、東日本大震災をはじめとする巨大災害の軽減を図るための調査研究

を継続し、社会と国民そして世界の安全・安心に貢献したい。 
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（委員会活動報告会用） 

2015 年度 委員会活動成果報告 
 

（2016 年 3 月 22 日作成） 

委員会名 構造委員会 委員長名：緑川光正 

運営委員会数 13 

小委員会数 78 

WG 数 76 

予算総額 24,252,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数  7 点 

１．『近接山留めの手引き』 
２．『建築基礎構造設計のための地盤評価・Q&A』 
３．『壁式鉄筋コンクリート造設計・計算規準・同解説』 
４．『鋼構造環境配慮設計指針(案) ―部材リユース』 
５．『原子力施設における建築物の維持管理指針・同解説』 
６．『建築物荷重指針を活かす設計資料 1』 
７．『地盤震動と強震動予測 ―基本を学ぶための重要項目』 

講習会 

講習会数 10 回（12 会場＋e ラーニング） 

１．講習会「近接山留めの手引き」 参加者数：東京182名
２．講習会「建築基礎設計のための地盤評価・Q&A」 
  参加者数：東京224名・大阪112名
３．講習会「壁式鉄筋コンクリート造設計・計算規準」 
 参加者数：東京223名・大阪 90名・名古屋 71名・福岡 65名
４．講習会「鋼構造環境配慮設計指針 ―部材リユース」 参加者数：東京 77名
５．講習会「原子力施設における建築物の維持管理指針」 参加者数：東京146名
６．講習会「建築物荷重指針を活かす設計資料 1」 
 参加者数：東京194名・大阪  92名
７．講習会「地盤震動と強震動予測 ―基本を学ぶための重要項目」 
 参加者数：東京253名
８．e ラーニング講習会「鋼構造設計規準 ―許容応力度設計法」 
 2015年4月1日～2016年3月22日間の参加者数： 6名
９．e ラーニング講習会「仮設構造物計画の手引き」 
 2015年4月1日～2016年3月22日間の参加者数： 12名
10．e ラーニング講習会「地盤アンカーの設計・施工に関する Q&A」 
 2015年4月1日～2016年3月22日間の参加者数： 10名

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数 10 回（うち 1 件は他の委員会と共同開催） 

１．第61回構造工学シンポジウム（日本学術会議関連事業） 参加者数：369名
『同名資料』 
『構造工学論文集Vol.61B』  

２．第35回地盤震動地域交流会（2015） 参加者数： 79名
３．コロキウム「構造形態の解析と創生2015」（［情報システム技術委員会］アルゴリズ

ミック･デザイン小委員会と共同開催） 参加者数： 87名
『同名資料』  

４．第43回地盤震動シンポジウム「1995年兵庫県南部地震から20年間の地盤震動
関連研究の発展と今なお残る課題」 参加者数：154名
『同名資料』 
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５．鋼構造耐火設計シンポジウム（2015）「鋼構造耐火設計指針の次回改定に向
けての新提案」 参加者数： 29名
『同名資料』 

６．「シェル・空間構造」セミナー2015 空間構造の地震応答と耐震設計：研究の
現状と展望 参加者数： 76名
『同名資料』  

７．シンポジウム「建築物を取り巻く衝撃問題 ―人災（衝突・爆発）、天災（津波・竜

巻）、テロへの備え」  参加者数： 87名
『同名資料』   

８．鉄筋コンクリート構造シンポジウム（その2）「RC基礎部材と上部構造部材
における性能評価の現状と将来」 参加者数：114名
『同名資料』  

９．シンポジウム「東日本大震災から 5 年 ―建築振動工学の到達点と残された課題」 
『同名資料』  参加者数：195名

10．RC規準改定に関するシンポジウム 参加者数：127名
『同名資料』 

大会研究集会 

研究集会数 9 回 

１．PD：「最適設計」の過去・現在・未来 
『構造部門(応用力学)パネルディスカッション資料：同上』 

２．PD：建築物の津波荷重に関する新たな研究の方向性を探る 
『構造部門(荷重)パネルディスカッション資料：同上』 

３．PD：大地震における地盤と基礎構造の諸問題と耐震設計 
『構造部門(基礎構造)パネルディスカッション資料：同上』 

４．PD：巨大海溝型地震・内陸地震に対する鋼構造の取り組み 
『構造部門(鋼構造)パネルディスカッション資料：同上』 

５．PD：RC 構造設計の現状と課題 ―阪神･淡路大震災から20年の歩み 
『構造部門(RC 構造)パネルディスカッション資料：同上』 

６．PD：プレストレストコンクリートの今後の新しい可能性を探る 
『構造部門(PC 構造)パネルディスカッション資料：同上』 

７．PD：合成構造の国際化に向けて 
『構造部門(SCCS)パネルディスカッション資料：同上』 

８．PD：空間構造の設計・解析・施工の最近の発展 
『構造部門(シェル･空間構造)パネルディスカッション資料：同上』 

９．PD：大振幅予測地震動を耐震設計にどう取り込むか 
『構造部門(振動)パネルディスカッション資料：同上』 

主な活動 
問題点等 

本委員会は、わが国の建築を支える「構造」「計画・意匠」「環境」の一翼を担

い、建築構造にかかわる研究者・実務者達が集う場として機能し、傘下に13運営

委員会を擁する本会最大の常置調査研究委員会である。2009年度以来、建築構造

に関する研究開発【先進】、研究成果の社会還元【普及】、構造分野間の横断的な

取り組み【融合】を掲げて活動している。 
「構造委員会－これからの活動」（2011.9）に記したアクションプラン(A)若年層

の構造への誘い、(B)めりはりのある出版に、2013年度から(C)規準・指針類の

国外情報発信を加えている。(A)では、2012年度以来続く構造デザイン関係の見

学会を2015年度大会前日に大会実行委員会主催で実施した。また、2016年度技

術部門設計競技「木質材料・木質構造の可能性を最大に引き出す建築－さらなる

高層化、大規模化、環境配慮など、新たな展開」を企画立案した。(B)では、時

宜を得た出版・改定(訂)と品質維持をめざし、出版予定である規準・指針 2件の

原稿本文を本会HPに掲載して会員からの意見を広く募るとともに、出版物の査

読や評価を実施して 7件を刊行した。さらに『東日本大震災合同調査報告：建築

編 1・4』を刊行した。(C)では、鋼構造、鉄筋コンクリート構造、鋼コンクリー

ト合成構造関連の規準・指針の英文化を引き続き行った。また、【融合】として

構造本委員会で随時、分野間の情報交換を行った。 
今後とも、東日本大震災をはじめとする巨大災害の軽減を図るための調査研究

を継続し、社会と国民そして世界の安全・安心に貢献したい。 
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　　　　　　　　2016年3月22日現在

「都市機能の維持・回復のための調査・研究」研究監視委員会

木質構造災害ＷＧ

鋼構造関連規準・指針の英文化小委員会

火災性状・温度解析ＷＧ

鋼材高温特性ＷＧ

鋼構造環境小委員会

鋼構造塑性設計小委員会

鋼構造接合小委員会 鋼構造柱脚ＷＧ

梁端混用接合ＷＧ

鋼構造運営委員会

鋼構造素材小委員会 鋳鉄検討ＷＧ

鋼構造制振小委員会

鋼構造耐火設計小委員会

小規模木質制振構造ＷＧ

木質構造の振動障害に関する小委員会 木質構造振動障害データ解析ＷＧ

鋼構造座屈小委員会 座屈崩壊型鋼構造部材の性能評価ＷＧ

木質構造運営委員会

木質構造材料・接合部の変形破壊小委員会 木質構造変形破壊資料活用検討ＷＧ

大規模木質構造設計法小委員会

伝統的木造構法の構造要素設計法小委員会

耐震要素・構造システム評価小委員会 木質ラーメン設計法ＷＧ

地震時土圧ＷＧ

液状化地盤における基礎設計小委員会

地盤評価刊行小委員会

木質材料強度検証ＷＧ

木質構造設計規準改定案作成小委員会

ＣＬＴ構造設計資料作成小委員会

基礎構造運営委員会

基礎構造の地震力評価ＷＧ

直接基礎ＷＧ

擁壁ＷＧ

基礎構造の施工管理ＷＧ

異種基礎ＷＧ

コンクリート杭の耐震性能ＷＧ

鋼管杭性能評価ＷＧ

杭基礎の鉛直挙動検討小委員会 杭鉛直ＷＧ

パイルド・ラフト基礎の支持力検討小委員会

建築基礎構造設計指針改定小委員会 基礎構造の計画ＷＧ

津波荷重小委員会 津波荷重シミュレーションＷＧ

小規模建築物・宅地地盤小委員会

杭の耐震設計小委員会 水平地盤反力ＷＧ

杭基礎の終局状態ＷＧ

構造本委員会
固定・積載荷重小委員会

建築物の減衰機構とその性能評価小委員会 実測データベース検討ＷＧ

設計適用検討ＷＧ

地震時振動特性検討ＷＧ

荷重運営委員会
風疲労ＷＧ

実大ストームシミュレータ検討ＷＧ

雪荷重・対雪設計小委員会 降雨を伴う雪荷重の評価ＷＧ

温度荷重小委員会

地震荷重外力小委員会

風荷重小委員会 設計風速ＷＧ

風力係数・風圧係数ＷＧ

風応答ＷＧ

ＣＦＤガイドラインＷＧ

耐衝撃性能評価小委員会 耐衝撃設計法活用検討ＷＧ

強非線形問題の理論と応用小委員会

荷重指針関連資料編集ＷＧ

信頼性工学利用小委員会 信頼性工学動向調査研究ＷＧ

2015年度構造委員会　組織図

構造工学論文集編集小委員会

構造設計・解析の最適化理論応用小委員会

応用力学運営委員会

不整形構造物のモデリング検討小委員会

構造物のレジリエンス評価小委員会
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鉄筋コンクリート厚肉壁式床壁構造設計指針作成小委員会 ＲＣ厚肉床壁接合部の構造性能検討ＷＧ

