
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０２１年度大会（東海） 

学術講演発表・建築デザイン発表 
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部  門 題  数 昨年度比 

材料施工 605 ▲57 
構  造 2,074 ▲127 

防  火 149 ▲14 
環境工学 1,167 ▲78 
海洋建築 26 0 

情報システム技術 110 1 

教  育 34 ▲2 

建築計画 654 ▲35 
農村計画 67 ▲42 
都市計画 519 ▲59 
建築社会システム 171 16 

建築歴史・意匠 451 ▲29 

建築デザイン 203 ▲6 

合  計 6,230 ▲432 
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１．材料施工部門（605題） 

本年度の材料施工部門の学術講演発表題数は605題であり、前年度に比べて57題、10％弱減少した。

学術講演会全体の発表題数6,230題に対する割合は約10%で、前年より若干減少しているものの、ここ

数年は同様な研究活動が維持されている。 
鉄筋コンクリート工事関連分野の発表題数は、約270題と前年度とほぼ同等であるので、材料施工

部門の約4割であった前年度より分野に占める割合は増えている。このうち、コンクリート研究の基

盤としての、セメント、骨材、混和材料などの使用材料に関して51題、フレッシュ時や硬化後の物性

に関して29題、収縮およびクリープに関して8題、中性化・耐久性に関して35題の発表があり、スラ

グ細骨材やフライアッシュの適用に関する内容など、構成材料によるコンクリートの性質の改善評価

などの基礎的な研究が継続的に行われている。 
各種コンクリートについては、実適用段階での高流動コンクリートおよび流動化コンクリートの性

状に関する内容などが24題、環境対応課題としての再生骨材コンクリートや高炉セメント・高炉スラ

グ微粉末を利用した環境対応型コンクリートに関して、基礎的性状から実適用に至るまでの内容で18
題、暑中コンクリートについて、使用材料や養生に関する内容を中心に16題と、前年度と同数程度の

発表があり、当該研究が継続されデータが蓄積されていることがうかがえる。そのほか、高強度コン

クリートに関して9題、繊維補強コンクリートに関して9題、プレキャストコンクリートに関して6題、

マスコンクリートに関して5題、CFTコンクリートに関して5題などが発表される。 
型枠工事については前年度17題より減少して7題であり、施工に関する内容では、打ち込み・打ち

継ぎに関わるコンクリートの圧送性について19題の連報を含み前年度と同程度の21題、特殊な条件で

のコンクリート施工などの内容を含む施工管理について7題が発表される。試験・検査法については

前年度17題より減少して10題である。 
鉄骨工事、金属材料関連の発表題数は、前年度より若干減り57題となっている。前年度同様、その

大半は溶接に関する研究であり、ロボット・自動溶接関連5題も含まれる。 
木材・木質系材料の発表題数は、前年度の5題に対して10題と倍増し、木材塗料や外部使用、防火

性などの仕上げに関係するものから、構造、環境に関するものまで広範囲にわたる内容の発表となっ

ている。 
防水工事、内外装工事などの仕上材料分野の発表題数は、前年度約200題より減少して114題であり、

材料施工部門の約2割となっている。防水・シーリングに関する発表は前年度の52題から23題となり、

メンブレン防水のEVAシート防水構法に関してや、著名な建築物での防水・シーリング施工報告がア

ーカイブでの調査結果として発表される。タイルに関する発表は前年度の27題より減少し15題であり、

大形床タイル張りに関する研究が目立っている。その他、左官に関しては漆喰などの発表が6題、床

の性能評価に関しては10題、塗料および仕上塗材が10題、屋根、外壁などの外装関係が18題で、いず

れも前年度より減少している。内装に関しては前年度を上回る25題で、間仕切り壁などの耐震性など

力学性状についての発表17題が含まれており、非構造部材の耐震性向上に関する研究が着実に進捗し

ていることがうかがえる。 
維持保全・補修改修分野の発表題数は、前年度の約70題に対し微増の73題である。試験方法に関す

る発表は17題であり、全てセメント・コンクリートに関するものである。調査におけるドローン活用

に関する発表が前年度より増加して11題、実建物調査例や塗膜、タイル外壁などを扱った調査・診断

に関する発表が15題、断面修復材などの補修に使用する材料についての補修・改修に関する発表が20
題である。 

解体工事・エコマテリアルなどの環境配慮分野の発表題数は21題である。解体工事関連は7題で、

様々な解体工法や災害防止対策、石綿含有塗材の除去について発表される。エコマテリアルの範疇と

なるジオポリマーは、前年度とほぼ同程度の8題発表される。 
生産管理分野の発表題数は、前年度の40題から48題に増加している。このうち情報化施工での発表

は前年度とほぼ同等の31題で、三次元測量や衛星測位システム利用が8題、書類作成自動化やAI、VR
活用が7題、現場自動溶接や3Dプリンター、自立移動などの建設ロボット関係で16題の発表がある。

技能労働者不足への対応として、施工分野におけるIT利用に関する研究開発が、各所で積極的に実施

されていることがうかがえる。 

（材料施工委員会広報委員 岡本肇） 
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２．構造部門（2,074 題） 

