研究集会 研究協議会・研究懇談会・
パネルディスカッション

※研協：研究協議会、研懇：研究懇談会、PD：パネルディスカッション
※今回の研究集会はオンラインで開催します。
部門・委員会

材料施工

構造

種別

主題

頒布資料 日時

総合研究協議会

ウイズ／アフターコロナへの建築学の横断的検討研究成果の
確認と対応指針づくり

あり

第5室
9月7日㊋
13:30〜17:00

室名

建築学会 SDGs 宣言とアクション

あり

第4室
9月9日㊍
13:30〜17:00

研協

ドローン技術の社会実装に向けて

あり

第2室
9月9日㊍
13:45〜17:00

PD

BIM と計測技術

あり

9月9日㊍
9:00〜12:30

PD（応用力学）

レジリエンスに着目した建築構造設計とは？

あり

第1室
9月7日㊋
13:30〜17:00

PD（荷重）

陸上建物の津波荷重に関する研究の現状

あり

9月8日㊌
9:00〜12:30

第2室

PD（基礎構造）

超々高層建築物の基礎構造設計に向けて
─現状の課題と将来展望

あり

9月8日㊌
9:15〜12:30

第1室

PD（木質構造）

日本の中高層木造 どこへ向かうか？

あり

第1室
9月9日㊍
13:30〜17:00

PD（鋼構造）

次の時代の鋼構造の設計規準

あり

9月9日㊍
9:00〜12:30

第1室

PD（RC 構造）

RC 構造の性能規定型耐震設計の現状と将来
─性能規定化から約 20 年

あり

9月7日㊋
9:15〜12:30

第1室

PD（PC 構造）

古くて新しい・アンボンド PC が紡ぐ未来の空間創造

あり

第2室
9月7日㊋
13:30〜17:00

PD（SCCS）

合成構造の構造性能評価法の現状と課題

あり

第2室
9月8日㊌
13:30〜17:00

PD（シェル・空間構造） 鉄筋コンクリートシェル 来し方行く末

あり

第1室
9月10日㊎
13:30〜17:00

第2室

PD（振動）

地震災害のレジリエンスを支える強震観測と建物モニタリング

あり

第1室
9月8日㊌
13:30〜17:00

PD（壁式構造）

いまいちど鉄筋コンクリート組積造（RM 造）の可能性を考える

あり

9月10日㊎
9:00〜12:30

第1室

防火

研協

歴史的建造物の防火対策はどうあるべきか

あり

9月8日㊌
9:15〜12:30

第5室

環境工学

研協

これからの感染症対策と環境工学
─ 2020-21 年・COVID-19から何を学ぶべきか

あり

第2室
9月10日㊎
13:45〜17:00

建築計画

研協

日本の中の和室、世界の中の和室─その現在と未来

あり

9月8日㊌
9:00〜12:30

第3室

研懇

魅力ある住宅地と伴走する人々─コロナ禍で見えた集住の価値

あり

9月10日㊎
9:00〜12:30

第2室

研協

東日本大震災の復興から見える一次産業の持続モデル

あり

9月9日㊍
9:00〜12:30

第3室

研懇

コロナ禍の農山漁村地域
─移住・定住・関係人口創出への影響と新たな可能性

あり

9月7日㊋
9:00〜12:30

第3室

研協

価値転換によりこれからの都市及び都市生活のあり方を問う

あり

第3室
9月9日㊍
14:00〜17:00

研懇

都市と大学のリデザインに向けたリビングラボラトリの可能性

あり

9月7日㊋
9:00〜12:30

PD

ポストコロナに向けての観光地域の再生戦略

あり

第3室
9月7日㊋
13:30〜17:00

利用を主とするハウジングシステムを考える
若年世代の住宅選択の多様化に向けて

あり

第6室
9月10日㊎
13:30〜17:00

PD

建物の価格を考える─ストックの健全な活用に向けて

あり

9月10日㊎
9:00〜12:30

研協

戦後昭和の建築─その価値づけをめぐって

あり

第3室
9月8日㊌
14:00〜17:00

PD（1）

歴史を活かしたまちづくり─伝建制度創設半世紀にむけて

あり

第4室
9月7日㊋
13:30〜17:00

PD（2）

建築資料の現在─建築学におけるアーカイブズの役割を考える

あり

9月8日㊌
9:00〜12:30

農村計画

都市計画

建築社会システム

研協

─

建築歴史・意匠

2107_020-021_♪研究集会・協議会・懇談会・PD（加工）.indd

52

第2室

第6室

第4室

2021/07/12

10:35:25

部門・委員会

種別

主題

海洋建築

研協

巨大津波から10年

情報システム技術

研協

建築教育

頒布資料 日時
防潮堤とまちづくり

室名

あり

第6室
9月8日㊌
13:30〜17:00

建築・都市のライフサイクルモニタリング

あり

9月9日㊍
9:00〜12:30

PD

手で考えて身体でつくる
─デザイン／ビルド教育の多様性と可能性

あり

第5室
9月9日㊍
13:30〜17:00

建築法制

研協

近代建築法制100年：
あり
六大都市はどのように建築・都市計画法制度を受容してきたか？
─東京・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸の比較

第5室
9月8日㊌
13:30〜17:00

地球環境

PD（1）

自然災害が多発する時代に建築構造ができること
地球環境問題への対応

あり

9月7日㊋
9:00〜12:30

PD（2）

人類非常事態への応答 PART2

あり

第4室
9月8日㊌
13:30〜17:00

PD（3）

Sustainable Society のための建築と都市

あり

9月10日㊎
9:00〜12:30

第3室

PD

激甚化する気象災害に対して建築は何が出来るのか
─実大ストームシミュレータの実現に向けて

あり

9月7日㊋
9:00〜12:00

第5室

人為的要因による自然災害 研懇
の防止に向けた技術・社会
に関する特別研究

なぜ社会は専門家の声を聞かないのか、専門家は社会の声を
聞かないのか
─人為的要因による災害の防止に向けた技術・社会のあり方

あり

第6室
9月7日㊋
13:30〜17:00

都市インフォーマリティか PD
ら導く実践計画理論［若手
奨励］特別研究

都市インフォーマリティから導く研究・実践理論

あり

9月7日㊋
9:00〜12:30

第6室

災害からの住まいの復興に PD
関する共有知構築［若手奨
励］特別研究（第二次）

これからの住まいの復興
─東日本大震災 10 年の経験と国内外の事例から

あり

9月8日㊌
9:00〜12:30

第6室

建築におけるオリジナルの PD
価値 に 関 する［若手奨励］
特別研究

建築におけるオリジナルの価値

あり

9月9日㊍
9:00〜12:30

第4室

価値探究の場としての設計 PD
空間［若手奨励］特別研究

価値探究としての設計の方法論

あり

9月10日㊎
9:00〜12:30

第5室

地域包摂型まちづくり［若 研懇
手奨励］特別研究

縮小社会における地域包摂型まちづくりの在り方

あり

第3室
9月10日㊎
13:30〜17:00

福祉起点型共生 コミュニ 研協
ティと新しい地域拠点計画
のあり方検討特別調査

福祉からはじまる地域共生コミュニティの場の可能性

あり

9月10日㊎
9:00〜12:30

建築のスクラップアンドビ PD
ルドと保存・活用に関する
特別調査

建築のスクラップアンドビルドと保存・活用のバランスを
どう創り出すか

あり

第5室
9月10日㊎
13:30〜17:00

企画運営委員会

学術推進のためのアカデミアを支える人材像とは？

あり

9月9日㊍
9:00〜12:30

あり

第6室
9月9日㊍
13:30〜17:00

なし

第4室
9月10日㊎
13:30〜16:00

─

─

災害＋構造

PD（若手教育）

PD（レジリエント建築） 多様な災害に対してレジリエントな都市・建築を目指して
男女共同参画推進委員会

共に働き、共に暮らし、共に育てる
─建築に携わる人のシン・ワークライフバランス

PD
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第6室

第4室

第4室

第5室

2021/07/12

10:35:26

1

2

総合研究協議会

総合研究協議会

ウイズ／アフターコロナへの
建築学の横断的検討研究成果の
確認と対応指針づくり

建築学会SDGs宣言とアクション
［資料あり］

［資料あり］

9月7日（火）13:30～17:00 第5室
司会

9月9日（木）13:30～17:00 第4室

小林健一（国立保健医療科学院）

司会

副司会 鍵 直樹（東京工業大学）
記録

糸長浩司（日本大学）

副司会 川久保俊（法政大学）

前田昌弘（京都大学）

記録

大塚彩美（東京家政大学）

1. 主旨説明 大月敏雄（東京大学）

1. 主旨説明 伊香賀俊治（慶應義塾大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶感染リスク評価、感染対策提案とその検証

❶建築生産者の責任と行動

高井啓明（竹中工務店）

大岡龍三（東京大学）

❷健康、快適な生活空間の提供

秋元孝之（芝浦工業大学）

❸建築構造における SDGs 応答

竹内 徹（東京工業大学）

秋元孝之（芝浦工業大学）

❹建築における木材利用と SDGs

恒次祐子（東京大学）

❷行動変容が及ぼすエネルギー使用の変化
❸新たな建物種別ごとのコロナ対応型建築計画論の形成

❺自治体等多様な主体の SDGs 運動との連携

宮原真美子（佐賀大学）
❹都市空間レベルの行動変容・社会変容に対応する計画論の形成

川久保俊（法政大学）
❻SDGs による建築分野での男女共同社会の実現

村山顕人（東京大学）
❺アフターコロナに向けた建築社会システムの再編提案
柴田 建（大分大学）

中村晃子（日建設計）
3. 討論
コーディネーター：糸長浩司（前掲）
・川久保俊（前掲）
コメント：倉田成人（筑波技術大学）
・新井かおり（Atelier Bio）

3. 討論
4. まとめ 小野田泰明（東北大学）

中村 勉（ものつくり大学）
・齊藤広子（横浜市立大学）
話題提供者：高井啓明・秋元孝之・竹内 徹・恒次祐子・中村晃子

新型コロナウイルス（Sars-Cov-II）によるパンデミックは、人間

4. まとめ 外岡 豊（埼玉大学）

行動や社会的対応に大きな混乱をもたらし、働き方や働く場所のあり
方、住まいのあり方をはじめとして、人々の営みと建築・都市の空間
との関係について再考を迫るものとなっている。
このように急速にパラダイムシフトが進展していく中で、日本建
築学会が緊急に対応すべき課題は広汎かつ多次元にわたっている。