原子力建築
運営委員会

原子力耐震性能評価小委員会 耐震裕度評価ＷＧ

原子力建築物維持管理小委員会 維持管理指針改定準備ＷＧ

壁式構造運営委員会

既存補強コンクリートブロック造耐震性能評価指針検討小委員会

壁式鉄筋コンクリート造設計・計算規準検討小委員会 壁式ＲＣ構造解析モデルＷＧ

海外組積造耐震化小委員会

山留め設計ＷＧ

地下水・周辺影響ＷＧ

期限付き建築物構造性能小委員会

鉄筋コンクリート組積造構造設計･計算規準原案作成ＷＧ

地盤アンカー施工ＷＧ

仮設構造計画小委員会

仮設構造運営委員会
山留め指針小委員会 近接山留めの手引き編集ＷＧ

山留め計画・管理ＷＧ

強震観測小委員会 強震観測成果普及検討ＷＧ

構造モニタリング小委員会

地盤アンカー指針改定小委員会 地盤アンカー設計ＷＧ

地盤構造モデル評価ＷＧ

振動運営委員会
地盤基礎系振動小委員会 動的相互作用効果編集ＷＧ

免震構造小委員会 免震観測記録分析ＷＧ

建物の振動制御性能評価小委員会

構造形態創生小委員会

大振幅予測地震動に対する耐震設計法検討小委員会 南海トラフ巨大地震に対する耐震設計検討ＷＧ

地盤震動小委員会 強震動作成手法ＷＧ

衝撃作用連成問題小委員会

空間構造における数値解析小委員会

ケーブル・膜構造小委員会 ケーブル指針改定編集ＷＧ

シェル・空間構造
運営委員会

耐震診断・改修小委員会

ＲＣシェル構造小委員会

構造設計小委員会

柱ＲＣ梁Ｓ混合構造設計小委員会

鋼・コンクリート機械的ずれ止め小委員会

シェル・空間構造ホームページＷＧ

国際学術交流ＷＧ

ラチスシェル屋根構造設計指針小委員会

立体骨組構造小委員会 柔および剛な立体構造の形態と力学特性ＷＧ

ＳＲＣ規準英文化ＷＧ

合成構造規準国際標準化検討小委員会

鋼コンクリート合成
構造運営委員会

ＣＥＳ構造性能評価指針検討小委員会

ＣＦＴ構造計算規準小委員会

ＦＲＰ合成構造の建築への適用性検討小委員会

既存中層ＲＣ建物の耐震性能評価指針作成小委員会 既存評価法ＷＧ

既存評価例作成ＷＧ

ＰＣ耐震設計小委員会
プレストレスト

コンクリート構造
運営委員会

ＰＣ規準指針小委員会 ＰＣ材料・施工ＷＧ

ＰＣ部材構造性能評価小委員会 ＰＣ実験データベースＷＧ

ＰＣ常時荷重設計法小委員会

柱梁接合部性能評価ＷＧ

保有水平耐力計算規準対応小委員会

鉄筋コンクリート部材性能小委員会 ＲＣ部材性能調査ＷＧ

ＲＣ基礎構造部材の耐震設計ＷＧ

応答スペクトルによる耐震設計法改定案検討ＷＧ

応答スペクトルによる耐震性能評価指針設計例作成ＷＧ

鉄筋コンクリート構造
運営委員会

応答スペクトルによる耐震性能評価ＷＧ

梁柱部材性能評価ＷＧ

壁部材性能評価ＷＧ

ＲＣ規基準の英文化ＷＧ

過大外力対応課題検討ＷＧ

ＲＣ構造大会検討ＷＧ

ＲＣ規準改定小委員会

応答スペクトルによる耐震設計小委員会 応答スペクトルによる耐震性能評価指針案作成ＷＧ
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構造本委員会

役職 氏名 所属

委員長 緑川 光正 北海道大学大学院　工学研究院建築都市空間デザイン部門

幹事 加藤 研一 小堀鐸二研究所　地震地盤研究部

幹事 塩原 等 東京大学　工学系研究科建築学専攻

幹事 竹脇 出 京都大学　工学研究科建築学専攻

五十田 博 京都大学　生存圏研究所

伊藤 優 （株）日本設計　構造設計群

井上 正文 大分大学工学部福祉環境工学科／建築コース 工学部福祉環境工学科

植松 康 東北大学　大学院工学研究科都市・建築学専攻

甲斐 芳郎 高知工科大学　システム工学群

北山 和宏 首都大学東京　都市環境学部建築都市コース

串山 繁 北海学園大学　工学部建築学科

倉本 洋 大阪大学　大学院工学研究科地球総合工学専攻建築工学部門

小林 克巳 福井大学　工学部建築建設工学科

佐藤 秀人 日本大学　短期大学部建設学科

高田 毅士 東京大学　大学院工学系研究科建築学専攻

竹内 徹 東京工業大学　建築学専攻

田島 祐之 アシス（株）　研究科

多田 元英 大阪大学　大学院工学研究科地球総合工学専攻（建築工学部門）

勅使川原 正臣 名古屋大学大学院　環境学研究科都市環境学専攻

時松 孝次 東京工業大学　理工学研究科建築学専攻

西山 峰広 京都大学　工学研究科建築学専攻建築構法学講座

藤井 大地 近畿大学工学部　建築学科

前田 亮 国土交通省住宅局建築指導課

丸田 誠 島根大学大学院　総合理工学研究科　建築・生産設計工学領域

宮本 裕司 大阪大学大学院工学研究科　地球総合工学専攻建築工学部門

武藤 厚 名城大学　理工学部建築学科

元結 正次郎 東京工業大学　大学院人間環境システム専攻

合計 27名
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2014 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

（2015 年 3 月 10 日作成） 

委員会名 建築教育委員会 委員長名：石川 孝重 

運営委員会数  

小委員会数 2 

WG 数 14 

予算総額  785,000 円 

刊行物 
 

刊行点数 1 点 

まち建築 まちを生かす 36 のモノづくりコトづくり 

講習会 
講習会数 0 回 

 

催し物 

催し物数  2 回 

1．第 45 回工業高校建築教育研修会                  参加者数  38 名 
  （資料名）   同上    
 
2． 第 14 回建築教育シンポジウム『まち建築：まちを生かす 36 のモノづくり 

コトづくり』                                        参加者数  25 名 

大会研究集会 

研究集会数   1 回 

1．大学・企業における BIM への取り組みと教育の現状 
   （資料なし） 

主な活動 
問題点等 

 

当該年度は、日本建築学会大会（近畿大会） 建築教育部門 研究懇談会「大

学・企業における BIM への取り組みと教育の現状」を、神戸大学にて開催した。

BIM に取り組んできている大学および企業等から、現状に至るまでの取り組み

過程、成果および社内教育について発表し、大学建築教育全般および建築設計教

育への要望等を中心に討論がなされた。また、2013 年 BIM 教育調査 WG で取

り組んだ企業の BIM 現状および社内 BIM 教育等へのアンケート調査の概略

も発表した。来場者数も多く、活況であった。 
 また第 14 回 建築教育シンポジウムを開催した。本シンポジウムでは、午前

の第１部では教育委員会における各小委員会・WG の活動状況について報告が行

われた。午後からの第２部では上記刊行物のとりまとめを行った伊藤香織主査の

講演が行われた。また第３部では建築教育に関する応募論文の講演会として計４

件の研究報告がなされた。会場からも活発な討論が行われた。 
 傘下の多くの WG ではさまざまな活動が行われているが、書籍出版の形で成果

をあげることができた。各 WG が頻繁に、かつ成果を着実に上げられるようサポ

ートしていくことが本委員会の課題である。来年度の課題としては、引き続き建

築教育シンポジウムの活性化に取り組む計画である。 
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2015 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

（2016 年 3 月 8 日作成） 

委員会名 建築教育委員会 委員長名：元岡 展久 

運営委員会数 0 

小委員会数 2 

WG 数 7 

予算総額  795,000 円 

刊行物 
 

 

 

講習会 
講習会数 0 回 

 

催し物 

催し物数  3 回 

1．第 46 回工業高校建築教育研修会                  参加者数  36 名 
  （資料名）   同上    
 
2．建築設計技術者教育・育成シンポジウム                 参加者数  56 名 
 
 
3．第 15 回建築教育シンポジウム                          参加者数  33 名 

大会研究集会 

研究集会数   1 回 

1．建築教育におけるワークショップの方法論とその意義 
   （資料なし） 

主な活動 
問題点等 

 

 建築学会大会では、研究懇談会「建築教育におけるワークショップの方法論と

その意義」を開催した。興味深い試みの実践者を交え、その事例報告をもとに教

育方法やその効果を検討した。今後増えるアクティブラーニングや PBL などの

教育の試みの運営上の実際的な問題点が活発に議論された。 

 10 月に開催した建築設計技術者教育・育成シンポジウムでは、業種と職能の二

つの視点から現在の技術者・技能者人材育成の課題を検討した。ゼネコン、設計

事務所、ハウスメーカなどで人材育成に関わる多くの人が参加し活況であった。

 建築教育シンポジウムでは、教育委員会における各小委員会・WGの活動状況に

ついて報告が行われたのち、建築教育研究に関する応募論文 8件の研究発表がな

された。会場からも活発な討論が行われた。 

 委員長もかわり新しい体制となった 1 年目である。傘下の WG はその組織体制

作りが主となる活動であった。建築の分野を広くカバーするために、もう少し多

くの WG を立ち上げる必要があると考えている。WG の活動を活発化させるととも

に、引き続き建築教育シンポジウムでは、子どもを対象とした建築教育の課題に

取り組む計画である。 
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建築教育調査ＷＧ

2015年度　建築教育委員会組織図

建築教育本委員会

防災教育ＷＧ

コミュニティ・地域再生ＷＧ

建築手法・技術小委員会　

建築将来検討小委員会

ＢＩＭ設計教育ＷＧ 　

高校建築教育調査研究ＷＧ　

建築技術・技能ＷＧ

材料教育ＷＧ
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職名 委員名 所属
委員長 元岡 展久 お茶の水女子大学　人間文化創成科学研究科