構造部門の学術講演発表題数は 2,074 題（前年度比-127）である。オンライン開催が前提であった

ためか、昨年度の発表題数より6%程度減少しており、ここ 10年間では最も少ない発表題数となった。

一方、全発表題数 6,027 題中、約 34%で部門中最も多く、また本年度を含め 10 年間通して 2,000 題

を超える発表数を維持しており、構造部門では堅調に研究発表が行われている。 
12 の分野別の発表数は、荷重・信頼性が 70 題（前年度に対し-9）、応用力学・構造解析が 107 題

（+14）、基礎構造が 131 題（-23）、シェル・空間構造が 149 題（-27）、振動が 509 題（-29）、原子

力プラントが 34 題（-23）、木質構造が 331 題（+1）、鉄骨構造が 271 題（-1）、鋼・コンクリート合

成構造が 70 題（-8）、鉄筋コンクリート構造が 344 題（+2）、プレストレストコンクリート構造が 27
題（-10）、壁式構造・組積造が 31 題（-14）である。 

発表題数が最も多い振動分野では、例年同様、地震動評価、地盤震動から、動的相互作用、強震観

測、免震構造・制振構造、モニタリング・健全性評価、建物被害まで幅広い領域の研究発表があった。

大型振動台等を用いた研究プロジェクトの一連の報告や、近年注目されている AI、深層学習を活用し

た建物被害評価に関する研究の成果も発表されている。鉄筋コンクリート構造、壁式構造・組積造、

およびプレストレストコンクリート構造の分野では、柱・梁・耐震壁・柱梁接合部などの部材レベル

の実験および解析、鉄筋の付着・定着などの局所挙動の研究から、RC 造建物の性能評価、耐震補強

法など、幅広い研究の成果が発表されている。鉄骨構造では、溶接・ボルトといった接合要素から柱

梁接合部、柱脚などの接合部に関する実験研究や部材挙動に関する研究のほか、骨組を扱った研究な

どの成果が、鋼・コンクリート合成構造では、CFT（鋼管充填コンクリート）構造や柱を RC・梁を

鉄骨とした構造形式に関する研究などの成果が発表されている。木質構造では、伝統木造建築から

CLT（Cross-Laminated-Timber）による大規模木造など最新の構造まで幅広く扱われ、接合要素に

関する実験から、壁などの構面材に関する研究などの成果が発表されている。シェル・空間構造では、

昨年度に引き続きオーガナイズドセッション「植物構造オプト」で 25 題の発表が行われ、天井の振

動特性や落下防止対策に関する発表などがあった。基礎構造では、杭の鉛直支持能力や水平抵抗に関

する研究や、既存杭・地盤改良などに関する研究などの成果が発表されている。最後に荷重・信頼性、

応用力学・構造解析および原子力プラントの分野では、風・雪・津波・衝撃力に関するリスク、荷重

およびその影響や、立体骨組の耐震性能評価や設計法、機械学習に基づく最適化に関する研究をはじ

め、各種数値解析法などの研究成果が発表されている。 
（構造委員会広報委員 永野正行） 
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３．防火部門（149 題） 

 今年度の防火部門の発表題数は全 149 題（前年度比-42 題）である。研究分野別の内訳は、木質系

構造・材料 35 題、鋼構造・材料 11 題、コンクリート系構造・材料（合成構造を含む）17 題、火害

診断技術 10 題、材料・物品の燃焼性 9 題、区画火災性状 8 題、煙流動性状・煙制御 12 題、避難 13
題、火災安全設計・評価法等 14 題、都市防災 6 題、防災設備・防火設備 14 題である。 
一昨年に引き続き、木質系構造・材料の耐火性に関する発表件数が最も多く 35 題である。これは 9

年連続の傾向であるが、既存ストックの有効活用および木造建築物を巡る多様なニーズへの対応とし

て、建築基準法令が改正されたことを受けて、技術開発の機運が高まっていることも一因にあり、木

質系構造・材料に関する発表数は今後とも多く推移すると考えられる。特に、準耐火構造部材につい

ては、材料としての熱水分移動、炭化のしやすさなどの各種特性、および架構の弱点となりやすい接

合部の開発に関するものが多い。また、耐火構造部材については、単一材料だけでなく、鋼材等の異

種材料との複合材による耐火性能の研究開発も増加の傾向にある。 
次に多いのがコンクリート系構造・材料（合成構造を含む）の 17 題、火災安全設計・評価法等と

防災設備・防火設備が 14 題である。コンクリート系構造・材料の内容では、床スラブの耐力に関す

るもの、超高強度コンクリートに関するものなどがある。火災安全設計・評価法等の内容については、

火災拡大のリスク評価や火災被害を受けた建築物の機能維持評価に資するもの、避難器具配置の評価

などがある。また、避難の内容では、高齢者や自力避難困難者のいる施設における早期対応・避難行

動特性に関するもの、階段の群集歩行性状に関するものなどがある。流動性状・煙制御の内容につい

ては、廊下や傾斜路における実験的研究が多くなっている。 
オーガナイズドセッション（OS）は「新たな火災安全性能評価手法の提案」というテーマで実施さ

れる。防火の性能は、地震のように差し迫った危機が社会的にも認識されている災害と異なり、火災

が起きてからでないとその効果を評価しにくい。その結果、実際の建築物の設計においても法令を守

ることのみに腐心し、安全に関するリスクコミュニケーションも希薄になりやすいことが指摘されて

いたが、火災安全性能のミエル化に向けた評価システムの提案がなされる予定である。また、建築物

の地震後継続使用性能の定量的評価に関する発表もあり、火災安全に関するリスクコミュニケーショ

ンの活性化に向けて活発な議論を期待したい。 
（防火委員会広報委員 土屋伸一） 
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４．環境工学部門（1,167 題） 