「持続可能な開発のための目標」
（SDGs）はどの分野でも喫緊の課
題である。日本建築学会は 2019 年に「SDGs 対応タスクフォース」
を立ち上げ、本会の委員会すべてにアンケートを実施して方向性を提
示し、2020 年に「SDGs 対応推進特別調査委員会」がこれを継承し、

そして現在、本会には、新型コロナウイルスへの対処法として、人

2021 年 3 月に「日本建築学会 SDGs 宣言」を発信した。建築関連学

の生存に関わる緊急度の高い課題（ウイズコロナ WC）と、コロナ終

協会や市民との協働による SDGs の実現のためのアクションを進める

息後に新たに生じる可能性のある感染症対策（ネクストパンデミック）

ことが必至となっている中で、本総合研究協議会を開催する。

としての課題（アフターコロナ 1：AC1）
、加えて、在宅勤務の加速

建築学会 SDGs 宣言には、
「本会は SDGs の全ての目標に関係して

などのパンデミック終息後も元に復することはないであろうと予測さ

おり、市民及び関連分野と協力してその目標実現のために行動します。

れる人々の活動と、建築・都市との関係の不可逆的社会変容への対応

特に持続可能なまちづくり（ゴール 11）とつくる責任・つかう責任

に関わる課題（アフターコロナ 2：AC2）といった、少なくとも 3 つ

（ゴール 12）を核として行動していきます」とある。そのうえで各

の、グラデーショナルに移行するフェイズに関わる課題群について、

ゴールを連携した、
「a．科学技術での貢献」
「b．健全な環境づくり」
「c．

適宜にビジョンや指針を示すことが求められている。

良好な社会ストックの維持活用」
「d．気候危機・地震等災害対応と

そこで本総合研究協議会では 2021 年度に発足した、建築計画委

脱炭素社会」
「e．生態系の保全と適正利用」
「f．衣食住の保障と平和

員会・環境工学委員会・都市計画委員会・建築社会システム委員会が

で平等な社会づくり」
「g．建築とまちづくり教育」の 7 テーマを目

合同で取り組む、特別調査委員会での活動をベースとしながら、

標とした。これらのテーマを軸として、建築における学術・技術・芸

COVID19 が人間の生活・建築・都市に与える影響を明らかにするた

術の総合化の下に、科学的分析による研究成果を社会に還元し、政策

めの研究から、感染症対策が誘引したパラダイムシフトがもたらす建

に波及させ、社会構築に貢献する。SDGs 達成の KPI（重要業績評価

築学上の課題に関する研究までの成果を確認し、学会全体としての対

指標）の一つとして、大会梗概での SDGs チェック項目を 2021 年度

応指針を模索することを目的に開催する。

から導入した。本協議会では、SDGs 達成のための課題、手法、相互
連携、市民協働、産学協働、法制度の革新などについての幅広い話題
提供とアクションについて討議を行い、最後に外岡がまとめる。
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材料施工部門―研究協議会

材料施工部門―パネルディスカッション

ドローン技術の社会実装に向けて

BIMと計測技術

［資料あり］

［資料あり］

9月9日（木）13:45～17:00 第2室
司会

兼松 学（東京理科大学）

副司会 河辺伸二（名古屋工業大学）
記録

毎田悠承（東京工業大学）

9月9日（木）9:00～12:30 第2室
司会

小見康夫（東京都市大学）

副司会 石田航星（早稲田大学）
記録

田中智己（ポラス暮し科学研究所）

1. 主旨説明 鹿毛忠継（建築研究所）

1. 主旨説明 石田航星（前掲）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶ドローン技術の動向

宮内博之（建築研究所）

❶建築工事における点群データの活用用途とデータ処理方法

❷ドローン活用における安全確保
二村憲太郎（日本建築ドローン協会）
❸施工管理へのドローン活用と課題

染谷俊介（竹中工務店）
❷建築設備における 3 次元レーザースキャニングのための
計測計画の立案方法

堀内英行（日本建設業連合会）
❹外壁調査へのドローン活用と課題

脇坂英佑（新菱冷熱工業）
❸屋上スラブを対象とした点群データ測定作業手順と活用事例

眞方山美穂（国土技術政策総合研究所）
❺建築設備へのドローン活用と課題

妹尾悠貴（鹿島建設）
❹3 次元計測技術のマネジメント手法について

佐々木邦治（丸の内熱供給）
❻災害分野へのドローン活用と課題

四戸俊介（日建設計）
❺BIM の時系列の解明に向けた作業者の運搬作業の計測手法

楠 浩一（東京大学）

石岡宏晃（清水建設）
ファシリテーター：石田航星（前掲）

3. 討論

3. 討論

4. まとめ 橘高義典（東京都立大学）

4. まとめ 志手一哉（芝浦工業大学）

ドローンは、建築分野を含め空撮、農業、測量、検査、防犯、物流、

多くの建築プロジェクトにおいて BIM をはじめとした 3 次元モデ

屋内等様々な分野で活用され始めている。材料施工委員会／ドローン

ルの活用が広がっている。ただ、設計データとして BIM データを作

技術活用小委員会では、2017 年から「建築ドローンシンポジウム」

成することと、設計図書や施工図の中に記載された建物を現実の空間

を開催し、2019 年には災害委員会／災害調査におけるドローン利活

に作成することは等価ではなく、施工誤差をはじめとした差異は厳然

用検討小委員会と連携し、平常時から災害時までのドローン活用最前

と存在する。図面に記載された寸法と現実の建築物の形状の差異の許

線をテーマとして取り上げた。一方、国では 2022 年からの有人地

容差や公差の範囲が曖昧なまま、BIM データと 3 次元計測技術によ

帯での目視外飛行の実現に向けて、新たな環境整備を行っている。こ

る測量データの比較を行うことは、品質管理の本質的な目標を見失う

れら有人地帯では都市の物流・警備、災害直後の救助・避難誘導・消

可能性があり、しっかりとした議論が必要である。また、BIM の導

火活動の支援、そして都市部のインフラ点検が対象となり、
「建築分

入は建設業の生産性向上を目指してはじめられたものであるが、3 次

野におけるドローン利活用元年」とも言える重要な年となる。さらに、

元＋時系列の 4 次元情報を用いて生産性をどのように計量するかが

コロナ禍により無人化・遠隔化・デジタル技術が期待されており、ド

未解決であり、BIM をはじめとした新技術の導入による効果を適切

ローン活用が促進され、実用的に適用可能なドローン技術に対しても

に評価するための計測手法の開発が期待される。本パネルディスカッ

検討すべき社会情勢となっている。これよりドローン技術の社会実装

ションは BIM が多くの建築プロジェクトに導入された状況を踏まえ、

に向けた協議をし、各建築部門間の連携を進める時期にきている。

2030 年代に向けた建築生産に資する新技術として「計測技術」に注

本研究協議会では、ドローン技術の動向、安全確保、各部門領域

目をし、自由闊達な議論を行うことを目的としている。

（施工管理、外壁調査、建築設備、災害分野）における活用と課題に
ついて横断的に紹介する。また、討論の場ではドローン技術の有効性
や社会実装について議論する。特に、ドローン技術への期待や課題に
対して、法整備、安全面、各部門の関連技術、そしてモラル的な観点
から、どう解決していくべきかの方向性を示すことを目標とし、今後
の展望についてのイメージを共有する機会としたい。これにより、建
築分野全体でドローン技術の活用を考えるきっかけとなることを期待
したい。
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構造部門
（応用力学）
―パネルディスカッション

構造部門
（荷重）
―パネルディスカッション

レジリエンスに着目した
建築構造設計とは？

陸上建物の津波荷重に関する
研究の現状

［資料あり］

［資料あり］

9月7日（火）13:30～17:00 第1室
司会

9月8日（水）9:00～12:30 第2室

山川 誠（東京理科大学）

司会

副司会 磯部大吾郎（筑波大学）
記録

壁谷澤寿一（東京都立大学）

副司会 有川太郎（中央大学）

福田隆介（鹿島建設）

記録

浅井竜也（名古屋大学）

1. 主旨説明 高田豊文（滋賀県立大学）

1. 主旨説明 奥田泰雄（建築研究所）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶高レジリエンス構造システムの考え方