幹事 長澤 夏子 お茶の水女子大学　基幹研究院自然科学系　生活科学部人間・環境科学科

幹事 平田 京子 日本女子大学　家政学部住居学科

阿部 俊彦 早稲田大学　都市・地域研究所

阿部 浩和 大阪大学　サイバーメディアセンター

石川 孝重 日本女子大学　住居学科

浦江 真人 東洋大学　理工学部建築学科

小林 正美 明治大学　理工学部建築学科

澤田 英行 芝浦工業大学システム理工学部　環境システム学科建築設計情報研究室

妹尾 理子 香川大学　教育学部

田口 純子 東京大学　先端科学技術研究センター　人間支援工学分野

田村 雅紀 工学院大学　建築学部建築学科

富樫 豊 ＮＰＯ地域における知識の結い

根岸 俊行 群馬県立桐生工業高等学校　建設科

安福 健祐 大阪大学　サイバーメディアセンター　サイバーコミュニティ研究部門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計15名

建築教育本委員会
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2014 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

 （2015 年 3 月 13 日作成） 

委員会名  都市計画委員会 委員長名：有賀 隆 

運営委員会数  

小委員会数 10 

WG 数 9 

予算総額 3,258,000 円 

刊行物（シンポジウ

ム資料等は除く） 

刊行点数 0点 

 

 

講習会 
講習会数 0回 

 

催し物 

催し物数 10 回 

１．シンポジウム「被害想定をどう読み解き、減災の取り組みにどう活かすか」 

       （資料名）同上               参加者数 44 名

２．第 24 回景観ルックイン「阪神・淡路大震災から約 20 年、神戸の景観まちづ 

くり」                         参加者数 35 名

３．第 18 回 情報交流シンポジウム「キャンパスの創造的再生に寄与するデザイン

とマネジメント」                   参加者数 65 名

４．「先進的な土地利用計画の事例見学－明石市における生産緑地地区の指定」 

参加者数 13 名

５．シンポジウム「環境まちづくり最前線－現在の到達点と今後の展望－」  

（資料名）同上                   参加者数 18 名

６．公開研究会「景観法１０年の検証Ⅱ－景観行政の課題と展望－」 

参加者数 37 名

７．シンポジウム『首都直下地震』：被害想定をどう読み解き、実際に起こり得る

現象をどう理解すべきか～想像力を深めるべき災害事象」 参加者数 79 名

 

８．公開研究会「住環境を価値づけるための不動産的視点」  参加者数 42 名

 

９.国際シンポジウム「都市縮小対策の国際的展望 ?土地利用計画、 レジリエンス、

グリーンインフラストラクチャー?」                 25 名 

 

10．第 9回住宅系研究報告会                 参加者数 48 名

 （資料名）住宅系研究報告会論文集 9 

  ※農村計画委員会  建築計画委員会、建築社会システム委員会と共催  

大会研究集会 

研究集会数 3 回 

1.研究協議会：地域ガバナンスと都市デザインマネジメント－次世代のインセン 

ティブ 

  （資料名） 同上 

2.研究懇談会：環境まちづくり最前線－東日本大震災および福島原発事故後の動 

向を中心に－ 

   （資料名） 同上 

3．ＰＤ：地方都市の「駅」を中心とした市街地再生手法 

    （資料名） 同上 
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活動問題点等 

1)今年度、4小委員会の任期満了に合わせ、若手グループからの提案奨励を含め、

新設の小委員会とＷＧのテーマ公募制を導入した。公募に際し、設置目標と出版

等の成果公表計画を予め明確にした条件下での新小委員会・ＷＧの新設（2015

年度から）を行った。 

2)本委員会への予算配分方法の下、昨年度比で概ね10%の減額予算となり、活動の

質を維持するための委員会運営に苦慮したが、各小委員会の尽力のお蔭で、多彩

な活動が実施された。 

3)ストレージを利用した本委員会、幹事会等のペーパーレス化を開始し、混乱なく

委員会を運営できた。 

4)学術推進委員会における大会時の「若手優秀発表」の実施要領策定を受け、2014

年度から都市計画分野での大会発表における若手優秀発表選考の実施内規を策

定し、これを実施した。効果的な運営と平等性に配慮した実施の工夫を検討し内

規化した。当該大会での梗概発表後、セッション毎の審査結果を基に、22題に対

し若手優秀発表が決定され、証書が送られた。 

5)小委員会のホームページの内容を定期的に確認し、ＨＰを通じた活動情報公開の

充実化を進めた。 

6)東日本大震災からの復興支援ならびに防災都市計画分野の研究活動では、本委員

会に設置されている「地域防災・復興小委員会」＋「企画戦略小委員会・東日本

大震災合同調査報告書・都市計画委員会担当巻編集ＷＧ」が中心となり、学会本

部に設置されている「東日本大震災報告書編集委員会」／「災害委員会」／「巨

大災害からの回復力が強いまちづくり特別調査委員会」（2013）／「東日本大震

災における実効的復興支援の構築に関する特別調査委員会」（2014）などと密接

に連携しながら活動を継続し、学会としての復興支援、防災都市計画研究に貢献

した。 

7)大会研究協議会（H26）「地域ガバナンスと都市デザインマネジメント〜次世代の

インセンティブ〜」（参加者167名）については、企画戦略小委員会・研究協議会

企画ＷＧが中心となり、都市計画の分野融合の視点から企画、開催した。本研究

協議会は、成熟した都市における市民社会時代の都市デザインのアプローチを、

新しいインセンティブの視点から捉え直し、先進的な取り組みを基に研究討論し

たものであり、そのテーマ設定や事例報告の適時性が参加者からも高く評価さ

れ、2014年度の大会ベスト10（9位）に入る参加者数であった。当該協議会の資

料集も即完売（300部）し、学会活動を広く社会にアピールすることに貢献した。 
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2015 年度 委員会活動成果報告 

 
（2016 年 2 月 17 日作成） 

委員会名 都市計画委員会 委員長名：有賀 隆 

運営委員会数  

小委員会数 10 

WG 数 8 

予算総額  2,947,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数    0 点 

 

講習会 
講習会数    0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数    6 回 

１.第 25 回景観ルックイン「江の島・湘南海岸における藤沢市の景観まちづくり」

参加者数 35 名 
２. 第 19 回 情報交流シンポジウム「地域との連携による大学キャンパスの創造」

                                                   参加者数 73 名

３.「観光まちづくり」を問い直す-まちづくりと観光事業の接点をさぐる-｣   

                               参加者数 29 名

４. サステイナブルキャンパス評価システムに関する研究会 参加者数 22 名 
５.公開研究会「景観法 10 年の検証Ⅲ -景観行政の課題と展望-」参加者数 46 名

６.超高齢化社会における歴史都市の住生活まちづくり－市街地住宅と住環境整 
備のソフト・ハード－                                    参加者数 15 名

大会研究集会 

研究集会数    3 回 

１.研究協議会：「時空間的不確実性を包含する都市のプランニング」 

  （資料名） 同上 

２.研究懇談会：「都市縮小時代の土地利用計画の最前線〜リバーススプロールの

実態と土地利用計画にできること〜」 

  （資料名） 同上 

３.ＰＤ：地域創生を支える大学キャンパスのリ・デザイン 

  （資料名） 同上 

主な活動 
問題点等 

1)今年度、若手グループからの提案奨励を含めた公募を通して、新たな小委員会

を4つ新設し、都市計画・まちづくり分野における新規研究テーマの戦略的な

開拓、社会ニーズに応答する学術活動の支援と活性化、および関連委員会等と

の連携研究の企画・支援を進めた。 

2)本委員会への予算配分方法の下、昨年度比で概ね10%の減額予算となり、活動

の質を維持するための委員会運営に工夫を施し、各小委員会の尽力の効果で、

多彩な活動が実施された。 

3)ストレージを利用した本委員会、幹事会等のペーパーレス化を開始し、混乱な

く委員会を運営できた。 

4) 都市計画委員会ホームページの運営・管理と委員会活動・成果の情報公開と

広報活動、および建築学会支部都市計画委員会、まちづくり建築支援会議ほか

関連諸団体との情報共有システムの開発を検討した。 
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5)都市計画委員会所属の各小委員会およびワーキンググループにおける研究活

動成果の体系化、および、出版物刊行、講習会・シンポジウム開催を通じた活

動の普及促進を進めた。 

6) 2015年度大会（東海大学）の都市計画部門の梗概発表題数は513題、参加者801

名で、都市計画部門における新たな研究テーマの発掘・構築に関して、各セッ

ションにおいて幅広い研究討論を行うことができた。 

7)同大会における都市計画部門研究協議会「時空間的不確実性と都市計画」（参

加者 145 名）については、企画戦略小委員会・研究協議会企画ＷＧが中心とな

り、都市計画の分野融合の視点から企画、開催を行った。本研究協議会は、人

口減少・高齢化時代のまちづくり・都市計画のアプローチを、空き地・空き家

の増加や市街地の縮退という都市の不確実な変化の把握と計画への課題の反

映方法から捉え直し、先進的な取り組み事例を基に研究討論したものであり、

そのテーマ設定や事例報告の適時性が参加者からも高く評価され、2015 年度大

会研究集会の上位 10 位（参加者数）に入る実績をあげた。この大会研究協議

会及び資料集作成頒布を通して、都市計画委員会における新規研究テーマの提

示、議論、及び新たな展開の萌芽構築に向け、成果をあげることができた。 

8)同大会時の「若手優秀発表」について、2014 年度から都市計画分野での大会発

表における若手優秀発表選考を実施しており、実施 2年目の今年度は効果的な

運営と平等性に配慮した実施の工夫を施した。今大会での梗概発表後、セッシ

ョン毎の審査結果を基に、本年度は 24 題（顕彰対象 305 題）に対し若手優秀

発表が決定され、委員長名による証書が贈られた。 

9)東日本大震災からの復興事業を検証しつつ、首都直下地震，南海トラフ地震と

いった巨大地震に対する建築学的視点からのリスク認知とシナリオ検討手法、

事前復興の視点も含めた対応策について検討をおこなった。また建築学会災害

委員会の取り組みも参照しつつ、都市計画視点からの災害初動調査のあり方に

ついて検討をおこなった。さらに、4月 25 日に発生したネパールゴルカ地震の

被害と調査に関する情報共有、東日本大震災 5年の時点でのマクロな視点から

の復旧復興実態について公開方式で議論をおこなった。都市計画分野におい

て、災害委員会と連携しつつ初動調査をおこなう意味や貢献できる側面につい

て一定の方向性が出されたことは成果としてあげられる。 

10)都市計画委員会の活動の普及という観点から、公開シンポジウムを地方都市

で開催したことは意義深かったが、他方、出版活動等については当初の予定か

らやや進捗が遅れており、新年度に出版促進の支援を進める方針である。  
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企画戦略小委員会 東日本大震災報告書編集WG