今年度の環境工学の発表数は 1,167 題である。以下の 9 テーマのオーガナイズドセッション（OS）
が実施される。 
1）在宅勤務・リモートワークにおける環境評価とストレス緩和（5 題）：COVID-19 への対策として

普及した在宅勤務・リモートワークについて、従前の住環境評価やストレス研究を直すとともに新

たな状況についての知見を共有するための議論を行う。 
2）建築空間の音環境整備と吸音（6 題）：様々な建築空間における音環境の実態、音響設計における

吸音の必要性、吸音効果による音環境向上事例などをはじめとする話題を提供し、建築空間におけ

る音環境整備と吸音の重要性を発信する場とする。 
3）Low-carbon building techniques in the post-pandemic on the Global South（9 題）：英語セッシ

ョンとして開催し、コロナパンデミックや南北問題がもたらす急激な社会の変化の中で、どうすれ

ば低炭素社会を実現できるかを議論する。本 OS は投稿多数のため、２つのセッションに分けて実

施する。 
4）物質移動と伝熱の連成モデル（5 題）：建物の周辺で生じている物質移動と伝熱の現象について議

論を行う。シミュレーションモデル、現象の観察結果、実験結果などが議論のトピックとなる。 
5）温湿度環境と熱ストレス・健康影響評価（3 題）：暑熱・低温環境や高低湿度環境の様々な問題を

フィールド調査、被験者実験、数値シミュレーションなど、温湿度環境の健康への影響に関連する

研究発表を通じ、現状の把握と今後の可能性等について活発な議論を行う。 
6）人と環境とバイオクライマティックデザイン（3 題）：コロナ禍を踏まえたバイオクライマティッ

ク（Bio-climatic）デザインの最新の研究事例を通し、これからの社会におけるそのあり方につい

て、意匠・計画・環境工学など多様な分野が横断的に議論する場を設ける。 
7）建築・都市熱環境に関する将来構想（9 題）：将来のより良い建築・都市熱環境を創造するにあた

り、過去、現在の建築・都市熱環境を踏まえたうえで、求められるであろう熱環境技術について議

論する。本 OS は投稿多数のため、(1)住宅のエネルギー性能に関する将来像、(2)気候変動が都市・

建築・人に及ぼす影響の将来像と国内都市の SDGs 推進状況の２つのセッションに分けて実施す

る。 
8）新型コロナ対策と室内環境（29 題）：室内空間における新型コロナウイルスの挙動（発生、伝播、

感染、不活）、実態と対策、そして課題に関する内容を建築環境工学的、特に空気環境の見地から

総合的に議論する。本 OS は投稿多数のため、(1)飛沫発生、(2)感染経路と人間行動、(3)感染対策、

(4)病院・学校・商店、(5)空間濃度と感染確率 1、(6) 空間濃度と感染確率 2 の 6 つのセッション

に分けて実施する。 
9）環境建築の設計・運用条件を考える（2 題）：環境建築の設計・運用のための与条件は曖昧なこと

が多い。設計の視点から、あるいは実測の視点、研究の視点などから環境建築の設計・運用条件を

再検討することを試みる。 
今年は一般発表にも「感染対策」や「パンデミックが及ぼす影響」に関するものが多い。さらに従

来からの基礎的な研究に加え、「ワークプレイス」や「バイオフィリア」など新しいキーワードも増え

てきている。 
（環境工学委員会広報委員 大岡龍三） 
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５．海洋建築部門（26 題） 

今年度の海洋建築部門の発表題数は 26 題である。海洋建築部門の発表は例年と同じように海洋建

築特有のテーマ分類によって、計画系、構造系、環境系の内容が混在して発表が行われ、他の分野に

は無い領域横断的な内容となっている。発表内容は海洋空間計画と浮体の解析・津波に関する研究が

中心である。また学生の発表が多く、若手優秀発表賞を視野にとらえた快活な発表が期待できる。今

年度の講演発表の概要を紹介する。 
 
･海洋空間計画（6 題） 

このセッションでは、ウォーターフロントの特性に着目した公衆衛生施設、サイクリング環境、公

園・ワーケーション施設整備などの空間計画に関する発表が行われる。また埋立地に代わる建て替え

自由度の高い浮体式人工地盤の提案も行われる。 
 

・交通・環境（4 題） 
 このセッションでは、通勤通学における水上交通の実態と「海の駅」の社会的効果、灯台の多目的

利用の促進について報告がある。また水辺のゴミ問題に関する新しい取り組みについても報告がある。 
 
・歴史的海洋建築（3 題） 

このセッションでは、厳島神社の建立に関する調査と廻廊の流体力学的研究および海虫被害につて

の報告がある。 
 

・浮体・解析（6 題） 
このセッションでは、空気室が設置された浮体や風車が設置された浮体の挙動に関する報告がある。

また地盤-土木構造物-建築物の連成地震応答解析や長周期地震動に対する石油貯槽浮屋根の耐震強度

評価についても報告がある。 
 
・津波（7 題） 
 このセッションでは、構造物に津波漂流物が衝突したときの挙動や津波避難シェルター整備、マリ

ーナや漁港の津波対策などについて報告がある。またソフト面では、自治体、観光地、海浜利用者な

どの津波避難に対する報告もある。 
 

（海洋建築委員会広報委員 川上善嗣） 
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６．情報システム技術部門（110 題） 