朝川 剛（東京電機大学）

❶流体解析の解析精度とブラインド解析

有川太郎（前掲）

❷鉄骨骨組の耐震レジリエンス評価

趙 衍剛（神奈川大学）

❷流体解析を用いた研究事例 その 1

松冨英夫（中央大学）

❸被災した建物の調査・補修とレジリエンス

❸流体解析を用いた研究事例 その 2

長谷部雅伸（清水建設）

伊藤拓海（東京理科大学）

❹津波荷重の確率論的検討事例

福谷 陽（関東学院大学）

❹地盤－基礎－建物連成系のレジリエンス

中村尚弘（広島大学）

❺建物を対象とした水理実験事例 その 1

壁谷澤寿一（前掲）

❺レジリエンスを考慮した構造設計

山本雅史（竹中工務店）

❻建物を対象とした水理実験事例 その 2

岩田善裕（建築研究所）

谷

❼津波漂流物の衝突に対する検討事例

中埜良昭（東京大学）

翼（大成建設）

村瀬 充（清水建設）
3. 討論

進行：磯部大吾郎（前掲）

4. まとめ 高田豊文（前掲）

松川和人（東京大学）
❽ASCE7-16 Chapter 6 の概要

浅井竜也（前掲）

❾氾濫流による建物被害調査

小山 毅（東京電機大学）
西嶋一欽（京都大学）

2005 年に、応用力学運営委員会傘下の「構造物の構造最適化とロ
バスト性小委員会」が立ち上げられた。この小委員会と後継の小委員

3. 討論
4. まとめ 奥田泰雄（前掲）

会では、建築構造設計を対象として、ロバスト性や冗長性について議
論を重ね、さらに構造物のレジリエンスへと議論を発展させてきた。

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震による甚大な

その成果は、2016 年度大会のパネルディスカッション「レジリエン

津波災害から 10 年が経過し、改めて建築物に作用する津波荷重の評

トで高い安全性を確保する構造設計とは」で報告された。また、

価方法についてこれまでの経緯と今後の発展と展望について議論を深

2019 年度大会の特別研究委員会主催の PD では、建物のレジリエン

める。津波荷重小委員会および傘下の津波ハザードリスク評価 WG

スの能力と事業継続計画（BCP）レベルの評価手法が提案され、本会

では、
『建築物荷重指針』の次期改定に向けた準備作業として、建築

の「建築雑誌」でもレジリエンス建築社会についての特集が組まれた。

分野・土木分野において近年の研究で実施された水理実験や数値解析

さらに、2021 年度の技術部門設計競技では、レジリエント性能を向

等から得られた津波荷重評価法に関する知見を収集整理するととも

上させるような建築・都市の提案が求められている。このように、被

に、地方自治体へのヒアリングを通して建築物を活用した津波防災の

災時の復旧力を総合的に考えるレジリエンスを、建築設計に導入する

現状と課題の把握を行ってきた。また、津波荷重評価のための指針は、

方法・考え方が注目され、近年では議論が広がりつつある。

本会荷重指針以外にも、国土交通省『津波避難ビル等の構造上の要件

レジリエンスは非常に漠然とした言葉であるので、これに工学的

の解説』
、米国『ASCE 7-16』等が提案された一方で、2017 年には

意味を持たせるためには、レジリエンス性能の定量的な評価方法や、

内閣府『津波避難ビル等に係るガイドライン』が廃止され、建築物の

具体的な設計方法とレジリエンス性能との関係についての議論も必要

耐津波設計には一層適切な構造計算が求められるようになっている。

である。本 PD では、特に建築構造設計に対象を限定して、構造力学

特に、荷重指針で提案されている遡上解析に基づいた精緻な荷重設定

的な立場からのレジリエンスの考え方や、各種構造物のレジリエンス

法の高度化に対する社会の期待は大きいものの、その解析手法や解析

の評価方法などの理論的な研究の進捗状況を報告するとともに、レジ

妥当性に関する統一的なコンセンサスを得るには至っていない現状に

リエンスを考慮した実際の構造設計の事例について紹介する。レジリ

あり、それに関して小委員会において継続的な検討を行っている。本

エンスの概念を建築構造設計に導入する上で課題などについて、本

パネルディスカッションでは、小委員会 4 年間の活動成果として 1）

PD の参加者からの意見も伺いながら、本小委員会の今後の活動の方

流体解析に基づく荷重評価事例およびその精度、2）遡上解析におけ

向性について議論したい。

る確率論的アプローチ、3）水理実験による破壊メカニズムの検証、4）
氾濫流による建物被害調査等について紹介するとともに、より合理的
な耐津波設計法の実現に向けた具体的な課題と方針について学会内で
共有し議論したい。
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構造部門
（基礎構造）
―パネルディスカッション

構造部門
（木質構造）
―パネルディスカッション

超々高層建築物の
基礎構造設計に向けて

日本の中高層木造
どこへ向かうか？

─現状の課題と将来展望

［資料あり］

［資料あり］

9月8日（水）9:15～12:30 第1室
司会

田村修次（東京工業大学）

副司会 浅香美治（清水建設）
記録

9月9日（木）13:30～17:00 第1室
司会

瀧野敦夫（大阪工業大学）

副司会 石山央樹（大阪市立大学）

西山高士（大林組）

記録

基調講演 超々高層建築物の世界のトレンドと基礎構造への期待
和田 章（東京工業大学名誉教授）
1. 主旨説明 浅香美治（前掲）

中島昌一（建築研究所）

1. 主旨説明 五十田博（京都大学）
2. 主題解説
❶海外における中高層木造の形態と法規制
森 拓郎（広島大学）

2. 主題解説
❶東京スカイツリーの基礎計画の主題と杭の引抜き抵抗性状

❷日本における中高層木造を対象とした場合の構造関係規定

小西厚夫（日建設計）
❷あべのハルカスの基礎構造設計および挙動観測

荒木康弘（国土技術政策総合研究所）
❸木質構造での中高層を可能とする構造と課題

濱田純次（竹中工務店）

岡本滋史（大阪市立大学）

❸JR ゲートタワーの基礎構造の設計と施工
藤山淳司（大成建設）
❹虎ノ門・麻布台プロジェクト A 街区の基礎構造設計と施工計画

秋山信彦（国土技術政策総合研究所）
❹実設計を通しての課題

❺普及に向けた活動 データベース活用の紹介

島崎 大（清水建設）
❺超高層建物の基礎設計における地震荷重と必要な地盤評価
新井 洋（建築研究所）

辻 靖彦（大林組）
腰原幹雄（東京大学）

3. 討論

主題解説に加え、稲山正弘（東京大学）

4. まとめ 河合直人（工学院大学）

3. 討論
4. まとめ 時松孝次（東京ソイルリサーチ）

資源循環材料である木材を有効利用し、高層木造を建築する動き
が海外では盛況であり、現在 20 階建てを超えるような木造建築物、

近年、建築物の高層化が世界的に顕著である。国内最高の建築物

木材を利用した建築物が建てられている。わが国でも、10 階建て程

の高さは現状 300m であるが、400m クラスの建設計画も発表され

度の木造建築が実現し、高さ 350m を目指した木材を用いた建築物

ており、建築物は今後さらに高層化・重量化するものと予想される。

の検討など活況を呈しているようにみえる。しかし、地震後火災を念

建築物の高層化・重量化にともなう地盤評価と基礎構造設計の課

頭に置く防火規制の厳しい我が国において、10 階建て程度の木造建

題としては、構造計画や建設地の地盤構成にもよるが、
（1）常時・

築物が普及するかはいまだ不透明の感もある。実際、2019 年度防火

地震時等の荷重および基礎構造の設計クライテリアの設定、
（2）直

部門 PD「高層木造建物への夢と課題」において、6～7 階建てが現

接基礎の鉛直支持力の評価、
（3）大口径拡底杭や壁杭の押込み支持

実的に普及可能である、というような議論がなされた。

力・引抜き抵抗力の評価（変位も含む）
、
（4）地盤のリバウンド・沈

そこで、本パネルディスカッションでは、世界と日本の現状を整

下にともなう基礎～上部構造物の変形の評価、
（5）当該建築物の施

理・把握しつつ、日本で現状普及し始めている木造建築より 2～3 階

工による周辺地盤や近接構造物への影響の評価などが挙げられる。今

高い、6～7 階建て、または 10 階建てを建てる際の構造的な課題に

後のさらなる建築物の高層化に対応するため、今までの超高層建築物

ついて、議論してみたい。

の設計施工事例と、そこから浮かび上がる具体的課題を共有すること
が望ましい。

まずは、20 階を超えるようなものが建てられている海外の事例を
紹介するとともに、その形態と法規制も併せて整理したい。次いで、

そこで本パネルディスカッションでは、和田章東京工業大学名誉

中高層木造を建てるうえでの日本の法令上の構造における規制を踏ま

教授に、超々高層建築物の世界のトレンドや基礎構造への期待につい

える。そして、実際に中高層を可能とする構造と課題として、具体的

て基調講演を行っていただく。引き続き、❶東京スカイツリー、❷あ

には 6～10 階建てを建てるとした際の構造設計・計算するための課

べのハルカス、❸ JR ゲートタワー、❹虎ノ門・麻布台プロジェクト

題を整理する。また、実際に設計を通して得られた課題についても紹

A 街区の事例をご紹介いただく。さらに、❺超高層建物の基礎設計に

介する。さらに、中高層では終局状態の把握が重要と考えられ、接合

おける地震荷重と地盤評価について話題提供いただく。以上の基調講

等の要素について実験に基づく設計用情報のデータベース化の活動に

演と主題解説を踏まえたうえで、討論では、超々高層建築物の基礎設

ついて、現状と今後の展望について紹介する。討論では、各主題解説

計や地盤評価における課題と将来展望を議論したい。

を踏まえた上で、日本の中高層木造の実現可能性や今後の展望につい
て議論したい。
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構造部門
（鋼構造）
―パネルディスカッション

構造部門
（RC構造）
―パネルディスカッション

次の時代の鋼構造の設計規準

RC構造の性能規定型耐震設計の
現状と将来

［資料あり］

─性能規定化から約20年

［資料あり］

9月9日（木）9:00～12:30 第1室
司会

9月7日（火）9:15～12:30 第1室

聲高裕治（京都大学）

司会

副司会 吉敷祥一（東京工業大学）
記録

谷 昌典（京都大学）

副司会 山野辺宏治（清水建設）

浅田勇人（芝浦工業大学）

記録

渡邊秀和（建築研究所）

1. 主旨説明 山田 哲（東京大学）

1. 主旨説明 谷 昌典（前掲）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶ここがおかしい現在の設計規準