基幹的分野：都市防災WG

環境都市計画ワーキンググループ

研究協議会企画運営WG

空地デザイン小委員会

20世紀計画都市の比較都市計画史ＷＧ
創造的地域文脈小委員会

選択可能な市街地環境整備とイン
ナーコミュニティまちづくり小委
員会

土地利用問題小委員会

地方都市再生手法小委員会

観光と地域プランニング小委員会

都市計画本委員
地域再生と大学ＷＧ

 
大学・地域デザイン小委員会 サステイナブルキャンパスWG

キャンパスデザインWG

2015度　都市計画本委員会組織図

持続再生景観小委員会

新しい住環境価値の創造小委員会
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役職 氏名 所属

委員長 有賀 隆 早稲田大学大学院　創造理工学研究科建築学専攻

幹事 饗庭 伸 首都大学東京　都市環境学研究科　都市システム科学専攻

幹事 姥浦 道生 東北大学　工学研究科都市・建築学専攻

幹事 岡本 肇 中部大学　中部高等学術研究所

幹事 栗山 尚子 神戸大学大学院工学研究科　建築学専攻

幹事 三島 伸雄 佐賀大学　工学系研究科

浅野 聡 三重大学大学院工学研究科建築学専攻

浅野 純一郎 豊橋技術科学大学　建設工学系

阿部 俊彦 早稲田大学　都市・地域研究所

上野 武 千葉大学　キャンパス整備企画室／工学部建築学科

遠藤 新 工学院大学　建築学部まちづくり学科

大谷 英人 高知工科大学　システム工学群建築・都市デザイン専攻

兼田 敏之 名古屋工業大学大学院（おもひ領域）社会工学専攻

川原 晋 首都大学東京　都市環境学部　自然・文化ツーリズムコース

木下 光 関西大学　建築学科都市設計研究室

趙 世晨 国立大学法人九州大学　大学院人間環境学研究院都市・建築学部門

塚本 俊明 広島大学　産学・地域連携センター　地域連携部門

土田 寛 東京電機大学　未来科学部建築学科

長岡 篤 日本大学　理工学部建築学科

中島 直人 東京大学大学院　工学系研究科都市工学専攻

野澤 康 工学院大学　建築学部まちづくり学科

野嶋 慎二 福井大学　工学部建築建設工学科

樋口 秀 長岡技術科学大学　環境・建設系

松浦 健治郎 千葉大学　工学部　建築学科

村山 顕人 東京大学　大学院工学系研究科都市工学専攻

合計25名

都市計画本委員会
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（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 6 日作成） 

委員会名 建築計画委員会 委員長名：大原 一興 

運営委員会数 5 

小委員会数 25 

WG 数 23 

予算総額 5,337,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は除く）

刊行点数       2 点 

１．『公共施設の再編－計画と実践の手引き』 
２．『こどもの環境づくり事典』 

講習会 
講習会数       0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 

*能力開発支援事業委員会承認

企画 

催し物数       15 回 

１．ワークプレイス・デザイン連続ゼミナール 第 3回「ディスロケーション

する働き方と場」                  参加者数 29 名

  （資料名）同上 
２．第 77 回 空間研究小委員会研究会・第 59 回建築人間工学小委員会研究会

「暮らしの空間をシェアする－新しい居住の形態－」   参加者数 63 名 
  （資料名）同上 
３．第 6 回 UOD 研究会「発達障害をもつ学生の困難とニーズから大学キャン

パスの学習・教育環境を考える－建築系・工学系の専門教育方法と建築環境

配慮を中心に－」                    参加者数 34 名 
  （資料名）同上 
４．第 78 回空間小委員会研究会「コミュニティのある街の形成と空間につい

て－ジョンソンタウンを事例として－」                 参加者数 27 名 
 （資料名）同上 
５．第 32 回地域施設計画研究シンポジウム               参加者数 44 名 
 （資料名）『地域施設計画研究 32』 
６．公開研究会「公共施設の再編における地域コミュニティ拠点」 

 （資料名）同上                                      参加者数 25 名 
７．研究会「地方におけるこれからの公立文化施設」   参加者数 75 名 
 （資料名）同上 
８．公開研究会「教育と公共施設再編の観点からみた学校統廃合の歴史・現

状・可能性」                   参加者数 57 名 

 （資料名）同上 
９．公開研究会「社会的養護を必要とする子どもの生活の場としての施設の

あり方」                                         参加者数 36 名 
 （資料名）同上 
10．第 60 回建築人間工学研究会「パラリンピックアスリートが語るユニバー

サルデザイン」                                   参加者数 21 名 
 （資料名）同上 
11．公開研究会「公共施設再編と都市計画政策の整合性・総合性」 

 （資料名）同上                                      参加者数 26 名 
12．公開研究会「あれから 4 年：仮設から災害公営住宅へ～高齢者・障がい者

の暮らしの場を考える」                             参加者数 44 名 
 （資料名）同上 
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13．ワークプレイス・デザイン連続ゼミナール 第 4 回「変革するワークス

タイルの今」                                     参加者数 51 名 
 （資料名）同上 
14．公開研究会「こどもの環境づくり－その意義と実践」    参加者数 70 名 
 （資料名）同上 
15．第9回住宅系研究報告会（農村計画・都市計画・建築社会システムの3委員会と共同開

催） 
『住宅系研究報告会論文集 9』                     参加者数 48 名 

大会研究集会 

研究集会数      2 回 

１．研究協議会「コンピュテーショナルデザインは構法計画を再定義するか」

  （資料名）同上 
２．PD「公立小中学校を中心とした公共施設再編における課題 

－施設および地域の安全・安心の視点から」 
  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

１． 改編した小委員会・WG の活動を始動させ、それぞれのテーマにしたが

って、公開研究会・出版等の準備を進めてきた。社会的ニーズに対応し

たテーマによって研究活動を行っているが、これまでの分類では対応で

きない横断的な組織が必要となってきていることも実感している。 
２． 震災関連の研究活動としては、研究活動の蓄積にともない、アーカイブ

としての情報を活用する段階になってきており、同時に報告をまとめる

段階となったことから報告書作成にも WG を直属設置した。 
３． 大会研究集会では、２つの研究集会を主として担うことにしたが、特別

委員会などで建築計画委員会の委員が主体的に実施したものも複数あ

る。他の委員会との連携・協働は、ますます重要と考えられる。  
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（委員会活動報告会用） 

2015 年度 委員会活動成果報告 
 

（2016 年 3 月 1 日作成） 

委員会名 建築計画委員会 委員長名：大原 一興 

運営委員会数 5 

小委員会数 25 

WG 数 24 

予算総額 5,251,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は除く）

刊行点数  0 点 

 

講習会 
講習会数  0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 

*能力開発支援事業委員会 
承認企画 

催し物数  19 回 

１．第 61 回建築人間工学小委員会研究会「人間工学に関連する国際標準・基

準の動向」                      参加者数 16 名

  （資料名）同上 
２．公開研究会「こどもの環境づくり ―その意義と実践」（第二回） 

                             参加者数 50 名

  （資料名）同上 
３．第 33 回地域施設計画研究シンポジウム 

                               参加者数 40 名

  （資料名）『地域施設計画研究 32』 
４．第 79 回空間研究小委員会研究会「建築・都市空間のための調査分析方法」

                                     参加者数 24 名

  （資料名）同上 
５．シンポジウム「公共施設再編の計画と実践 ―公共施設マネジメント小委員

会のこれまでの活動の中間的総括」                   参加者数 90 名

  （資料名）同上 
６．研究会「地方におけるこれからの公立文化施設」（第 2回） 
                                   参加者数 102 名

  （資料名）同上 
７．第 80 回空間研究小委員会研究会「空間研究のこれまでとこれから」 

                                                      参加者数 53 名

  （資料名）同上 
８．ワークプレイス・デザイン連続ゼミナール 第 5 回「ワークプレイスの

プログラミング」                  参加者数 44 名

  （資料名）同上 
９．公開研究会「変わりゆく北欧社会において継承されているもの ―社会シ

ステムと場所の質からよみとく北欧の「ふつう」の生活 その 2」 

                             参加者数 35 名

  （資料名）同上 
10．ワークプレイス・デザイン連続ゼミナール 第 6 回「ワークプレイスの

デザイン」                                          参加者数 29 名

  （資料名）同上 
11．ワークプレイス・デザイン連続ゼミナール 第 7 回「新たなワークプレ

イス空間」                                        参加者数 13 名

  （資料名）同上 
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12．公開研究会「教職員、児童･生徒の教育活動からみた学校建築計画 