情報システム技術部門は、建築に関わるすべての専門分野を横断した研究の発表が行われるため、

対象範囲が広く内容も多岐にわたる。今年度の発表は110題（2019年度90題、2020年度109題）で、

12セッションとなった。 
 
【セッション】 
「知的システム・AI」、「CAD・BIM・FM システム・データベース(1)・(2)」、「センシング・モ

ニタリング・IoT(1)・(2)」、「制御・ロボット・モニタリング」、「アルゴリズミックデザイン・デ

ザイン科学」、「シミュレーション・数理計画・数理統計」、「システム化技術・建築情報教育」、

「GIS・環境・都市・地域・景観」、「図形処理・画像処理・情報化」、「感性工学・人間科学・防

災」 
 
情報システム技術部門の発表内容は、「建築のDX（デジタルトランスフォーメーション）」に向か

う流れの中にあり、情報システム技術が幅広く研究されている。人工知能（AI）に関わる分析技術と

して機械学習があり、その一つの技術として深層学習があるが、これらを利用した建築設計図面の自

動認識、住宅の地震時損傷自動抽出、三次元モデルの加工パターン特定、劣化度診断、地震応答スペ

クトルの準即時面的予測等の発表が行われている。BIMに関連する発表としては、建築確認業務の効

率向上、建物維持管理手法、建物の施工検討、応急仮設住宅団地の自動設計、GISと組み合わせた3
次元景観評価、ドローンを活用した敷地の自動モデリング等がある。VR（Virtual Reality、仮想現実）・

MR（Mixed Reality、複合現実）・AR（Augmented Reality、拡張現実）は近年活発に研究されて

いるが、維持管理情報の閲覧支援、建築教材や閲覧特性分析ツール、施工管理等の発表がある。セン

シング・モニタリング・IoT（Internet of Things）に関する研究も毎年多く発表されているが、今回

は、オフィスの分析・評価を行うための屋内位置測位、無線式環境モニタリングシステム、エアコン

制御システム、屋内空間におけるBLE受信電波強度の可視化、屋内GNSS情報配信による時刻同期地

震センサ、レーザースキャナーによる構造物の動的挙動の把握、モーションキャプチャを用いた動的

変位計測、高解像度写真による損傷評価、スマートフォン内蔵センサを利用した振動計測等がある。

ロボット関連では、耐火被覆吹付ロボット、土塗り左官ロボット、彫刻刀でのロボット加工、炭酸ガ

スレーザーを用いた木質外装材等の発表がある。その他、3次元計測技術、デジタルファブリケーシ

ョン、伝統木造建築のデジタルアーカイブ、パラメトリック設計の多目的最適化、人流シミュレータ、

津波シミュレーション可視化、新型コロナウイルス影響下での密空間の分析等、多岐にわたっている。

さらに、上記の情報システム技術の利用だけでなく、それらを融合した展開として、BIM×GIS、
AI×GIS、BIM×IoTなど、複数のシステムや技術を連携した研究発表が多いという特長がある。本部

門の研究発表を通じて、複数の研究分野・技術分野の融合による発展と専門分野を超えた研究情報の

交換が行われ、建築DXに向けたさらなる領域複合型の研究の展開が期待される。 
 

（情報システム技術委員会広報委員 倉田成人） 
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７．教育部門（34 題） 
教育部門は、専門教育（設計・構造・防災）、専門教育（住教育、ものづくり・技能教育他）、対象