宇佐美徹（竹中工務店）

❷実務者として望む設計規準

佐藤義也（日本設計）

❸新しい技術や知見を取り入れていくために必要なこと
竹内 徹（東京工業大学）
❹世界で通用するために必要なこと

❶2000 年性能規定化と限界耐力計算の導入の経緯
勅使川原正臣（中部大学）
❷国内における性能規定型耐震設計法の現状
（a）規準・指針類や設計ツールの整備状況

岡崎太一郎（北海道大学）

迫田丈志（堀江建築工学研究所）
（b）実務から見た性能設計の現状と将来

3. 討論
4. まとめ 井戸田秀樹（名古屋工業大学）

小林光男（織本構造設計）
❸海外における性能規定型耐震設計法の現状
村松晃次（大成建設）

日本建築学会における鋼構造の構造設計に関わる規準・指針類は、
塑性設計の普及や阪神・淡路大震災で問題となった接合部被害の防止

❹地震により生じる損傷の評価・推定の現状
高橋典之（東北大学）

といった、技術の進歩や社会的必要性に対応するために出版され、時
代と共に新しい知見を反映する形で改定が行われてきた。様々な技術

❺被災判定のための応答・損傷計測技術の動向
向井智久（建築研究所）

の発展や社会の要請に対応する形で個別に出版・改定されてきたこと
もあり、体系として見たときにはわかりにくくなっているという問題

❻損傷と地震時の経済損失評価

がある。また、大地震に対しては倒壊防止から機能維持へといった社

3. 討論

衣笠秀行（東京理科大学）

会の要求の変化や、計算機の普及・進歩を経た現在の技術的状況に適

4. まとめ 河野 進（東京工業大学）

切に対応したものとなっているかという問題もある。国内では建築基
準法に関わる諸規定との整合も課題であるが、国際的に見てガラパゴ

2000 年の政令改正による性能規定化から昨年で 20 年が経過した。

ス的な規準・指針となっていることは、学術・技術の国際展開を妨げ

性能規定型の耐震設計法として、等価線形化法に基づき応答スペクト

る要因ともなっている。建設に関わる我が国の学術・技術が国際競争

ルから建物の応答を評価する「限界耐力計算」が導入されたが、RC

に生き残るためには、設計規準・指針類も国際展開に耐えうるもので

造建物の構造計算への適用はあまり進んでいない。その要因の一つに、

あることが求められる。

部材や架構のモデル化、限界状態の設定といった情報の不足が挙げら

本パネルディスカッションでは、鋼構造の設計に用いられる設計

れる。鉄筋コンクリート構造運営委員会では、
『鉄筋コンクリート造

規準・指針類について、技術の革新や社会から求められる性能の変化、

建物の等価線形化法に基づく耐震性能評価型設計指針（案）
・同解説』

国際展開の必要性といった課題に対して、現在の設計規準にはどのよ

を 2019 年 3 月に刊行し、等価線形化法を用いた耐震設計法の具体

うな不都合な問題があるのか、そしてこれからの設計規準はどうある

的な手法を提示した。一方、近年の大地震で建物の継続使用性が注目

べきかを議論する。なお、これまでの構造部門の PD では、パネリス

される中で、地震時の応答に留まらず、地震時の損傷や経済損失を含

トによる話題提供と議論が中心となることが多かったが、本 PD では、

めた、より広い意味での耐震性能評価の重要性が高まっている。

話題提供は少し短めに設定し、参加者を交えての議論に時間を割くよ

本パネルディスカッションでは、まず、性能規定化の経緯を振り

うにする予定である。関心のある会員諸氏におかれては、ふるってご

返るとともに、国内外における性能規定型耐震設計法の現状や課題を

参加いただきたい。

整理する。加えて、地震による損傷や経済損失を地震時応答と関連付
けた評価手法の現状や、応答・損傷計測の最新技術の動向を紹介する。
討論では、性能規定型耐震設計法の現状や将来について、実務者、研
究者双方の意見を交えて情報交換や議論を行い、今後の RC 構造の耐
震設計の在り方を考える場としたい。
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構造部門
（PC構造）
―パネルディスカッション

構造部門
（SCCS）
―パネルディスカッション

古くて新しい・アンボンドPCが紡ぐ
未来の空間創造

合成構造の構造性能評価法の
現状と課題

［資料あり］

［資料あり］

9月7日（火）13:30～17:00 第2室
丸田 誠（静岡理工科大学）

司会

副司会 福井 剛（日本大学）
坂下雅信（国土技術政策総合研究所）

記録

9月8日（水）13:30～17:00 第2室
司会

北野敦則（前橋工科大学）

副司会 鈴木英之（安藤ハザマ）
記録

田中照久（福岡大学）

1. 主旨説明 阿波野昌幸（近畿大学）

1. 主旨説明 堺 純一（福岡大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶歴史的経緯と建築基準法上の扱い
加藤博人（ベターリビング）
❷アンボンド PC 部材の構造性能評価法の現状

（1）主題説明

藤永 隆（神戸大学）

（2）各種合成構造の特徴と構造性能評価法の現状と課題
❶SRC 造

堺 純一（前掲）

谷 昌典（京都大学）
・小原 拓（東京工業大学）

❷CFT 造①

福元敏之（鹿島建設）

今村雅泰（ピーエス三菱）

❸CFT 造②

藤永 隆（前掲）

❹CES 造

松井智哉（豊橋技術科学大学）

尹 亨在（N.C.P.Inc）
・吉野 博（神鋼鋼線工業）

❺柱 RC 梁 S 造

馬場 望（大阪工業大学）

河野 進（東京工業大学）

❻FRP 合成構造

松本幸大（豊橋技術科学大学）

❸海外におけるアンボンド PC 活用事例と規準

❹橋梁におけるアンボンド PC 構造の活用
永元直樹（三井住友建設）

3. 討論
4. まとめ 藤永 隆（前掲）

❺最近の PC 建築適用事例紹介
事例Ⅰ「岩国東小・中学校」
原健一郎・中山 貴（石本建築事務所）
事例Ⅱ「カンダホールディングス本社」
花岡郁哉・市川尚史（竹中工務店）

鋼コンクリート合成構造の設計では、これまで耐力算定時に累加
強度が使用されてきている。終局耐力に関しては、実験値および全塑
性耐力との対応もよく簡易な算定法として準備計算等に用いることも
可能であるし、計算機が発達した現在においては複雑な断面形状で

事例Ⅲ「ラグーナベイコート俱楽部ホテル＆スパリゾートゲート」

あったとしても全塑性耐力を計算することは難しくない。しかし、許

「京都大学桂図書館」
「パスカル大分（株）事務所棟」

容耐力に関しては、簡便に算定できる利点があるものの、許容応力度

松本孝雄（建研）
・築谷朋也（安井建築設計事務所）

体系に塑性理論を用いていることは合理的ではない。また実際に許容

戸口秀一郎（鹿島建設）

耐力が具体的にどのような変形状態における耐力であるかは検討が十
分になされているとは言いがたい。

3. 討論
4. まとめ 岸本一藏（近畿大学）

現在建築構造物の設計は、許容応力度等設計などの仕様規定型設
計が主流であるが、今後、性能評価型設計にも対応した設計法の構築

1983 年施行の建設省告示を受けて 1986 年に本会 PRC 指針が発

も検討すべきであろう。鋼コンクリート合成構造運営委員会では

刊、2007 年には告示が改正されて、アンボンド PC 構造の適用可能

2014 年に各種合成構造の設計規準・指針における上位規準として

な領域は拡大されてきた。本パネルディスカッションでは昨今におけ

『合成構造設計規準』が出版され、合成構造の構造設計クライテリア

るアンボンド PC を取り巻く背景を解説した後に、その可能性を探り、

や接合部の設計等の共通的な設計規準項目が示された。同規準には設

多面的に議論を進める。アンボンド PC 部材は耐震要素としても特徴

計時に考慮すべき合成構造の限界状態として、使用限界状態、損傷限

的な優れた力学的挙動を示すが、指針類の構造性能評価法ではこれが

界状態、安全限界状態が設定され、それぞれの限界状態の目標性能が

十分に考慮されていない。柱、梁、耐震壁の構造性能評価法に関する

示されている。しかし、限界状態と目標性能が示されたものの、その

現状について、本資料に付録した本会アンボンド PC 部材性能 WG の

具体的な取り扱いについては記されていない。しかし、合成構造が多

活動報告を通して解説する。実務的には、海外で活躍する設計者から、

種多様であることを考慮しても、少なくとも構造架構や構造部材の限

アンボンド PC 鋼材を適用した設計例や関連規準について紹介する。

界状態と保証する性能に関しては、復元力特性のモデルやモデルの特

土木では、斜張橋の外ケーブルなどにアンボンド PC 鋼材は一般的に

性点等の具体的な取り扱いを各構造で明示することは必要と考える。

利用される。その事例と設計思想、建築との相違点について紹介する。

以上の背景より、本パネルディスカッションではこれからの社会

最後に、最近の PC 建築の事例を紹介し、ニーズを捕らえた PC 技術

ニーズに応える合成構造の役割を見据え、SRC や CFT および CES な

の活用について、設計者自らがその思いを語る。参加者には今後のア

どの合成構造の特徴を活かした設計法を議論するとともに、新たな合

ンボンド PC の活用のヒントを掴んでいただきたい。

成構造の展開を示し、合成構造の目指すべき方向性を議論する。
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構造部門
（シェル・空間構造）―パネルディスカッション

構造部門
（振動）
―パネルディスカッション

鉄筋コンクリートシェル 
来し方行く末

地震災害のレジリエンスを支える
強震観測と建物モニタリング

［資料あり］

［資料あり］

9月10日（金）13:30～17:00 第1室
司会

武藤 厚（名城大学）

司会

副司会 浜田英明（法政大学）
記録

9月8日（水）13:30～17:00 第1室
曽根孝行（竹中工務店）

副司会 高井伸雄（北海道大学）

木村俊明（名古屋市立大学）

記録

神原 浩（清水建設）

1. 主旨説明 川口健一（東京大学）

1. 主旨説明 菊地 優（北海道大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

（1）連続体シェルの歴史と構造の変遷

❶建物の強靭化に対する近年の強震観測による成果

❶日本における黎明期のコンクリートシェル
上村一貴（長坂設計工舎）

吉田治雄（竹中工務店）
❷強震観測とデータ利用の普及・推進に向けて

❷構造設計に関連する技術開発の変遷とガイド
武藤 厚（前掲）

仲野健一（安藤ハザマ）
❸建物モニタリングと地震災害レジリエンス

（2）連続体シェルの最新動向─近年の事例から

三田 彰（慶應義塾大学）
❹BCP における重要な要素の抽出と建物群モニタリング

❸建築事例 1（美術館）

肥田剛典（茨城大学）

浜田英明（前掲）

❺屋内外を対象とした健全性評価─人的被害の軽減にむけて

❹建築事例 2（チャペル）
髙見澤孝志（ハシゴタカ建築設計事務所）
❺デジタル 3D 測量の事例

中嶋唯貴（北海道大学）
❻首都圏レジリエンスプロジェクトにおける地震動観測と

中楚洋介（東京大学）
（3）連続体シェルに関連する将来展望─関連する技術から

モニタリング

楠 浩一（東京大学）

3. 討論 司会：佐藤貢一（大成建設）
・大野 晋（東北大学）

❻3D プリンタの応用等
寺西浩司（名城大学）
❼吹付工法・発泡材料の適用
原

1995 年兵庫県南部地震から 26 年、2011 年東北地方太平洋沖地
震から 10 年が経過した。これらの大地震の経験から、建物の構造安

隆（徳山工業高等専門学校名誉教授）

❽薄肉・軽量化の試みについて
木村俊明（前掲）

全性に加えて機能維持が重要になってきており、地震災害に対する総
合的なレジリエンスの向上が求められている。そのためには、観測に
よる入力や建物応答・被災状況の把握が必要であり、長期的には強震