    ―校舎改修、空間の改変にみる現場のニーズ」 

                                               参加者数 54 名

  （資料名）同上 
13．公開研究会「空き家・空きビルの福祉転用 ―建物所有者にとっての価値向

上と今後の促進に向けて」                              参加者数 48 名

  （資料名）同上 
14．第 23 回安全計画シンポジウム「大規模競技施設の避難安全計画」 

                                              参加者数 41 名

  （資料名）同上 
15．公開研究会「人と人がつながって新しいまちを創る ―人口減少・超高齢化

社会におけるコミュニティの役割」               参加者数 54 名

  （資料名）同上 
16．公開研究会「仮設リユースのすゝめ ―居住の安定をめぐる視点（1）」 

    参加者数 34 名

  （資料名）同上 
17．シンポジウム「東日本大震災から 5 年 復興公営住宅における集住のか

たち ―研究者と実務者のクロストーク 2」 
     参加者数 55 名

  （資料名）同上 
18．公開研究会「医療施設の安全・安心 ―建築・設備に関わる事例集づくりを通

じて」 
     参加者数 131 名

  （資料名）同上 
19．第10回住宅系研究報告会（農村計画・都市計画・建築社会システムの3委員会と共同

開催）                               参加者数56名
  （資料名）『住宅系研究報告会論文集 10』                 

大会研究集会 

研究集会数  2 回 

１．研究協議会「建築におけるユニバーサルデザインの到達点と展望 
     ─建築において多様な人間をどのように捉えるか」 
  （資料名）同上 
２．PD「iBE 論 
     ─ビルディングエレメントと構法の過去・現在・未来」 
  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

１． 小委員会の研究活動はほぼ例年並みだが、今年度は刊行物が 1 冊も無か

った。次年度には複数刊行できる予定で査読中になっている。 
２． 震災関連の研究活動では、東日本大震災合同調査報告書（建築計画）WG

を中心に『東日本大震災合同調査報告書 建築編 10 建築計画』の編集作

業を進めており、2016 年 8 月刊行予定としている。 
３． 大会研究協議会では、資料部数を多く設定したために、残部が未だに生

じている。適切な想定につとめたい。また、他の委員会との連携・協働

による開催が重要と考え、次年度には予定している。 
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コミュニティ居住小委員会 仮設住宅リユーススタディWG

住宅計画小委員会

住宅地計画小委員会 住宅地再生デザインWG

高齢者・障がい者等居住小委員会 高齢者・障がい者の居住に関わる最新事例収集WG

幹事会

2015年度　建築計画委員会　組織図

情報設計小委員会 建築の予言研究WG

ユーザー・オリエンティド・デザイン
小委員会

ユーザーのニーズを反映した建築計画・デザインを
生み出す手法WG

空間研究調査分析方法WG

環境行動研究小委員会 まちの居場所WG

比較居住文化小委員会

設計計画運営委員会 公共施設マネジメント小委員会

ＥＢＤ小委員会

建築設計計画評価小委員会

建築計画本委員会

復興事例収集WG

計画系震災研究
アーカイブWG

東日本大震災合同
調査報告書（建築計
画）WG

設計方法小委員会

安全計画小委員会

住宅計画運営委員会

ライフスタイル小委員会

施設計画運営委員会 医療施設小委員会 医療施設の安全・安心に関わる事例集作成WG

モジュール関連JIS規格のあり方検討WG

設計方法レビューWG

建築人間工学小委員会 建築人間工学初学者用関連情報WG

人間-没入型仮想環境評価WG

教育施設小委員会 戦後学校建築計画史WG

地域施設計画小委員会

ワークプレイス小委員会

福祉施設小委員会 福祉転用のための計画技術開発WG

こども施設環境情報収集WG

文化施設小委員会 劇場・ホールWG

ミュージアムWG

計画基礎運営委員会

災害と人間行動研究WG

空間研究小委員会 新空間探求WG

構法計画運営委員会 各部構法小委員会

木造建築構法小委員会

オープンビルディング小委員会 現代構法計画研究WG

オープンビルディング事例情報収集WG
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建築計画本委員会 

役職 氏名     所属 

委員長 大原 一興 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 

幹事 池添 昌幸 福岡大学工学部建築学科 

幹事 小見 康夫 東京都市大学工学部建築学科 

幹事 清水 郁郎 芝浦工業大学工学部建築工学科 

幹事 日色 真帆 東洋大学理工学部建築学科 

幹事 広田 直行 日本大学生産工学部建築工学科 

 天野 克也 東京都市大学建築学科 

 石井 敏  東北工業大学建築学科 

 井上 えり子 京都女子大学家政学部生活造形学科 

 江口 亨  横浜国立大学都市イノベーション研究院 

 大月 敏雄 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 

 筧 淳夫  工学院大学建築学部建築デザイン学科 

 川窪 広明 大手前大学メディア・芸術学部メディア・芸術学科 

 岸本 達也 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科 

 黒野 弘靖 新潟大学工学部建設学科建築学講座 

 小松 尚  名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻 

 斎尾 直子 東京工業大学教育施設環境研究センター 

 鈴木 義弘 大分大学工学部福祉環境工学科建築コース 

 角田 誠  首都大学東京都市環境学部建築都市コース 

 中園 眞人 山口大学工学部感性デザイン工学科 

 西出 和彦 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 

 西野 辰哉 金沢大学理工研究域環境デザイン学系 

 橋本 都子 千葉工業大学工学部デザイン科学科 

 真境名 達哉 室蘭工業大学建設社会基盤系学科建築コース 

 水村 容子 東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科 

 森 傑  北海道大学大学院工学研究院建築都市空間デザイン部門 

 柳澤 要  千葉大学大学院工学研究科建築・都市科学専攻 

 柳瀬 亮太 信州大学工学部建築学科 

 横山 ゆりか 東京大学総合文化研究科広域システム科学系情報・図形科学 

 

合計 29名 
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2014 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

（2015 年 3 月 23 日作成） 

委員会名 農村計画委員会 委員長名：岡田知子 

運営委員会数 0 

小委員会数 6 

WG 数 2 

予算総額 1,123,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は除く）

刊行点数  0 点 

 

講習会 
講習会数  0 回 

 

催し物 

催し物数  4 回（うち 1 件共同開催） 

１．2014年度農村計画委員会春季学術研究会「住み続けられる農村の計画、被災

地で何が可能か？」 参加者数 36名
２．日韓研究会「農漁村における創造的再生と福祉を通じた地域コミュニティ」

 参加者数 22名
３．研究会「むらを住み継ぐカタチ#03：大分県国東市」 参加者数 14名
４．第 9 回住宅系研究報告会（都市計画・建築計画・建築社会システムの 3 委員会と共同開催）

『住宅系研究報告会論文集 9』 参加者数 48名

大会研究集会 

研究集会数 2 回 

１．研究協議会：住み継がれるカタチ －フロンティアとしての農山漁村 
『農村計画部門研究協議会資料：同上』 

２．PD：文化的景観のまもりかた －営みの真実性はどのように保たれるのか 
『農村計画部門パネルディスカッション資料：同上』 

主な活動 
問題点等 

・2014 年度から新体制となった。これまでの体制をベースに小委員会を改組し、

活動がスタートした。 
・大会研究集会の研究協議会、パネルディスカッションとも会場は満席状態で何

れも盛況であった。頒布資料についてもいち早く完売し、その関心の高さがう

かがえ、タイムリーなテーマであったといえる。来年度以降も同様の成果が出

せるよう努力したい。 

・1996年からほぼ毎年、韓国農村建築学会と相互交流を行っており、2014年度は

岡山大学で開催した。研究会では日韓の農山漁村が抱える現代的課題を共有し、

相互に発表し議論することの意義について再認識するとともに、今後とも交流

を深め、日韓双方の学術向上に努めていくことを確認しあった。 
・東日本大震災以降、特に、三陸沿岸の漁村集落の復興には強い関心をもって注

視しており、大会研究集会や春季学術研究会でも継続的にテーマとして取り上

げている。また、『東日本大震災合同調査報告［建築編9］』を担当し、今年度中の

脱稿予定である。さらに、委員会が主催して実施した2013年度技術部門設計競

技「次世代に継ぐ住宅の再建計画 －東日本大震災からの復興」の成果を入賞作品集

（リーフレット）として作成し、広く配布した。こうした一連の対応は集落復興再

生小委員会が中心となり、外部資金を導入し、調査研究および支援等の活動を

行っている。  
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2015 年度 委員会活動成果報告（本委員会提出用） 
 

（2016 年 3 月 22 日作成） 

委員会名 農村計画委員会 委員長名：岡田知子 

運営委員会数 0 

小委員会数 6 

WG 数 2 

予算総額 1,135,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は除く）

刊行点数  0 点 

 

講習会 
講習会数  0 回 

 

催し物 

催し物数  5 回（うち 1 件共同開催） 

１．2015年度農村計画委員会春季学術研究会「“奇跡の集落”が生まれる背景と

インターンシップの取組み」 参加者数 30名
２．研究会「むらを住み継ぐカタチ#05：石巻旧十五浜 －被災集落の流動的居住とそ

の行方」 参加者数 28名
３．文化的景観フィールドスクール2015「但馬の浜に暮らす」 参加者数 22名
４．日韓研究会「韓・日農村まちづくり」 参加者数 14名
５．第10回住宅系研究報告会（建築計画・建築社会システム・都市計画の3委員会と共同開催）  