者別の教育（市民・初等中等教育・大学／大学院・社会人・初学者）、および若手発表（1）（2）のセ

ッションで構成される。全セクションに渡り、コロナ禍（COVID-19）、遠隔（オンライン）、防災な

どのキーワードを中心に多様なテーマが展開される。若手発表が 1/3 を占め、若手の教育分野に対す

る問題意識の高まりを表しており、優秀な発表者は「若手優秀発表賞」として表彰される。以下、セ

ッションごとに発表課題の概要を記す。 
 
・専門教育（設計・構造・防災）：9 題 

コロナ禍への対応として実践された、研究指導や卒業設計などの授業方法、建築設計演習の授業形

式に関する調査研究、BIM や Web 会議システムなどのデジタル技術を活用した授業やワークショッ

プの実践、デジタル画像相関法を用いた構造教育ツール開発など、今後の建築教育を多角化する実践

的な教育事例が報告される。また、近年ますます必要性が高まる防災教育に関して、建設系大学院生

を対象とした高層建築の安全・安心に関するワークショップの成果と検証、地域の防災活動の基礎と

なる小学校におけるプログラミング教育教材の開発と活用による体系的教育へ向けた取組みが報告さ

れる。 
 
・専門教育（住教育、ものづくり・技能教育他）：5 題 

プログラミングを用いた住教育促進に向けた授業実施と評価、コルビュジエの「休暇小屋」の原寸

レプリカを活用した遠隔型模型制作課題と実践、ヘッドマウントディスプレイを活用した型枠技能教

材の制作と実践など、デジタルツールや ICT を学習目標に応じて適用した授業の取組みが報告される。

また、DIY に関する情報共有と特定地域の空き家活用を関連付けた意識調査と教育手法の検討、地域

資源の保存・再生・活用の観点に立ったエコミュージアム構想など、教育機関のみならず市民活動、

まちづくりの視点も包括した住教育、ものづくり・技能、そして技術教育に議論が及ぶ。 
 
・対象者別の教育：8 題 

市民主導の街づくりに関するアイディアと諸活動、小学生を対象とした戸建住宅の施工過程に関す

る認知度調査、住まいの伝統と生活文化に関する意識調査が報告される。また、コロナ禍におけるオ

ンライン型の教育事例：ダイバーシティに配慮したコミュニケーション環境、双方向的な現場見学、

フィールドワーク授業の評価が報告される。また、中学生を対象とする模型を用いた防災教育の検討

と実践、改善点と効果についても報告される。いずれも、地域に広げた教育現場、ICT や立体モデル

の積極的活用など、状況に応じた学習者の興味・関心を高め、深める工夫に溢れた拡張的教育事例で

ある。 
 
・若手発表（1）（2）：12 題 
特定地域における、エコスクールに向けた住環境学習プログラムの開発、AED 設置に関する調査研

究、また、中学生の住居に関する防災意識構造の検討、住教育におけるシティズンシップ力の調査研

究、3D プリンタの活用技能育成の教材開発と評価、フリースクールに見る農村地域のオルタナティ

ブ教育環境に関する研究など、多様な課題について議論される。最後に「COVID-19 を契機としたオ

ンライン建築教育の調査」として、コロナ禍で余儀なくされた全国の建築系学部学科における授業の

取組み（実験実習・設計製図・専門講義科目）の動向が明らかにされる。教員サイドのみならず、少

なくない学生回答の調査分析がなされており、今後の建築教育指針に大いに役立つものとして期待で

きる。 
 

（建築教育委員会広報委員 澤田英行） 
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８．建築計画部門（654 題） 

建築計画部門では、オンラインの 3 室を並行して使用し、計 654 題の研究発表を行う。昨年度にく

らべると 35 題減ではあるが、学術講演全体でみると約 10.9％を占め、この比率は昨年度とほぼ同じ

である。 
 建築計画は下記のような 5 つの分野に分かれており、今年度のオーガナイズドセッションでは 2 つ

の分野からの発案があった。計画基礎分野からは「建築 DIY・利用者コミュニティによるデザイン」

をテーマに 2 題、構法計画分野からは「時間の中の構法」をテーマに 10 題の発表が行われる。なお、

2 日目午前には学術講演はなく、建築計画部門の研究協議会が開催される。 
 
1) 住宅計画分野では、初日から 3 日目にかけて第 26 室にて計 167 題が発表される。 
 海外もふくめた居住文化研究（31 題）では、地域特性・伝統性や居住空間の変容・形成に関する研

究などがみられる。また、住宅地・住宅計画に関する研究（35 題）では、計画史や空間構成・評価、

再生・改善に関する研究がみられる。このほか、ライフスタイル（17 題）、高齢者・障がい者居住（18
題）、コミュニティ（16 題）、住宅供給・ハウジング・住宅地管理（17 題）、さらにはコロナ禍におけ

る生活・働き方や住まい方に関する研究（17 題）などの発表もある。 
2) 施設計画分野では、初日から 4 日目まで第 27 室にて計 241 題が発表される。 
 例年同様に各種施設の研究を中心に発表される。そのうち発表題数がもっとも多いのは、学校など

の教育施設（39 題）で、施設単体としての空間計画だけではなく、ここには地域利用や教育プログラ

ムとも関連付けられたものも含まれている。ほかには、医療施設（28 題）、劇場・ホール、美術館・

博物館（27 題）、高齢者施設（27 題）、商業・業務施設（26 題）、学童・保育施設（26 題）、図書館・

社会教育施設（13 題）などがみられる。 
3) 計画基礎分野では、2 日午後から 4 日目にかけて第 28 室にて、OS の 2 題を含む計 161 題の発表

が行われる。 
 空間利用と規模計画・安全防災避難（35 題）、設計ツール・設計理論・設計プロセス（26 題）、街

路景観・住宅の室内計画（36 題）、群集流動・場所選択（33 題）、空間イメージ等（29 題）などの研

究が発表される。計画基礎分野では、特定の施設を対象とした研究に加えて、建築計画を横断する理

念や考え方に関する研究も行われている。 
4) 構法計画分野では、4 日目に第 26 室にて、OS の 10 題を含む計 55 題の発表が行われる。 
 構法史をテーマとした OS に加えて、歴史的構法、風土的構法、木造工法、構法と情報技術、改修