3. 討論

観測結果を入力評価・構造設計および基準類の見直しなどに反映させ

4. まとめ 浜田英明（前掲）

て建物の強靱化をはかること、被災時には建物のモニタリングにより
被災状況を把握し、迅速な復旧につなげることが重要となる。

コンクリートシェルに関しては、構造解析・設計・施工技術が進

以上の認識に基づいて本パネルディスカッションでは、地震災害

歩し、自由度の高い形状が可能であるという本質的な特徴が形態創生

レジリエンスを支える枠組みとしての強震観測と建物モニタリングに

に関する研究成果と直結し、建築家と構造家の協働による機能性や美

ついて議論する。最初に長期的な視点から、近年の強震観測で得られ

の追求というニーズに合うフォルムを可能としつつある。

た入力・建物応答の知見を紹介するとともに、強震観測とデータ利用

このような状況の下、2020 年 3 月に『コンクリートシェル構造

の普及・推進に向けた取り組みについて述べる。続いて、被災後の復

設計ガイドブック』の初版が発刊され、特別な構造設計ルートのない

旧力向上の視点から、建物モニタリングによる建物健全性評価を通じ

同構造に関する構造設計のガイドが示された。

たレジリエンスの向上について、地震後の事業継続に有用な建物群モ

本パネルディスカッションでは、歴史的背景と構造技術のレ

ニタリング手法について、音や画像を用いた屋内外のモニタリングに

ビュー、建築デザイン分野の協働の実例、歴史的な建築物の診断や改

よる人的被害軽減の取り組みについて順に述べる。最後に、首都直下

修・保存に関する話題提供をする。次いで近年採用が進む工法（空気

地震の発生が懸念されている首都圏レジリエンスプロジェクトでの取

膜＋断熱材＋鉄筋へのモルタルの吹付け）の適用や、高性能の材料や

り組みを紹介する。討論では、主題解説を踏まえて、強震観測および

3D プリンタの応用の可能性の検討に触れる。本来軽量で堅牢な空間

建物モニタリングの技術開発や普及展開における課題について議論す

構成が可能な構造形式であることを再認識しつつ、建築デザインとの

る。

相互関連や適用先の拡大を含めて幅広く情報交換をする。
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構造部門
（壁式構造）
―パネルディスカッション

いまいちど鉄筋コンクリート組積造
（RM造）
の可能性を考える
［資料あり］

楠 浩一（東京大学）

9月8日（水）9:15～12:30 第5室
司会

副司会 黒木正幸（大分大学）
記録

歴史的建造物の防火対策は
どうあるべきか
［資料あり］

9月10日（金）9:00～12:30 第1室
司会

防火部門―研究協議会

萩原一郎（東京理科大学）

副司会 尾崎文宣（名古屋大学）

尾崎純二（萩森興産）

記録

平田裕信（日建設計）

1. 主旨説明 西田哲也（秋田県立大学）

1. 主旨説明 長谷見雄二（早稲田大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶関連基規準の変遷

井上芳生（INO 建築構造研究室）

❶最近の文化財建造物火災からの教訓

関沢 愛（東京理科大学）

❷RM 造建物の耐震性

勅使川原正臣（中部大学）

❷海外事例紹介

後藤 治（工学院大学）

❸最近の事例

❸大規模木造宿泊施設の防災評価

森山修治（日本大学）

1）独身寮［アサヒファシリティズ蛍池寮 楓］

❹防火改修と文化財的価値の共存

八木真爾（佐藤総合計画）

山田達也（竹中工務店）

❺箱根富士屋ホテル

土屋伸一（明野設備研究所）

下西智也（日建設計）

❻日本工業倶楽部会館・三菱一号館復元

1）設計の立場から

中島幹雄（スタジオステム）

3. 討論

2）施工の立場から

石井克侑（太陽エコブロックス）

4. まとめ 原田和典（京都大学）

3）維持管理の立場から

時田伸二（都市再生機構）

4）研究開発の立場から

稲井栄一（山口大学）

2）豊中市立文化芸術センター
❹これからの RM 造について

野村和宣（三菱地所設計）

歴史的建造物は、現在の防火基準に適合せず、火災安全上の問題

3. 討論

があることが少なくない。重要文化財の場合は建築基準法の適用外と

4. まとめ 西田哲也（前掲）

されるが、文化的価値を保全しつつも、一定の火災安全、人命安全の
確保が求められる。特に木造建造物の場合には、首里城火災に見られ

鉄筋コンクリート組積造（RM 造）は、組積ユニットと呼ばれるコ
ンクリートブロックを組積し、その空洞部に縦横に鉄筋を配し、コン

るように出火すれば全焼となるような大きな被害をもたらす危険性が
高いため、特別な配慮を行うことが重要である。

クリートまたはモルタルを全充填して一体化した耐力壁および壁梁

一方、地方自治体では建築基準法第 3 条第 1 項第 3 号に規定され

と、鉄筋コンクリート造のスラブ、基礎梁および基礎スラブにより構

ている「その他条例」を整備し、歴史的建造物に対して、建築基準法

成される構造である。RM 造建物は、現場打ちの壁式鉄筋コンクリー

の遡及適用を受けない形での変更等を認める例も増えている。歴史的

ト造と同様に、高い水平剛性と水平耐力を有するとともに、高強度の

建造物の改修には、防火性能を向上させることが重要となるが、その

組積ユニットを用いることで高い耐久性も有している。

方法には制限が多く仕様規定をすべてに適用するのは現実的ではな

RM 造は、1983～1987 年度に実施された日米共同大型耐震実験

い。また、歴史的建造物には、寺院や城郭のような木造建造物から近

研究により開発された構工法であり、2003 年に告示化されている。

代建築物まで多種多様なものがある。歴史的建造物の防火改修には、

本構造は、
『壁式構造関係設計規準集（メーソンリー編）
』に記載の型

仕様規定に適合させるのではなく、必要な性能を工学的に実現するこ

枠コンクリートブロック造と同様の構造形式であるが、型枠コンク

とが重要である。

リートブロック造は 2000 年の建築基準法の改正に伴い、法的には

本研究協議会では、文化財建造物の防災上の課題を確認するとと

RM 造に統合された。そのため、壁式構造運営委員会ではこれらの状

もに国内外の事例を紹介する。さらに日本建築学会の「歴史的価値を

況に鑑みて、型枠コンクリートブロック造の規準と RM 造の規準を

有する大規模木造宿泊施設の安全性能確保特別調査委員会」
（2015.4

合わせた新たな規準を作ることとし、本年 3 月に『鉄筋コンクリー

～2017.3）の成果のなかから、防火に関する評価方法や防火改修の

ト組積造（RM 造）建物の構造設計・計算規準（案）
・同解説』を刊

方針・手法を解説する。また、歴史的建造物の防火改修の具体的な事

行した。

例を紹介することで、性能的に火災安全を確保する計画、効果的な対

高い耐震性と耐久性を有し、壁の型枠が不要で建築廃材を大幅に
カットでき、打ち込み目地工法を用いれば省力化施工が可能な RM

策や目標となる水準について議論し、歴史的建造物の防災改修はどう
あるべきかを議論したい。

造であるが、現在それほど多くの建物は建設されていない。本パネル
ディスカッションでは、RM 造の概要、特徴を活かした最近の事例等
を紹介するとともに、今後の魅力ある RM 造について考える場とし
たい。

2107_022-024_大会_まとめ.indd

8

2021/08/26

9:42:55

17

18

環境工学部門―研究協議会

建築計画部門―研究協議会

これからの感染症対策と環境工学

日本の中の和室、
世界の中の和室

─2020-21年・COVID-19から何を学ぶべきか

［資料あり］

［資料あり］

9月10日（金）13:45～17:00 第2室
司会

9月8日（水）9:00～12:30 第3室

齋藤輝幸（名古屋大学）

司会

副司会 光田 恵（大同大学）
記録

─その現在と未来

岡絵理子（関西大学）

副司会 上西 明（上西建築都市設計事務所）

原田昌幸（名古屋市立大学）

記録

松本直之（東京大学生産技術研究所）

1. 主旨説明 齋藤輝幸（前掲）

1. 主旨説明 松村秀一（東京大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶SARS-CoV-2 の特徴と環境中の挙動

柳

❷医療施設における感染制御と課題

馬場尚志（岐阜大学）

宇（工学院大学）

❸名古屋市における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
取り組みについて

❶一人の外国人がみた『和室』と和風の生活空間
マーティン・モリス（千葉大学）
❷現代日本住宅の中での『和室』
鈴木義弘（大分大学）

山内望美（名古屋市）

❹住宅のエネルギー消費の変化

秋元孝之（芝浦工業大学）

❺音環境分野における現状の課題

杉江 聡（小林理学研究所）

❻換気と空気清浄化による空気質評価と対策

❸『和室』を活かす現代住宅
髙田光雄（京都美術工芸大学）
❹若い世代にとっての『和室』
小池孝子（東京家政学院大学）

鍵 直樹（東京工業大学）
❼水環境・衛生設備分野における課題と対策

❺リノベーションの中の『和室』
服部岑生（千葉大学名誉教授）

大塚雅之（関東学院大学）
3. 討論

司会：大岡龍三（東京大学）

4. まとめ 奥宮正哉（名古屋大学名誉教授）
2020 年、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大により、