『住宅系研究報告会論文集10』 参加者数 56名

大会研究集会 

研究集会数 2 回 

１．研究協議会：災害としなやかに付き合う知恵 －集落計画にどう活かすか 
『農村計画部門研究協議会資料：同上』 

２．PD：農山漁村の持続力を支える地域組織とは 
『農村計画部門パネルディスカッション資料：同上』 

主な活動 
問題点等 

・大会研究集会：研究協議会、パネルディスカッションとも参加者数および資料

頒布の状況からみて、一定の意義と成果があったと思われる。 
・小委員会活動：2014年度に改組し、2年間の活動状況をみると、委員会により

活性度に差が生じている。主査の交代や公募により新たな委員を加えるなど、

活性化を図りたい。 
・催し物：小委員会主催で研究会やワークショップを中心に展開している。テー

マに則した地域に出向いて開催しているため、参加人数が限られようである。

もう少し参加人数を増やし、委員会活動の裾野を広げたい。 
・刊行物：2012年以降、刊行していないが、現在、2小委員会が刊行に向けて準

備をしており、成果を期待したい。 

・日韓交流：1996年からほぼ毎年、韓国農村建築学会と相互交流を行っており、

2015年度は韓国大邱市で開催した。研究会では日韓の農山漁村が抱える現代的

課題を共有し、相互に発表し議論することの意義について再認識するとともに、

今後とも交流を深め、日韓双方の学術向上に努めていくことを確認しあった。 
・東日本大震災対応：三陸沿岸の漁村集落の復興には強い関心をもって注視して

おり、大会研究集会や春季学術研究会でも継続的にテーマとして取り上げてい

る。また、『東日本大震災合同調査報告［建築編9］』を担当し、今年度中の脱稿

予定である。 
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2016年3月22日現在

農村計画本委員会 ルーラルネットＷＧ

委員長：岡田知子（西日本工業大学） 岡田知子（西日本工業大学）

アジア農村フォーラムＷＧ

栗原伸治（日本大学）

集落復興小委員会

後藤隆太郎（佐賀大学）

農山漁村地域組織小委員会

熊野　稔（宮崎大学）

農山漁村文化景観小委員会

神吉紀世子（京都大学）

農村環境共生小委員会

藤沢直樹（日本大学）

集落居住小委員会

山崎義人（兵庫県立大学）

農村・国土計画小委員会

柳田良造（岐阜市立女子短期大学）

2015年度農村計画委員会　組織図

幹　事：神吉紀世子（京都大学）
　　　　北澤大佑（地域環境資源センター）
　　　　栗原伸治（日本大学）
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農村計画本委員会

役職 氏名 所属

委員長 岡田 知子 西日本工業大学　デザイン学部建築学科

幹事 神吉 紀世子 京都大学大学院　工学研究科建築学専攻

幹事 北澤 大佑 （社）地域環境資源センター

幹事 栗原 伸治 日本大学　生物資源科学部生物環境工学科

浅井 秀子 鳥取大学大学院　工学研究科社会基盤工学専攻土木工学

井原 満明 （株）地域計画研究所

内田 文雄 山口大学　工学部感性デザイン工学科

大沼 正寛 東北工業大学　ライフデザイン学部 安全安心生活デザイン学科

川口 友子 （財）農村開発企画委員会

川嶋 雅章 明治大学　理工学部建築学科

菊地 成朋 九州大学　大学院人間環境学研究院都市・建築学部門

菊池 義浩 岩手大学　地域防災研究センター

工藤 和美 明石工業高等専門学校　建築学科

熊野 稔 徳山工業高等専門学校　土木建築工学科/環境建設専攻科

後藤 隆太郎 佐賀大学　大学院工学系研究科都市工学専攻

坂本 淳二 広島国際大学　工学部住環境デザイン学科

佐久間 康富 大阪市立大学　大学院都市系専攻

佐藤 栄治 宇都宮大学　大学院工学研究科地球環境デザイン学専攻

澤田 雅浩 長岡造形大学　建築・環境デザイン学科

重村 力 神奈川大学　工学部

篠部 裕 呉工業高等専門学校建築学科

清水 肇 琉球大学　工学部環境建設工学科

鈴木 孝男 宮城大学　事業構想学部

瀬沼 頼子 昭和女子大学総合教育センター

月舘 敏栄 雪国文化研究室

沼野 夏生 東北工業大学名誉教授

平田 隆行 和歌山大学システム工学部　環境システム学科

藤沢 直樹 日本大学　生物資源科学部生物環境工学科

三笠 友洋 神奈川大学　工学部建築学科

三橋 伸夫 宇都宮大学　工学研究科

村本 徹 市立名寄短期大学　生活科学科

柳田 良造 岐阜市立女子短期大学　生活デザイン学科

山口 忠志 （公財）練馬区環境まちづくり公社　練馬まちづくりセンター

山崎 寿一 神戸大学　大学院工学研究科建築学専攻

山崎 義人 兵庫県立大学大学院　地域資源マネジメント研究科

合計35名
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（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（2015 年 3 月 11 日作成） 

委員会名 海洋建築委員会 委員長名：遠藤 龍司 

運営委員会数 0 

小委員会数 5 

WG 数 0 

予算総額 582,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は除く）

刊行点数   1 点 

１．『海洋建築の計画・設計指針』 

講習会 

講習会数   1 回 

１．講習会「海洋建築の計画・設計指針」        参加者数 84 名

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 

*能力開発支援事業委員会承認

企画 

催し物数  0 回 

 

大会研究集会 

研究集会数 1 回 

１．研究協議会「海洋建築計画・設計指針の策定に向けて」 
  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

１．2011 年度より継続して進めてきた『海洋建築の計画・設計指針』が刊行

の運びとなった。本指針の講習会を 2 月 16 日に開催した。 
２．本年度大会研究協議会「海洋建築計画・設計指針の策定に向けて」にお

いて、『海洋建築の計画・設計指針』の概要をあらかじめ報告し、会員各

位から広く意見聴取を行った。 
３．これまで行ってきた津波減災への取り組みを継続することにより、海洋

建築委員会としての独自の発信方法を検討している。 
４．次年度大会研究協議会は刊行された『海洋建築の計画・設計指針』の具

体例として、我が国および海外の海洋建築を紹介し、当委員会の活動を

他の委員会に理解していただけるよう努める。 
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（委員会活動報告会用） 

2015 年度 委員会活動成果報告 
 

（2016 年 3 月 1 日作成） 

委員会名 海洋建築委員会 委員長名：遠藤 龍司 

運営委員会数 0 

小委員会数 4 

WG 数 1 

予算総額 517,000 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は除く）

刊行点数  0 点 

 

講習会 

講習会数   0 回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 

*能力開発支援事業委員会 
承認企画 

催し物数  0 回 

 

大会研究集会 

研究集会数 1 回 

１．研究協議会「事例を通して海洋建築の計画・設計の特徴を考える」 
  （資料名）同上 

主な活動 
問題点等 

１．『海洋建築の計画・設計指針』の具体例としての海洋建築物の設計例の作

成について検討している。 
２．本年度大会研究協議会「事例を通して海洋建築の計画・設計の特徴を考

える」において、既存の幾つかの海洋建築物に対して『海洋建築の計画・

設計指針』との対応について検討した結果を示し意見を拝聴した。 
３．これまで行ってきた津波減災への取り組みを継続することにより、津波

からの避難の方法を検討している。 
４．次年度大会研究協議会は再び津波を対象として，海洋委員会で検討して

きた対津波への減災・避難への取り組みを紹介し、当委員会の活動を他

の委員会に理解していただけるよう努める。 
 

100



海洋建築計画小委員会

海洋建築設計小委員会

津波建築システム小委員会

2015年度　海洋建築委員会　組織図

海洋建築本委員会 海洋建築用語事典改訂準備ＷＧ

海洋建築企画小委員会
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海洋建築本委員会 

役職 氏名     所属 

委員長 遠藤 龍司 職業能力開発総合大学校能力開発院建築専攻 
幹事 居駒 知樹 日本大学理工学部海洋建築工学科 
幹事 川上 善嗣 広島工業大学工学部建築工学科 
幹事 関 洋之  (株)梓設計設計室 
幹事 藤田 謙一 千代田化工建設(株)プラント診断ユニット耐震・防災セクション 
幹事 増田 光一 日本大学理工学部海洋建築工学科 
 惠藤 浩朗 日本大学理工学部海洋建築工学科 
 川西 利昌 日本大学 
 黒木 正郎 (株)日本設計役員室 
 後藤 剛史 法政大学 
 小林 昭男 日本大学理工学部海洋建築工学科 
 近藤 一夫 広島大学大学院工学研究科社会環境システム 
 桜井 慎一 日本大学理工学部海洋建築工学科 
 佐々木 仁 オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド 
 登坂 宣好 東京電機大学未来科学部建築学科 
 中西 三和 日本大学理工学部海洋建築工学科 
 野口 憲一 近代建築保存技術研究室 
 濱本 卓司 東京都市大学工学部建築学科 
 松井 徹哉 名古屋産業科学研究所研究部 
 横内 憲久 日本大学理工学部まちづくり工学科 
 

合計 20名 
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（委員会活動報告会用） 

2014 年度 委員会活動成果報告 
 

（２０１５ 年 ３月１３日作成） 

委員会名 災害委員会 委員長名：壁谷澤 寿海 

運営委員会数 ０ 

小委員会数 ０ 

WG 数 ３ 

予算総額      ５５２，０００ 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数      １点 

１．『2012 年 5 月 6 日に北関東で発生した一連の竜巻による突風被害の記録』 
  （2014.4） 

講習会 
講習会数      ０回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数      ３回 

１．第 19 回震災対策技術展（横浜）関連シンポジウム 
 「東日本大震災のあの被害はどう解決されたのか－液状化・高層ビル・天井落

下・帰宅困難者」 
  2/5：パシフィコ横浜・アネックスホール（横浜）、参加者 167 名 
２．支部企画①（北海道支部）防災ワンデー「釧路防災講演会 2015－厳冬期の避

難を考える」1/11：アクア・ベール（釧路）、参加者 250 名 
３．支部企画②（東北支部）災害に強いまちづくりシンポジウム「被災地からの

発信」10/28：せんだいメディアテーク、参加者 70 名 

大会研究集会 

研究集会数    １ 回 

１．緊急報告会「2013 年フィリピン地震・台風建築物被害調査および 2014 年大

雪被害調査報告会」9/13、神戸大学、参加者 62 名 
  （資料名）同名 

主な活動 
問題点等 

・市民向け地震防災対策に関する支部企画の募集・採用 
・ホームページ（災害 Wiki）からの情報発信 
  2014 年 4 月 1 日チリ北部沿岸の地震（4/2） 
  2014 年 8 月 3 日中国雲南省の地震に関する情報（8/4） 