構法・DIY・再利用、構法計画理論・各種構法などに関する研究が発表される。 
5) 設計計画分野では、初日の午前に第 28 室にて計 30 題の発表が行われる。 
 住民参加・コミュニティ、居方・居場所、設計ツール・設計言語、リノベーションなど、さまざま

な立場の人たちが関わる計画に、いろいろな角度から切り込んだ研究発表が行われる。 
 
 全体をとおしてみると、これまでも重要視されており、そしてこれからも重要視されるであろう各

分野のテーマに加え、分野の横断的なテーマやコロナ禍における新たな建築計画を見据えたテーマな

ど、社会の変化に対応した今日的で新しい研究課題も増えていることがうかがえる。 
 

（建築計画委員会広報委員 栗原伸治） 
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９．農村計画部門（67 題） 

 農村計画部門では、住宅・地域施設から集落、さらに国土空間までを研究の対象とし、自然環境と

生活環境の調和を目指し、農山漁村地域に関わる計画分野における理論および技術の発展に寄与する

研究課題が集積したプログラムとなっている。 
 
 今年度の具体的な学術講演のテーマは、以下の 8 セッションである。 

① 東日本大震災 10 年：8 題 
② 復興のリアルと計画：9 題 
③ 集落空間構成：9 題 
④ 建築空間：9 題 
⑤ 管理と継承：9 題 
⑥ 生活支援：9 題 
⑦ 人口と居住：7 題 
⑧ 地域産業：7 題 

 
今年は、東日本大震災から 10 年の節目となっている。巨大災害からの復興と次なる災害への備え

に加え、人口減少社会、超高齢化社会といった社会変動への対応が課題である。被災地域の復興にあ

たっては、ハードの再建だけでなく人々のくらし・コミュニティの再建が重要である。復旧・復興過

程を検証し、その先にある地域再生・創世を見据えた議論が期待される。 
集落・民家の構成原理や価値の評価は農村計画部門がスタートした 1967 年当初からの基礎テーマ

であり、継承、展開してきた分野である。近年の傾向としては、地域産業と農村のあり方に関するも

のや技術の継承に着目したもの、地域活性化の手段としてのツーリズム活用に関する発表が増加して

いる。 
管理と継承では、人口の減少や高齢化によって管理ができなくなった空き家の管理に関する発表が

増加している。文化的景観構成要素としての空き家や雑草地の評価や拠点施設による景観保全のあり

方など幅広い発表が予定されている。 
生活支援では、農山漁村における教育や福祉をテーマに地域の包括的再編に向けた複層的機能ネッ

トワーク化や今後の拠点整備にむけた議論が展開される。農山漁村地域での高齢者支援に関する研究

が増加している中で、秘密基地づくりに着目した子どもの遊び環境の変遷に関する研究には注目した

い。 
人口と居住では、地域の持続可能性について地域の人口特性や教育機関による地域貢献活動に着目

した議論が展開される。 
（農村計画委員会広報委員 本塚智貴） 
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10．都市計画部門（519 題） 