3. 討論
4. まとめ 稲葉信子（筑波大学名誉教授）
日本の建築文化、生活文化と深い関係にある「和室」
。その唯一無

3 つの密（密閉・密集・密接）を避ける、手指を消毒する、マスクを

二の空間的な特長を捉え、それを未来の日本の、さらには世界の人々

着用するなど様々な感染症対策の実施が求められるとともに、オンラ

の豊かな生活に繋げていくことはどのように可能なのか。このことを、

イン授業や在宅勤務・テレワークの推進によって学び方・働き方が変

様々な研究や実践の例を通して考える。なお、本研究協議会は「日本

わるなど、私たちの日常生活は急速にかつ大きく変化することになっ

建築和室の世界遺産的価値特別調査委員会」
（2016～2018 年度）
、
「日

た。また、直接の健康被害だけでなく、各種イベントの中止や延期、

本建築和室の世界遺産的価値 WG」
（建築計画委員会直属、2019 年

休業、時短営業など社会経済活動の面で大きな苦痛を伴ったものもあ

度～現在）の活動の一環として開催し、登壇者もすべてこの二つの委

る。しかしながら、私たちは新しい生活様式を実践し感染拡大を抑え

員会・WG の委員である。

るとともに、将来の感染症発生にも対応できるように生活環境を構築
していく必要がある。

長い日本建築の歴史の中で独自の空間として成立し、様々な変容
や普及の過程を経て、日本人の多様な暮らしの場として一般化した和

そこで、本研究協議会では、まず、建築環境工学空気質の専門家

室だが、この 10 年ほどの間に室として独立した和室を一室も有さな

にウイルスの特性や環境中の挙動について説明していただく。次に、

い新築住宅が増えるなど、急速な衰退期に入ったという認識がある。

感染症対策に詳しい医師から医療施設における対応について、また保

本当にそうなのか、あるいは居間の一部に 3 畳ほどの畳を置いたコー

健所での対応に当たっていた保健師から疫学調査や感染の拡がりやす

ナーを設ける形に姿を変えつつあるのか。この研究協議会では、そう

い環境などについて、それぞれの現場における問題点などとともに紹

した和室の現状を明らかにした上で、日本固有の和室の、現代人の生

介していただく。続いて、建築環境工学に関わる研究者から、生活環

活の場としての素晴らしさを、パネリストそれぞれの立場から論じて

境における影響や感染防止に有効と考えられる対策とその効果などに

もらい、日本の国内あるいはそれにとどまらず広く未来の人々に受け

ついての知見を報告いただき、関連する対応や社会的ニーズなどにつ

継ぐべき、和室の特長を明らかにすることを目指している。

いて紹介していただく。最後に、以上の講演を踏まえ、建築環境の望
ましいあり方やその実現に向けて、今後、建築環境工学分野が果たす
べき役割について議論を行いたい。
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建築計画部門―研究懇談会

農村計画部門―研究協議会

魅力ある住宅地と伴走する人々

東日本大震災の復興から見える
一次産業の持続モデル

─コロナ禍で見えた集住の価値

［資料あり］

［資料あり］

9月10日（金）9:00～12:30 第2室
司会

西野雄一郎（大阪市立大学）

副司会 伊丹康二（武庫川女子大学）
記録

橋田竜兵（新潟大学）

9月9日（木）9:00～12:30 第3室
司会

鈴木孝男（新潟食料農業大学）

副司会 菊池義浩（仙台高等専門学校）
記録

友渕貴之（宮城大学）

1. 主旨説明 阿部順子（椙山女学園大学）

1. 主旨説明 後藤隆太郎（佐賀大学）
・鈴木孝男（前掲）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶今、あえてシェアに向かうこと（シェアハウス）

❶新たな農業のビジネスモデルから見える農村の展望

横山俊祐（大阪市立大学）
❷賃貸と伴走する入居者が、暮らしとまちの魅力をつくる

岩佐大輝（GRA）
❷被災地に賑わいを取り戻す秋保ワイナリーの実践
毛利親房（秋保ワイナリー）

（民間賃貸集合住宅）
吉原勝己・箱田（梶原）あき（吉原住宅スペース R デザイン）

❸東北の漁業復興から、日本の漁業再興を考える
臼井壯太朗（臼福本店）

❸経験を共有する団地暮らしづくり（UR 団地）
小正茂樹（UR 都市機構）

❹東日本大震災発災前・後の津波被災漁村集落の漁業と職住の変容
斎尾直子（東京工業大学）

❹響きあうダンチ・ライフ
─茶山台団地再生の取り組み（供給公社住宅団地）
田中陽三（大阪府住宅供給公社）
❺集まれない日々のなかでまちと個人の関わりをとらえ直す
（戸建住宅地）
藤井さやか（筑波大学）

❺原子力災害と農林水産業の復興

川﨑興太（福島大学）

3. コメント
❻農山漁村の持続性の視点から

岡田知子（西日本工業大学）

❼熊本復興との比較から

柴田 祐（熊本県立大学）

4. 討論
5. まとめ 神吉紀世子（京都大学）

3. 討論
4. まとめ 清水郁郎（芝浦工業大学）

東日本大震災の被災地では、住宅再建がほぼ完了したが、人口流
住宅地計画小委員会は、メンバーが取り組んでいるプロジェクト

出に歯止めがかからず苦戦を強いられている。住まいだけでなく生業

もしくは研究対象を持ち回りで案内、見学、現地で議論という「巡業

が復興しなければ、本当の意味で大震災を乗り越えたとは言えない。

スタイル」で長年活動してきた。様々な住宅地に接するなかで、都市

農業と水産業の復興では、単に震災前の状態に戻すのではなく、将来

の機能別のゾーニング、標準家族という設定、住宅や居住地の選択基

を見据えた創造的復興や、抜本的に再構築していく方針が、国等から

準といった「定石」では対応できないリアルに直面し、建築計画はも

示された。
「新しい東北の創造に向けて（復興庁）
」では、防災集団移

はや標準解をつくって提示するものではなく、可能性を発見し示唆す

転の跡地において、浸水した農地の大区画化による生産コスト低減や、

るものではないか、という意識を共有してきている。また、よりよく

水産関係施設の高度化を図るなど、従来型の産業構造から革新的なシ

地域が持続していく、もしくは活性化するために「伴走する人々」の

ステムへの転換が推進された。こうした動きを背景に、逆境から立ち

活動やそのしくみづくりにも視野が広がってきている。面的な「地区」

上がろうと新しいビジネスモデルが生まれている。

を計画するのではなく、その中にある「個」から仕掛ける住宅地計画

そこで主題解説では、現場で奮闘する実践者と研究者に登壇いた

もありうるのではないか。これからの住宅地計画は、計画して完了で

だき、農業と水産業の新展開について報告をいただく。また、漁村・

はなく、伴走こそが必要とされるものなのではないか。伴走のなかに、

漁業の変容と福島での産業復興にも触れていく。当事者視点から復興

新たな可能性や価値が生まれるのではないか。

計画を検証し、これまでに得られた経験を持ち寄り議論することで、

本研究懇談会では、シェアハウス、公的団地、民間賃貸マンション、

農林水産業への影響を大きく受けた福島の復興につながる知見や、農

戸建て住宅地といった共有するものと住民間の距離感を異にする事例

村計画研究に期待される役割についても再考したい。被災地で持続的

を取り上げる。これらの事例はいずれもコロナ禍において集まって住

な産業モデルを構築することができれば、停滞に悩む我が国の一次産

むことの意味を問い直し、積極的に魅力をつくろうとしているもので

業にも指針を示すことができる。オンラインではあるが、皆さんの積

ある。
「個と共のバランス」を軸に、
「伴走する人々」の視点から集住

極参加により、これからの農村計画学の実像を見いだす議論を期待し

のポテンシャルを議論し、経済的、機能的合理性からみた価値だけで

たい。

ない、新しい価値を発見したい。
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農村計画部門―研究懇談会

都市計画部門―研究協議会

コロナ禍の農山漁村地域

価値転換によりこれからの都市
及び都市生活のあり方を問う

─移住・定住・関係人口創出への影響と
新たな可能性



［資料あり］

［資料あり］

9月7日（火）9:00～12:30 第3室
司会

斎尾直子（東京工業大学）

副司会 野田 満（東京都立大学）
記録

大庭知子（九州産業大学）

9月9日（木）14:00～17:00 第3室
司会

村山顕人（東京大学）

副司会 小林剛士（山口大学）
記録

藤賀雅人（工学院大学）

1. 主旨説明 上村真仁（筑紫女学園大学）

1. 主旨説明 野澤 康（工学院大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶子宝日本一を生んだ地域力と関係人口（鹿児島県大島郡伊仙町）

❶住宅政策・住宅市場から俯瞰する都市の価値と課題

松岡由紀（伊仙町）
❷竹富島憲章と竹富島のくらし（沖縄県八重山郡竹富町）

野澤千絵（明治大学）
❷密集市街地の現状と価値転換の可能性

阿佐伊拓（竹富島を守る会）
❸コロナ禍だからこそ！グリーン・ツーリズム（岩手県遠野市）


川田浩史（UR 都市機構）
❸計画住宅地のこれからの価値と課題
室田昌子（東京都市大学）

─遠野超マイクロツーリズムをきっかけにして
田村隆雅（遠野 山・里・暮らしネットワーク）

❹農ある市街地の再評価とこれからの価値
寺田 徹（東京大学）

3. 討論 コ
 ロナ禍による農山漁村地域の移住・定住・関係人口創出
への影響と新たな可能性
司会：上村真仁（前掲）

コメンテーター：三橋伸夫（宇都宮大学名誉教授）
・
齋藤雪彦（千葉大学）
・主題解説者 3 名

❺ソーシャル・キャピタルの観点から見たこれからの都市生活の
あり方

三矢勝司（岡崎まち育てセンター・りた）

3. 討論
4. まとめ 佐久間康富（和歌山大学）

4. まとめ 神吉紀世子（京都大学）
現代の日本においては、少子化・超高齢化や人口減少などの人口
新型コロナウイルス感染症の拡大は、私たちの暮らしにどのよう

問題、それに伴う空き地・空き家の増加に見られる住宅・住宅地の需

な影響を与えたのであろうか。人々が集まる機会の減少や県境を越え

給バランスの変化、地震や豪雨、暑熱などの災害リスク、そしてさら

る移動の制限は、地域経済の縮小をもたらし、都市農村交流や観光を

にコロナ禍が加わり、これまでの都市及び都市生活のあり様は大きく

軸とした地域づくりに取り組む農村へ直接的な影響を与えた。その一

変化せざるを得ない状況に置かれている。こうした状況にあって、私

方で、在宅勤務およびテレワークの広がりから、都市部に住み、働く

たちは、どこに、どのように住み、暮らしていくべきか（この論点は、

意味を捉え直し、生き方の再構築や災害リスク回避から田園回帰への

2020 年度の大会研究協議会で議論する予定であった）という、極め

関心が高まっている。

て根本的な問いに向き合わざるを得なくなっている。

本研究懇談会では、これまでの都市中心の価値観を改めて見直し、

以上のように、とかくネガティブな状況ばかりで、将来の明るい

農山漁村地域が本来持つ価値とこれからの可能性について考える場と

展望を描くことが難しい時代である。しかし、こうした状況だからこ

したい。

そ、大きく価値の転換を図り、ピンチをチャンスに変えていくことが

❶長寿世界一や子宝日本一を生み出した地域力が注目される鹿児

求められており、それが可能なのではないだろうか。楽観的すぎると

島県伊仙町での取り組み、❷急増する観光客と開発圧力の沈静化を機

いう批判もあろうが、悲観してばかりいても、次の世代に胸を張って

に、村づくりの基本に立ち返りコミュニティの結束を増す竹富島、❸

受け継ぐことのできる都市や都市生活のあり様に関するポジティブな

地元向けのグリーン・ツーリズムの推進により次世代や移住者、地元

発想は出てこないであろう。

住民の交流を促す岩手県遠野市の三地域からの主題解説をもとに、改

そこで、この研究協議会では、物的環境としての都市とそこで営

めて顕在化した農山漁村の底力と、これからの移住・定住・関係人口

まれる都市生活、そしてさらには主に法制度としての都市計画の枠組

創出の可能性について考える。

みについて、5 人の主題解説者を招いて、それぞれ住宅政策・住宅市
場、密集市街地、計画住宅地、農ある市街地、都市生活と地域コミュ
ニティの視点から、豊富なご経験・ご研究の成果に基づく多角的な解
説をしていただく。これらの主題解説を踏まえて、今後、大きく価値
の転換を図り、よりポジティブな明るい未来を実現するための都市及
び都市生活の可能性を議論していきたい。
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都市計画部門―研究懇談会