2014 年 8 月 20 日広島市北部の土砂災害に関する情報（8/25） 
  2014 年 8 月 24 日サンフランシスコの地震に関する情報（8/25） 
  2014 年 11 月 22 日長野県北部の地震に関する情報（12/13） 
 
 本年度は幸い、国内では大きな災害が発生せず、災害調査団の派遣はなかった。

また、国外においても調査団を派遣することはなかった。そこで災害委員会では、

災害委員会運営規程、日本建築学会の地震災害調査活動指針の改定に向けて議論

を重ねた。 
 現状の問題点としては、災害発生時の情報共有ツールである災害 Wiki の運用

が、実質、機器を含めて特定の委員のボランティアに依存していることであり、

都心で巨大災害が発生した場合の冗長性に疑問がある点である。今後、改善が望

まれる。 
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（委員会活動報告会用） 

2015 年度 委員会活動成果報告 
 

（２０１６年３月１０日作成） 

委員会名 災害委員会 委員長名：壁谷澤 寿海 

運営委員会数 ０ 

小委員会数 ０ 

WG 数 ３ 

予算総額      ４５２，０００ 円 

刊行物 
（シンポジウム資料等は

除く） 

刊行点数      ０点 

 

講習会 
講習会数      ０回 

 

催し物 
（シンポジウム・セミナー等） 
*能力開発支援事業委員会

承認企画 

催し物数      ５回 

 
１．第 20 回震災対策技術展（横浜）関連シンポジウム 
 「都市の地震災害を共助と技術力で乗り越えるには」 
  2 月 5 日：パシフィコ横浜・アネックスホール（横浜）、参加者 94 名 
２．支部企画①（東北支部）「東日本大震災からの復興の歩み－これからの地震

に備える」11 月 2 日：せんだいメディアテーク（仙台）、参加者 100 名 
３．支部企画②（九州支部）災害フォーラム「地震・津波・噴火、そして豪雨や

竜巻などの風水害へ備える｣12 月 18 日：宮崎市民プラザ、参加者 30 名 
４．「ネパール地震災害調査団」速報会、6 月 23 日、東京大学地震研究所、参加

者 111 名 
５．「台湾・美濃地震災害調査団」速報会、2016 年 3 月 9 日、東京大学地震研究

所、参加者 90 名 
 

大会研究集会 

研究集会数    １ 回 

１．緊急報告会「2015 年ネパール･ゴルカ地震災害調査報告会」9 月 6 日、東海

大学、（資料名）同名、参加者 91 名 

主な活動 
問題点等 

 
・調査団の派遣 

ネパール・ゴルガ地震災害調査団（5 月 23～30 日、楠浩一団長ほか計 14 名）

  台湾・高雄美濃地震（2016 年 2 月 20～24 日、26～29 日、勅使川原正臣団長

ほか計 11 名） 
・市民向け地震防災対策に関する支部企画の募集・採用 
・ホームページ（災害 Wiki）からの情報発信 
  2015 年 4 月 25 日ネパール中部の地震（5/13） 

2015 年 10 月 26 日アフガニスタン北部の地震（10/27） 
2016 年 2 月 6 日台湾南部の地震（2/26） 

 
 本年度は国内に調査団を派遣することはなかったが、海外には二度にわたって

災害調査団を派遣し、帰国後速報会を開催した。 
検討事項として、災害委員会の組織や任務（平時・災害時）を運営内規として

まとめるとともに、災害 Wiki について継続性のある運用方法やサーバー管理に

ついて議論を重ねた。また、地震以外の災害に対する対応マニュアルについても

今後の中長期的課題とした。 
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2015 年度 災害委員会組織構成 

 

 

 

 

 

 

  

 

常置の委員構成 

委員長，幹 事（４名），WG 主査（３名） 

本委員会委員 

支部選出委員 

北海道支部 東北支部 関東支部 東海支部 北陸支部 

近畿支部 中国支部 四国支部 九州支部  

構造委員会選出委員 

応用力学運営委員会 荷重運営委員会 基礎構造運営委員会 

木質構造運営委員会 鋼構造運営委員会 RC 構造運営委員会 

PC 構造運営委員会 壁構造運営委員会 シェル・空間構造運営委員会 

仮設構造運営委員会 振動運営委員会 鋼コンクリート合成構造運営委員会

原子力建築運営委員会   

学術推進委員会選出委員 

材料施工委員会 建築歴史・意匠委員会 防火委員会 建築法制委員会

環境工学委員会 建築社会システム委員会 建築教育委員会 都市計画委員会

建築計画委員会 農村計画委員会 海洋建築委員会 地球環境委員会

情報システム技術委員会  

 

災害本委員会 インターネット WG 

市民講座 WG 

災害マニュアル（強風災害）WG  
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氏　名 所　属 出身支部・委員会

委員長 壁谷澤寿海 東京大学地震研究所

幹事 市古太郎 首都大学東京 （兼）

幹事 川瀬　博 京都大学防災研究所

幹事 北山和宏 首都大学東京

幹事 楠　浩一 東京大学地震研究所

斉藤大樹 豊橋技術科学大学 市民講座ＷＧ主査

丸山　敬 京都大学 災害マニュアル（強風災害）ＷＧ主査

三辻和弥 山形大学 インターネットＷＧ主査

戸松　誠 北海道立総合研究機構 北海道支部

板垣直行 秋田県立大学 東北支部

松本由香 横浜国立大学 関東支部

武藤　厚 名城大学 東海支部

富樫　豊 元富山建築デザイン専門学校 北陸支部

西山峰広 京都大学 近畿支部

三浦弘之 広島大学 中国支部

甲斐芳郎 高知工科大学 四国支部

高山峯夫 福岡大学 九州支部

清家　剛 東京大学 材料施工委員会

伊藤拓海 東京理科大学 構造委員会（応用力学運営委員会）

松島信一 京都大学防災研究所 構造委員会（荷重運営委員会）

鈴木比呂子 千葉工業大学 構造委員会（基礎構造運営委員会）

槌本敬大 建築研究所 構造委員会（木質構造運営委員会）

宇佐美徹 竹中工務店技術研究所 構造委員会（鋼構造運営委員会）

谷　昌典 京都大学 構造委員会（鉄筋コンクリート構造運営委員会）

増田安彦 大林組技術研究所 構造委員会（ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ構造運営委員会）

田中照久 福岡大学 構造委員会（鋼コンクリート合成構造運営委員会）

谷口与史也 大阪市立大学 構造委員会（シェル・空間構造運営委員会）

永野正行 東京理科大学 構造委員会（振動運営委員会）

佐藤秀人 日本大学 構造委員会（仮設構造運営委員会）

黒木正幸 崇城大学 構造委員会（壁式構造運営委員会９

前田匡樹 東北大学 構造委員会（原子力建築運営委員会）

大橋竜太 東京家政学院大学 建築歴史・意匠委員会

西野智研 建築研究所 防火委員会

有川　智 東北工業大学 建築社会システム委員会

吉田　聡 横浜国立大学 環境工学委員会

飯田直彦 日本建築構造技術者協会 建築法制委員会

長澤夏子 お茶の水女子大学 建築教育委員会

市古太郎 首都大学東京 都市計画委員会（兼）

坂口大洋 仙台高等専門学校 建築計画委員会

浅井秀子 鳥取大学 農村計画委員会

増田光一 日本大学 海洋建築委員会

中澤公伯 日本大学 情報システム技術委員会

田村雅紀 工学院大学 地球環境委員会

42名

2015年度　災害委員会　委員名簿
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2015 年度 特別研究委員会 活動報告 
 