都市計画部門では、計 519 題（5 テーマ 44 題の OS 発表含む）の研究発表が実施される。コロナ禍

の影響から発表論文数は昨年度に比べて 59 題減少したが、with/after コロナの都市計画をテーマとす

る研究など、今日的な課題を取り上げた論文が多数投稿されている。以下、今大会での都市計画部門

の概要を紹介する。 
発表数が多く分類されているテーマとして次の 4 つがある。「景観と都市デザイン」（117 題）では、

各地の景観計画を考察した報告、産業構造と景観デザインとの関係を分析した報告、道路等の公共空

間の景観を扱った報告、グリーンインフラや空き地の利用実態を明らかにした報告など、多様な研究

発表が予定されている。「市街地変容と都市・地域の再生」（95 題）については、再開発をはじめとし

た市街地整備事業の評価、商店街の空間変容を分析した報告のほか、近年の重要テーマと言える空き

家を活用した市街地再生について発表が行われる。「都市環境と防災」（62 題）については、ハザード

と土地利用の関係性を扱った報告、避難行動や避難所環境、防災教育に関する報告がある。また、東

日本大震災をはじめとした、各種災害からの復興を検証した報告も行われる。「調査・評価と計画支援」

（49 題）では、居住地選択などのシミュレーション・解析、SNS や AR といったツールを用いた空

間把握について発表がある。 
今年度、都市計画部門では 5 つの OS が企画されており、「拠点地域のデザインと都市再構築に向け

たプランニング理論と技術」（20 題）では、郊外の拠点形成手法、災害リスクと拠点・居住地の関係

を考察した報告がある。「大学キャンパスが都市空間に貢献する新たな関係を見出すための計画と

は？」（12 題）では、コロナ禍のキャンパス空間の利用実態を調査した報告やキャンパス周辺地域と

の協働再生に関する発表が行われる。このほか、「持続可能な地域観光に向けたプランニングの検討」

（6題）、「空き地から始まるまちづくりの展開」（3題）、「コロナ禍を発端とした生活様式変容と住環

境計画への影響」（3 題）が予定されている。 
上記以外にも、「都市論と都市計画史」（22 題）について、国内外の都市形成史を扱った報告があり、

「都市像と計画」（38 題）については、都市交通や都市構造の再編のあり方に関する研究報告がある。

「地区とコミュニティ」（33 題）については、コロナ禍の近隣空間を扱った報告のほか、子育てや福

祉のまちづくり、持続的なコミュニティ形成、地域施設の配置を考察した発表がある。また、「制度と

行政」（23 題）については、土地利用の誘導・評価、空き家管理や団地再生の報告が、「参加と組織」

（36 題）については、公共空間マネジメント、参加のプロセス、生活支援技術に関する報告が予定さ

れている。 
 

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

建築社会システム部門は、建築の社会・経済システムを対象に学際的・業際的な研究を行う部門で

ある。この部門は、建築生産・建築企画・経営分野の課題を主題とする「建築生産分野」と、住宅の

供給やマネジメント、ストック活用等を扱う「ハウジング分野」の 2 つの分野で構成されている。 
今年度の発表数は、昨年より 16 題多い 171 題であった。セッション数は、例年は 30 セッション程

度であるが、今年はビデオを用いた新たな発表形式に合わせ、建築生産分野 10 セッション、ハウジ

ング分野 10 セッションの計 20 セッションに整理してプログラム編成を行った。 
 

１）建築生産分野（89 題） 
建築生産分野では、「BIM」（9 題）、「情報化施工」（9 題）を中心に、他のセッションにおいても、

近年注目される情報関連技術の建築生産への応用を検討する発表が多く見られる。特に BIM につい

ては、「公共・歴史的建造物」（9 題）、「不動産管理・LCC」（9 題）においても、既存大型施設の不動

産管理、公共共同住宅の点検業務等で活用する報告がある。また、「建築産業論・国際比較」（9 題）

では、英・米・中での BIM の活用事例が検討されている。一方で、「材料利用・技術者」（9 題）、「生

産性・生産プロセス」（9 題）、「技能・作業・合理化」（9 題）では、外国人・女性労働者の課題、多

能工の生産性、宮大工の技術など、建築生産に関わる人の問題を主題とした発表も多くみられる。ま

た、「発注問題・プロジェクトマネジメント」（9 題）では、PFI・ECI 等の発注方式や発注者支援方

法に関する発表が、「評価・サービス」（8 題）では、サステナビリティの進展度合いを示す指標の変

化等に関する報告がなされた。 
 

２）ハウジング分野（82 題） 
ハウジング分野では、「住宅生産・不動産流通」（9 題）、「改修・リノベーション・転用」（9 題）、「空

き家の活用」（8 題）のセッションで、住宅ストックをそれぞれのコンテクストに合わせて再生・流通・

転用する手法に関する発表が多く見られる。特に、都市部では民間・個人ベースのリノベーション等、

地方・郊外部では自治体等による空き家活用が注目されていた。さらにランドバンク事業等、そのス

トックが立地する地域を経営的視点で捉える「住宅地のマネジメント」（8 題）も、意欲的に取り組ま

れている。また、「マンションの管理」（9 題）では、管理不全に陥らないための運営方法等が検討さ

れている。「災害対策」（8 題）、「災害後の対応」（8 題）では、震災後に建てられた応急仮設住宅の課

題検証とともに、既存の分譲マンションの浸水対策改修や災害時のトイレ使用、被災後の再生等に関

する発表が見られる。「居住実態・意識」（8 題）、「高齢者・要支援」（8 題）、「ひとり親世帯・外国人

の住まい」（7 題）では、多様な主体の居住実態や意識、それぞれ抱える住宅問題、その居住支援のあ

り方等に関する発表が見られる。 
最後に、コロナ禍でフィールドワーク等の制限があるなか、各研究者が調査等に苦労していると思

われるが、リモートワークの普及、多拠点生活（アドレスホッパー）等の、ポストコロナの新たな住

生活に着目する先駆的な研究発表もみられた。 
 

（建築社会システム委員会広報委員 柴田 建） 
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12．建築歴史・意匠部門（451 題） 

2021 年度大会（東海）、建築歴史・意匠部門の学術講演題数は 451 題となった。本部門の講演題数

は 2004 年度以降、毎年 400 題以上を数え、とくに 2018、2019 年度は 500 題を超えるなど着実な増

加傾向を示してきたが、昨年度が 480 題だったのに引き続き 400 台にとどまった。ただ今年度は大会

全体でも昨年度にもまして題数が減っており、オンライン開催という事情が影響したものと考えられ

る。 
 分野別の内訳をみると、最も題数の多いのが意匠論の 140 題（+44）で、以下多い順に日本近代が

87 題（-5）、日本建築史が 48 題（-8）、都市史が同じく 48 題（-6）、建築論が 39 題（-2）、保存が 32
題（-15）、西洋近代建築史が 26 題（-6）、東洋建築史が 20 題（-4）、西洋建築史が 11 題（+1）と続

く（括弧内は前年度からの増減数）。なお昨年度は「その他」という独立した枠（28 題）を設けたが、

今年は設けていない。各分野が微減するなかで意匠論だけが大幅に増加しており、同分野の研究活動

が旺盛であることを示している。以下に講演番号順にそれぞれの分野の傾向を記す。 
 保存は近年再築された国立駅などの事例から、材料や構造など技術や制度の研究、調査・保存論に