都市計画部門―パネルディスカッション

都市と大学のリデザインに向けた
リビングラボラトリの可能性

ポストコロナに向けての
観光地域の再生戦略

［資料あり］

［資料あり］

9月7日（火）9:00～12:30 第2室
司会

吉岡聡司（大阪大学）

副司会 太幡英亮（名古屋大学）
記録

平

輝（東京工業大学）

9月7日（火）13:30～17:00 第3室
司会

伊藤 弘（筑波大学）

副司会 山崎嵩拓（神戸芸術工科大学）
記録

永野 聡（立命館大学）

1. 主旨説明 小篠隆生（北海道大学）

1. 主旨説明 岡村 祐（東京都立大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶キャンパスと都市のハイブリッドなデザイン手法

❶コロナ禍における観光地域の取り組み

倉田直道（工学院大学名誉教授）
❷キャンパス建築を紐解く

佐野浩祥（東洋大学）
❷事例報告 1）
：山口県長門湯本温泉

安森亮雄（千葉大学）
❸エリアマネジメントとデザイン

木村隼斗（長門湯本温泉まち株式会社）
❸事例報告 2）
：三重県鳥羽市

平松宏城（Woonerf）
❹キャンパスランドスケープと都市の再生

江崎貴久（海島遊民くらぶ）
❹オーバーツーリズムから学ぶ持続可能な観光地域

武田史朗（千葉大学）
❺リビングラボラトリへの展望

阿部大輔（龍谷大学）
❺ポストコロナを見据えた観光政策

齋藤敦子（コクヨ、Future Center Alliance Japan 理事）
3. 討論

モデレーター：小篠隆生（前掲）

片山敏宏（観光庁）
❻若者の観光への意識から見る観光地域再生の可能性

4. まとめ 太幡英亮（前掲）

西川 亮（立教大学）
3. 討論

急激な人口減少や超高齢化、また未曾有の感染症蔓延などの社会

川原 晋（東京都立大学）＋上記登壇者

4. まとめ 永瀬節治（和歌山大学）

変化により、さまざまな行動変容がおき、都市・地域の計画に対する
考え方にも変化が求められています。そのような明確な答えがない状

新型コロナにより未曾有の危機に直面している国内観光地域は、近

況の中では、従来のように理想的な答えを据えてそれに向かって実現

隣からの誘客に注力するマイクロツーリズム、リモートワークを活用

を検討していく手法ではなく、様々な試行を実践的に繰り返しながら

し働きながら余暇を取るワーケーション、ICT 技術を活用したバー

最適解を見出していく帰納法的な計画づくりが必要でしょう。

チャル観光など、試行錯誤が続けられている。一方、旅行促進政策が

一方、地域に長年存在してきたキャンパスは、豊かな環境資源を

奏功し全国的には国内旅行者数は戻りつつある。この一連の動きは、

保持し、一定規模の面積と一定数の活動・生活（教育・研究・社会貢

産業としての観光の重要性は勿論のこと、生活者にとっての観光（＝

献・居住など）を行う学生や教職員を抱え、小都市といってもよいス

非日常生活圏での余暇活動）の意義が再確認された。

ケールと内容を有しており、新たな計画づくりの資源と言えます。

本 PD を企画する「持続可能な観光地形成小委員会」は公民連携論、

冒頭の社会背景とキャンパスのこのような特徴を生かし、社会で

地域マネジメント論、政策論等を視座として、都市・地域計画と観光

起きている課題をキャンパスをモデルとして社会実験的にその解決策

事業の融合を目指した「地域観光プランニング」の詳細化・実装化に

に取り組み、評価・検証し結果の社会実装を目指す『リビングラボ』

関する研究を進めてきた。また、過度な観光地化＝オーバーツーリズ

という方法論が注目されます。

ムに直面する観光地域のマネジメントに関する知見を蓄積してきた。

この研究懇談会を企画したキャンパス・リビングラボ・デザイン

SDGs も含めて、このような観光地域の持続可能性に関する議論が熱

小委員会では、2020 年に発刊した「まちのようにキャンパスをつく

を帯びてきたさなか起きたのが、新型コロナのパンデミックである。

り キャンパスのようにまちをつかう」でも『リビングラボ』につい
ての現状や可能性を様々な角度から論考しています。
そこで、本研究懇談会では、書籍で取り上げた事例や知見を踏まえ、

そこで本 PD では、観光地域の最前線に立つ民間事業者や我が国の
観光政策の舵取り役である観光庁担当者に登壇頂き、最新情報を提供
するとともに、計画学の立場から with／post コロナにおける観光地

さらに他分野の専門家からの主題解説も交え、多様な視点からの論考

域再生に向けて、①観光地域の現場で実際何が起きているのか、②国

をいただき、都市や地域の新たなデザインのために『リビングラボ』

や地域がどのような戦略を持ちながら「復旧期」の取り組みを行って

がどのような可能性を持ち得るのか、またそれは、どのようにすれば

いるのか、③観光の概念がいかに再構築されていくのか等の点につい

実現できるのかをフロアとの意見交換も交えて展望したいと思います。

て議論したい。
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建築社会システム部門―研究協議会

建築社会システム部門―パネルディスカッション

利用を主とする
ハウジングシステムを考える

建物の価格を考える

─若年世代の住宅選択の多様化に向けて

─ストックの健全な活用に向けて

［資料あり］

［資料あり］

9月10日（金）13:30～17:00 第6室
司会

菊地吉信（福井大学）

司会

副司会 奥茂謙仁（市浦ハウジング＆プランニング）
記録

9月10日（金）9:00～12:30 第6室

内海康也（国土技術政策総合研究所）

志手一哉（芝浦工業大学）

副司会 三原 斉（ものつくり大学）
記録

石田航星（早稲田大学）

1. 主旨説明 長谷川洋（国土技術政策総合研究所）

1. 主旨説明 志手一哉（前掲）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶若年世代の居住ニーズの変化について（仮）

❶資金の出し手から見た価格⇒収益性を前提とした投資判断

笠松美香（リクルート SUUMO 副編集長）
❷今後の賃貸住宅政策のあり方について〔論点の整理〕

中城康彦（明海大学）
❷建物のつくり手から見た価格⇒建築の原価計画と工事契約

川崎直宏（市浦ハウジング＆プランニング）
❸地域住宅政策の視点からのアフォーダブルな賃貸住宅供給について

岩松 準（建築コスト管理システム研究所）
❸買い手から見た価格⇒建物に求める価値と価格

長谷川洋（前掲）
❹賃貸住宅における最近の取り組み事例

橋本真一（エムズラボ）
❹固定資産評価から見た価格⇒家屋の評価手法と耐用年数

岡崎卓也（全国宅地建物取引業協会連合会、

不動産総合研究所）

堤 洋樹（前橋工科大学）
❺維持管理と建物の価格⇒住宅を対象とした経常的修繕と改修の価値
杉田 洋（広島工業大学）

❺アフォーダブルな賃貸住宅の供給を支援する金融制度の現状と課題
仲田正徳（首都圏不燃建築公社）
3. 討論

コメンテーター：髙田光雄（京都美術工芸大学）
小林秀樹（千葉大学名誉教授）

3. 討論

ファシリテーター：遠藤和義（工学院大学）
コメンテーター：齋藤隆司（日本郵政）

4. まとめ 浦江真人（東洋大学）

齊藤広子（横浜市立大学）
4. まとめ 菊地吉信（前掲）

建物のライフサイクルを考えると、建物の価値をどのように評価
しうるかは重要な課題である。今までは所有者が持ち続けることが前

人生 100 年時代の長期の住宅すごろくを考える場合には、老後居

提であったが、技術の進展により建物の構造体は耐用年数が長くなり、

住における自力による資産活用には限界があり、社会全体で支えるア

所有者が代替わりすることを前提とした価値評価が必要になってき

フォーダブルな賃貸住宅市場の整備と、常に利用性を前提に居住空間

た。収益資産の場合、築年数や法定耐用年数ではなく実際に何年先ま

と居住サービスを考えることが重要であろう。時代の大きな潮流は住

で使えるかが建物の価値を左右する。一般に建設市況で工事価格は変

宅の市場化であるが、賃貸住宅市場は市場原理の下で低水準状況や事

動するが、ダンピングは社会的に容認されなくなっており、工事価格

業・管理体制、体質の脆弱性等の種々の歪が顕在化し、過度の市場依

がもたらす価値判断も大切である。さらに、固定資産に何をどのよう

存による地域の居住循環の瓦解が生じつつある。一方、不動産事業者

に組み入れるか、LCC に占める人件費の変動なども、ホールライフ

等が地域の当事者としてまちづくりや社会性をもった賃貸住宅管理ビ

コスティング（WLC）の論点となろう。

ジネスを展開する事例もみられるが、持続的な運営のための資金調達
やステークホルダーとの関係の持ち方等、解決すべき課題も多い。

このように長期で建物の価値を評価する視点は多様であり、その
指針が定まらないままに地方創生や都市の再開発を進めることが持続

本研究協議会は、地域の賃貸住宅市場の健全な発展に向けて、ま

可能な取り組みであるかどうかも不確実である。これまでにも、LCC

ず今後解決すべき論点を明示しつつ、若年世代の居住ニーズや最近の

に配慮した建物を作ろうという議論やインスペクションなどの対策が

賃貸住宅事業の動向を明らかにする。さらに、アフォーダブルな賃貸

なされてきたが、浸透しているとは言い切れない。一方で、ESG や

住宅の供給のメカニズムに焦点をあてて、地域住宅政策としての展開

SDGs、健康経営、サーキュラーエコノミーなど初期投資のコストを

のあり方、金融や長期運営の事業効果について考察するとともに、近

長期の視点で評価するファクターが増えている。ストック時代に生き

年の賃貸事業の肝となる話題である住宅管理やサブリース事業の課題

る我々は、つくり手とは異なるコストや価値の考え方を理解する時代

と展望について考えていく。こうした先行的な取り組み事例等を参照

に直面していると言えよう。

しつつ、今後求められる地域全体で賃貸住宅を支える “仕組み”