（2016 年 3 月 11 日作成） 

委員会名 歴史的大規模木造宿泊施設の安全性能確保特別研究委員会 

設 置 期 間 2015 年 4 月 ～ 2017 年 3 月 

委員構成 
（委員名（所属）） 

■本委員会 

委員長：新宮清志（日本大学名誉教授） 

幹事：後藤治（法制度検討小委員会主査、工学院大学）、花里利一（耐震安全性

能小委員会主査、三重大学）、長谷見雄二（防火小委員会主査、早稲田大学）、尾

谷恒治（弁護士、早稲田リーガルコモンズ法律事務所） 

委員：上北恭史 （筑波大学）、濱 定史（東京理科大学）、河合直人（工学院大学）、

藤田香織（東京大学）、鰺坂 徹（鹿児島大学）、黒木正郎（日本設計）、竹市尚広

（竹中工務店）、井田敦之（早稲田大学災害情報センター）、山崎鯛介（東京工業

大学）、内田青蔵（神奈川大学）、野口憲一（近代建築保存技術研究室)。 

■小委員会（2015 年 5 月～2017 年 3 月） 

１）歴史的大規模木造宿泊施設の法制度検討小委員会 

主査：後藤治（前掲）、幹事：尾谷恒治（前掲）、委員：鯵坂徹（前掲）、上北恭

史（前掲）、内田青蔵（前掲）、大橋竜太（東京家政学院大学）、黒木正郎（前

掲）、澤田 伸（沢田建築文化研究所）、塩見 寛（Ｋei_まちづくりネットワー

ク）、新宮清志（前掲）、竹市尚広（前掲）。 

２）歴史的大規模木造宿泊施設の耐震安全性能小委員会 

主査：花里利一（前掲）、幹事：河合 直人（前掲）、藤田香織（前掲）、委員：

岩田昌之（文化財建造物保存技術協会）、北 茂紀（北茂紀建築構造事務所）、

新宮清志（前掲）、中川貴文（国土技術政策総合研究所）、野口憲一（前掲)、

三辻和弥（山形大学）、宮本慎宏（香川大学）。 

３）歴史的大規模木造宿泊施設の防火小委員会 

主査：長谷見雄二（前掲）、幹事：井田敦之（前掲）、委員：奥 晴樹（早稲田大

学）、佐藤秀樹（早稲田大学）、新宮清志（前掲）、竹市尚広（前掲）、土屋伸一

（明野設備研究所）、森山修治（日本大学）、八木真爾（佐藤総合計画）。 

研究の背景と目的 

背景：我が国には、大規模な木造の宿泊施設が各地にあり、それらのなかに

は神奈川県箱根町、兵庫県豊岡市城之崎の戦前期に建てられた木造 3 階建て

旅館のように一定の歴史的な価値を持っているものも多い（以下「歴史的宿

泊施設」と略す）。その多数は現行法規に適合しない、いわゆる既存不適格の

状況にある。一方、近年大規模な宿泊施設の耐震診断が義務化されたことに

より、改修時に法適合させることが困難で対応に苦慮しているものも出てき

ている。 
目的：本調査研究では、歴史的宿泊施設が、法の求める安全性を確保しつつ、

歴史的価値を継承できる方法を、法規、構造、防火の面から調査研究し、そ

れを実現するためのガイドライン（案）を示すことを目的とする。 

想定される成果物 
（具体的に） 

調査研究の成果は、本委員会の主催で公開委員会・研究報告会等を実施し、公表

する予定である（法制度検討小委員会が中心になり、既に公開委員会を１回実

施）。また、最終成果として、歴史的宿泊施設の安全性能確保と価値の継承を両

立させるためのガイドライン（案）を作成する。 

既にイギリスでは、独立行政法人によって建築の種別に応じた保存指針が作成さ

れている。本委員会の活動成果によって、これまで価値を保持する形での改良保

全が行いにくかった歴史的宿泊施設の改良保全を進めることが可能になる。本調

査研究の手法や進め方は、学校、集合住宅といった他の種別の歴史的施設にも応

用可能である。委員は、重要文化財の耐震診断指針の策定（文化庁）や防火対策

指針の策定（日本火災学会）に関与していることから、その成果に活かすことが

できる。 
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2015 年度活動概要 

■本委員会 

先ず、本格活動の前に、幹事による準備会を３回実施した（2014 年（前年度）12/23、

2015 年（前年度）1/8、3/11）。 

本委員会（5/1）で、今日に至までの経緯と活動の基本方針を確認し、傘下に下

記三つの小委員会の設置を承認した。 

１）歴史的大規模木造宿泊施設の法制度検討小委員会 

２）歴史的大規模木造宿泊施設の耐震安全性能小委員会 

３）歴史的大規模木造宿泊施設の防火小委員会 

その後、本委員会+３小委員会合同委員会を合計２回実施した（一部予定を含む）

（10/2、3/23）。 

なお、10/19 の特別研究委員会意見交換会において、中間報告を行った（発表：

委員長・新宮清志）。 

下記の研究集会を実施し、同名の資料を発行予定である。 

・建築学会大会 PD 実施：（仮題）『歴史的大規模木造宿泊施設の安全性を如

何に実現するか』、2016 年 8 月 

なお、委員会活動と直接関係しないが、本委員会関係者による次の関連記事が掲

載されることになっている。 

・建築雑誌特集号：『大規模木造宿泊施設の過去と未来』、2016年7月 

■小委員会 

以下の内容の活動を行った。 

１）歴史的大規模木造宿泊施設の法制度検討小委員会 

5 回（6/16、10/2(公開委員会)、10/2(本委員会との合同委員会)、2/15、3/23(本

委員会との合同委員会)）の委員会を開催し、文化財指定・登録等の公的評価の

状況、関連する法制度（建築基準法、消防法、旅館業法等）についての課題の整

理、建築学会でこれまで行われてきた関連する活動についてまとめた。10 月 2

日の公開委員会では、情報の共有化を図った（当日の資料はストレージにアッ

プ）。価値の維持と安全の確保を両立させるためには、地方自治体による独自条

例の制定が有効であることが判明したため、関連する条例の運用実態等について

も調査を進めた。 

２）歴史的大規模木造宿泊施設の耐震安全性能小委員会 

本小委員会は、耐震評価法と対策に関して、指針類や具体的な事例を収集すると

ともに、情報を共有化し、現状における課題を抽出する。さらに、耐震対策の面

から、指針案に向けた提言を示すことを目標としている。初年度である 2015 年

度は、計 6回の小委員会(6/12、9/15、10/2(本委員会との合同委員会)、12/22、

3/11、3/23(本委員会との合同委員会))を開催した。活動内容は、被災記録、診

断・対策事例の文献調査、建物構造の特徴把握と課題抽出を目的としたデータベ

ース作成のための調査および建物の見学などを実施した。 

３）歴史的大規模木造宿泊施設の防火小委員会 

歴史的大規模木造宿泊施設において、火災時の宿泊客の人命安全性を確保するた

めの設備・機器の有効性の評価、施設整備、日常管理、防災訓練、危機対応方策

の指針を、リスク評価を基盤に策定することを目標とする。初年度は 6回（8/7、

10/2(本委員会との合同委員会)、10/19、12/14、3/4、3/23(本委員会との合同委

員会)）の委員会を開催し、歴史的市街地の火災事例の検討と温泉地に立地する

木造三階建て旅館の調査から、木造三階建て旅館における課題の把握と火災安全

の実現性の見通しについて検討を行った。 
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2016 年度活動計画 

■本委員会 

次のようなスケジュールで活動をする予定である。 

・6月～7月頃：本委員会（あるいは、+3 小委員会合同委員会） 

・９月頃：大会ＰＤ実施 

・10 月頃：特別研究委員会意見交換会で第２次中間報告 

・11 月頃～翌年１月頃：本委員会（あるいは幹事会） 

・３月頃：調査研究委員会で活動報告（委員長が報告） 

・３月頃：報告書の作成（刊行） 

■小委員会 

１）歴史的大規模木造宿泊施設の法制度検討小委員会 

5 回程度の委員会を開催する。１回は、地域の NPO の協力を得て実地調査（山梨、

群馬、福島他）を行う助成金を獲得することができたので、委員を中心に実地調

査を行い、委員会を開催する。実地調査によって、所有者等が法制度との関係で

困難に感じていることなどの実態を把握し、各法令のどの部分の対応が困難なの

かを、具体的に一覧できる形にまとめる。その上で、それを解決するために、望

ましい法制度の在り方や、地方自治体の条例の運用方法等について見解をまとめ

る。 

２）歴史的大規模木造宿泊施設の耐震安全性能小委員会 

5 回程度の委員会を開催する。2015 年度活動概要に示した活動を引き続き行い、

データベースを作成するとともに、指針案に向けた提言をまとめる。また、法制

度・防火小委員会と連携した活動（実地調査など（助成金申請中））を企画した

い。成果をまとめるために、必要に応じて、委員を追加する方針である。 

３）歴史的大規模木造宿泊施設の防火小委員会 

5 回程度の委員会を開催する。2015 年度に引き続き、温泉地の木造三階建て旅館

における課題の把握と火災安全の実現性について検討を行い、歴史的大規模木造

宿泊施設を安全な形で使用継続するための防火対策指針への提言をまとめる。 
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2015 年度 特別研究委員会 活動報告 
 

（2016 年 3 月 12 日作成） 

委員会名 次世代の構造系解析インターフェース[若手奨励]特別研究委員会（第二次） 

設 置 期 間 2015 年 4 月 ～ 2017 年 3 月 

委員構成 
（委員名（所属）） 

委員長 鈴 木 琢 也（竹中工務店） 
幹 事 木 下 拓 也（竹中工務店） 
 渡 邊 秀 和（東京工業大学） 
委 員 伊 藤 拓 海（東京理科大学） 
 鈴 木 比呂子（千葉工業大学） 
 富 澤 徹 弥（構造計画研究所） 
 中 楚 洋 介（東京大学） 
 野々山 昌 峰（大成建設） 
 藤 田 皓 平（京都大学） 
 前   稔 文（大分工業高等専門学校） 
 水 島 靖 典（竹中工務店） 

研究の背景と目的 

本特別委員会では，専門技術者である構造解析者と，意匠設計者や顧客，ある

いは建築物のエンドユーザーである一般の人々との関係を近づけ，構造性能や耐

震安全性への興味・理解を深めることを目的として，次世代型の解析インターフ

ェースを提案する。より簡易に，より直感的に，構造解析やシミュレーションを

行うことができるよう，近年発展が著しい携帯型情報端末などを活用した，新し

いインターフェースの開発と，また，それらを活用した教育支援・アウトリーチ

活動を実施する。 

想定される成果物 
（具体的に） 

一般の人にも頒布可能な，簡易に構造解析を実行できるアプリケーションを開

発して，教育活動などに利用する。これにより，建築物のエンドユーザーである

一般の人々の構造解析への信頼性や理解が高まることが予想される。併せて，ア

プリケーションのソースコードも公開し，今後教育用アプリケーションの開発を

検討する構造技術者が参考にできるようにする。 

2015 年度活動概要 

・アプリケーションの改良および新規開発： 
第一次活動で開発したアプリケーションの改良を行うとともに，一般市民や小

学生なども楽しんで学べるような新規アプリケーションの開発を行った。 
・iOS でのアプリケーションの頒布： 
既存のアプリケーションも含め，計 5 つの iOS アプリケーションの頒布を実施

した。その結果，頒布半年程度で 500 以上のダウンロードが記録された。 
・教育機関での適用： 

開発したアプリケーションを教育関係者に紹介し，授業等で利用していただけ

るよう依頼を行った。その結果，2 大学において活用・紹介された。また，小

学生に対する特別授業にも適用した。 
・最新のインターフェースに関する調査： 

最新の AR（拡張現実）技術で利用されているインターフェースについて調査

を実施した。 

2016 年度活動計画 

・アプリケーションの教育現場への適用拡大： 
開発したアプリケーションの更なる適用拡大を図り，委員会成果を広く社会に

還元する。 
・アプリケーションのダウンロード状況の調査： 
頒布しているアプリケーションのダウンロード状況を調査し，より広く社会に

頒布するためのアプリケーションの要件等について分析する。 
・新しいインターフェースを利用したアプリケーションの開発： 
タッチパネルなどの従来技術とは異なる最新のインターフェースを用いた次

世代の構造解析アプリケーションの開発を行う。 
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