まで及ぶ。解体されたり抹消された事例や、再生のための介入なども扱われる。 
 建築論は近現代の言説に着目する作家論が多いが、そのなかでも戦後を扱う現代や自然・風景に着

目した研究が多くみられるのも今年の特徴である。 
 東洋建築史はイスラームから東南アジア、東アジアまでを扱う。現地調査にもとづくものもあれば、

近現代の作家論や植民地、日本との関係を問うものなどもある。 
 意匠論は主としてイメージや形態、構成、都市などの各分野からなるが、幼稚園や里山などでの実

践活動やコロナウイルスによる屋外空間の変容など現在進行形のトピックも興味を引く。 
 都市史は日本から東アジア、欧米・南米・小アジア・アフリカまでを扱う。戦後日本の地方都市や

地域を限定して長いタイムスパンで集落を調査した研究が見られるのも近年の特徴である。 
 西洋建築史は古代から近世・イスラームまでを、西洋近代建築史は近現代の主として作家論を扱う。

バウハウスなどドイツ語圏の研究が多いが、それ以外の多様な対象も目配りされている。 
 日本近代は住宅や作家論が多くを占めつつ、保存に揺れる建物や歴史的建造物調査にもとづく報告

も多い。また軍事施設や占領期の建築が多く扱われているのも今年の特徴である。 
 日本建築史は寺社、民家、城郭、住宅の順に多く扱われている。著名な建築から地域の建物までが

広く取り上げられ、昨年の熊本豪雨による被災状況についても報告される。 
なお本年度も 20 歳代の 274 名を対象とした若手優秀発表賞の審査が行われる。対象者は全体の約

6 割に該当し、なかでも意匠論は 9 割近くを若手が占めるなど、本部門における若手研究者の重要性

を示している。 
（建築歴史・意匠委員会広報委員 初田香成） 
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13．建築デザイン部門（203 題） 
建築デザイン発表会は、年度ごとに定められた招待講評者が設定したテーマに応じて応募するテー

マ部門とテーマの制約を設けない一般部門で構成される。今年度の建築デザイン発表会の発表題数は
203 題（前年度比-6 題）であった。発表数の内訳は、テーマ部門 108 題、一般部門 95 題である。 
 
1）テーマ部門（108 題） 

a．東日本大震災10年の反省―自然に挑まない復興計画：和田 章（東京工業大学名誉教授）（18題） 
東日本大震災の起きた四月の小学一年は高校二年まで育ち、同じ期間に防潮堤と土盛の工事は

次々と進められている。景観を壊し、陸と川と海の自然循環は断たれ、人々は戻っていない。自然
に挑むのではない別の復興計画の再提案をもとに議論する。 

 
b．土木的建築：栗生 明（栗生総合計画事務所代表）（18 題） 

2013 年、当時の和田章日本建築学会会長と小野武彦土木学会会長の特別対談が『建築雑誌』誌
上で行われた。対談の内容は「工学が扱う世界に境界線はない」とまとめられている。土木と連携
した建築デザインの可能性について議論する。 

 
c．3日でつくれるコミュニティハウス：三宅理一（東京理科大学客員教授）（18 題） 

災害やパンデミックに限らず、日常生活を送るうえでも、状況に対応して相互のコミュニケーシ
ョンを担保する居場所を確保することが重要である。迅速で移動可能、誰でも参加ができる建築的
な仕掛けの提案について議論する。 

 
d．コロナ以降の建築：手塚由比（手塚建築研究所代表取締役）（18 題） 

この新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、人々の価値観や生き方に大きな影響を与えて
いる。この経験を経て、建築や都市も変化していくことが考えられる。どのような変化があり得る
のか、もしくは変わらないものは何かについて考える。 

 
e．ポストコロナ時代の環境デザイン：荻原廣高（神戸芸術工科大学准教授）（18 題） 

ポストコロナ時代に沿う新しい生活や空間の在り方を促し、その先に直面しようとしている気候
変動にも備える。単に過去の日常を取り戻すのではなく、よりよい都市や建築の姿を支える新時代
の環境デザインについて考える。 

 
f．「ひとり」と「みんな」のあいだ：南後由和（明治大学准教授）（18 題） 

コロナ禍では、「個人空間（ひとり空間）」のあり方が問い直されるようになった。「ひとり」か
「みんな」かの二者択一ではなく、両者のあいだに多様な関係を築くには、どのような建築デザイ
ンが求められるのだろうか。既存の「ひとり」と「みんな」のあいだの空間イメージを書き替える
ような提案について議論する。 

 
2）一般部門（95 題） 

・居住空間  （8 題）     ・都市の賑わいづくり （9 題） 
・宿泊施設  （7 題）     ・環境配慮設計手法  （8 題） 
・博物館   （7 題）     ・ワークプレイス   （8 題） 
・地域再生  （8 題）     ・ランドスケープ   （8 題） 
・教育    （9 題）     ・交通・流通     （7 題） 
・構法    （8 題）     ・歴史の継承     （8 題） 

 
（大会建築デザイン発表会運営委員会委員長 陶器浩一） 
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