本パネルディスカッションでは、買い手、資金の貸し手、つくり

と “ビジネス” の在り方について探求し、一定の提言をとりまとめる

手などが各々に異なる基準で建物の価格を評価している状況に関連し

議論をしたい。

た話題を取り上げ、ストック時代における建物の価値のあり方につい
て議論をおこなう。
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建築歴史・意匠部門―研究協議会

建築歴史・意匠部門―パネルディスカッション
（1）

戦後昭和の建築

歴史を活かしたまちづくり

─その価値づけをめぐって

─伝建制度創設半世紀にむけて

［資料あり］

［資料あり］

9月8日（水）14:00～17:00 第3室
司会

9月7日（火）13:30～17:00 第4室

土屋和男（常葉大学）

司会

副司会 片山伸也（日本女子大学）
記録

大野 敏（横浜国立大学）

副司会 平山育男（長岡造形大学）

安野 彰（日本工業大学）
・清水隆宏（岐阜工業高等専門学校）

記録

安高尚毅（小山工業高等専門学校）

1. 主旨説明 海老澤模奈人（東京工芸大学）

1. 主旨説明 三浦要一（高知県立大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶住宅からの視点 1

木下庸子（工学院大学）
松本文夫（東京大学）

❷住宅からの視点 2

大井隆弘（三重大学）

❸都市からの視点 1

中島直人（東京大学）

❹都市からの視点 2

堀田典裕（名古屋大学）

❺構法からの視点

権藤智之（東京大学）

❻材料からの視点

今本啓一（東京理科大学）

3. 討論

進行：角

哲（名古屋市立大学）

藤木竜也（千葉工業大学）
4. まとめ 西澤泰彦（名古屋大学）

❶桜川市真壁伝統的建造物群保存地区―登録有形文化財の集積か
ら伝建地区へ、そしてその後

藤川昌樹（筑波大学）

❷村田町村田伝統的建造物群保存地区―東日本大震災からの復旧
に向けて伝建地区へ

伊藤則子（村田町教育委員会）

❸豊田市足助伝統的建造物群保存地区―伝建地区における文化財
の公有と公開活用

溝口正人（名古屋市立大学）

❹東御市海野宿伝統的建造物群保存地区―伝建地区における滞在
型交流施設「うんのわ」の整備

土本俊和（信州大学）

❺弘前市仲町伝統的建造物群保存地区―伝建地区における見直し
調査の実施

中村琢巳（東北工業大学）

3. 討論
2020 年代が始まり、戦後の復興期から高度経済成長期に建設され

4. まとめ 大場 修（立命館大学）

た建築の多くが築後 50 年以上経過した正真正銘の歴史的建築となり
つつある。この時代、日本社会は飛躍的に発展し、戦前とは異なる「大

伝統的建造物群保護の制度は、昭和 50 年（1975）の文化財保護

衆」のための建築が、大量かつ多様に建設された。また鉄筋コンク

法の改正時に創設され、令和 2 年に 45 年目を迎え、重要伝統的建造

リート造の普及や構法の発達など建築技術的な面においても、現代建

物群保存地区は 126 を数える。伝統的建造物群保存地区制度は半世

築へと続く礎を築いた。

紀という節目の年を控え、行政の役割や住民の生活や意識も大きく変

この戦後昭和期の建築が、現在建て替えや取り壊しに直面し、保

わり、防災や観光地化の課題も含めて新たな時代を迎えている。

存運動の対象となってきている。高度経済成長期には建築家たちの野

創設当時はすでに条例を制定し、先駆的に取り組んでいた地区が

心的な試みがみられ、その作家性が評価される一方で、近年登録有形

選定された（高山市、京都市、倉敷市、萩市等）
。近年の選定には、

文化財になったプレハブ住宅（セキスイハウス A 型）や住宅団地の

登録文化財が 100 件を超えて集積する実績をあげたもの（桜川市真

住棟（UR 赤羽台団地）など、作家性をともなわない匿名的な建築も

壁）
、震災からの復興を意図したものがあり（村田町村田）
、創設当時

文化財評価の対象となってきており、それ以前の建築にはみられない

に想定されていない伝統的建造物群保存地区制度の活用がみられる。

価値評価の多様性がみとめられる。

選定後は、地区の重要な景観要素となっている民家等が重要文化

建築歴史・意匠委員会は、近年、千葉県立中央図書館や UR 赤羽台

財に指定されている（豊田市足助）
。中核をなす保存修理事業は、地

団地住棟、丸栄、上野市庁舎などの保存活用要望書の準備を行い、こ

区内の伝統的建造物や工作物の修理と修景であり、公開施設の整備も

の時期の建築の価値付けの問題に直面してきた。そこで明らかになっ

行われ、イベント会場や集会施設、観光の拠点として活用されている

たのは、戦後昭和期の建築の価値を見定める上での歴史研究の蓄積の

（東御市海野）
。数年後には見直し調査が実施され、地区の範囲や保存

重要性であり、関係する他分野とのより密接な協働の必要性である。

計画の再検討が行われている（弘前市仲町）
。

すなわち、建築史の立場から戦後建築の特徴を確かめつつ、住宅団地

伝統的建造物群保存地区制度は、選定にいたる経緯、選定後の文

であれば建築計画、プレハブ建築や高層建築であれば建築構法、都市

化財建造物の指定と管理、公開施設の整備、数年後に実施する見直し

の再開発事業であれば都市計画など、各分野から専門的な知見を得る

調査などを視野に入れることが必要不可欠になっている。さらに平成

ことが、戦後建築の多様な価値を考える上で必要となっている。

20 年は「地域における歴史的風致の維持向上に関する法律」
（歴史ま

そのような状況を踏まえ、本研究協議会では隣接する他分野の専

ちづくり法）が制定されており、新たな保存施策と連携が取られるよ

門家とともに戦後昭和期の建築の価値付けを議論することで、われわ

うになっている。本パネルディスカッションは、伝建制度創設半世紀

れが取り組むべき建築の保存活用に向けた歴史的評価の新たな視座を

にむけて、先進的な取り組みをみせる 5 地区を取り上げて現状と課

考えたい。

題を総括し、歴史を活かしたまちづくりの視点を重要視する。
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建築歴史・意匠部門―パネルディスカッション
（2）

海洋建築部門―研究協議会

建築資料の現在

巨大津波から10年

─建築学におけるアーカイブズの役割を考える

［資料あり］

［資料あり］

9月8日（水）9:00～12:30 第4室
司会

戸田 穣（昭和女子大学）

副司会 本橋 仁（京都国立近代美術館）
記録

─防潮堤とまちづくり

藤本貴子（法政大学）

9月8日（水）13:30～17:00 第6室
司会

中西三和（巴技研）

副司会 長谷部雅伸（清水建設）
記録

寺口敬秀（日本大学）

1. 主旨説明 加藤雅久（居住技術研究所）

1. 主旨説明 藤田謙一（長崎総合科学大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶建築資料の類型─資料調査と資料整理との通覧から

❶防潮堤が残した問題

濱本卓司（東京都市大学）

❷みなとまちの現状と課題

星上幸良（日本大学）

❸港湾施設の津波防災

相田康洋（日本大学）

❹津波避難の課題

桜井慎一（日本大学）

❸東京大学文書館の建築資料─施設建築関連文書と内田祥三資料

❺対津波設計の構造計画

長谷川大輔（長谷川大輔構造計画）

を例に

3. 討論

齋藤 歩（京都大学）
❷東京大学建築学専攻の建築資料─教育資料を例に
角田真弓（東京大学）
森本祥子（東京大学）

❹国際基督教大学の建築資料─キャンパス計画と建築

モデレーター：矢代晴実（防衛大学校）

4. まとめ 増田光一（日本大学）

松山龍彦（国際基督教大学）
❺国立近現代建築資料館の所蔵資料─坂倉準三資料を中心に
田良島哲（国立近現代建築資料館）

まちづくりに防潮堤が大きく関係するのは津波による浸水リスク
が高い沿岸部の特徴である。内陸部のまちづくりにはこのようなこと

3. 討議

はない。巨大津波が襲った東日本大震災の復興まちづくりは、
「初め

4. まとめ 山﨑鯛介（東京工業大学）

に防潮堤ありき」の筋道で進められてきた。津波が陸域に遡上するリ
スクをできる限り低減するために、陸域と海域の境界である海岸線に

「建築資料」は日本の建築学で研究素材を指す総称として用いられ

沿って防潮堤をまず整備し、内陸部の嵩上げを行った後、生活再建と

てきた。先達が残した調査、研究、建築生産の足跡を建築資料を通し

地域再生に不可欠な住宅再建を行うという手順である。まちづくりの

て参照することで、教育研究だけでなく設計実務においても活動の推

具体的な構想がないうちにこのような大規模な土木工事が先行する

進力を獲得してきたといえる。近年では、建築分野に限らず、過去の

と、予想を超えた防潮堤の巨大化や嵩上げの大規模化を招きやすくな

研究や業務の記録が「アーカイブズ」として残されるようになり、本

る。

会も 2006 年に建築歴史・意匠委員会の傘下に建築アーカイブズ小

巨大防潮堤と大規模嵩上げには膨大なコストと時間がかかり住宅

委員会を設置して、おもに近現代の建築資料をアーカイブズとして永

再建はどうしても遅れがちになる。その結果、多くの住民が被災地か

久に保存していくための方策を探ってきた。

ら離れ、少子高齢化を促進して、本来あるべき復興まちづくりの阻害

近代以降の建築資料への関心は、明治期以降を対象とした建築保

要因にもなりかねない。東北太平洋沿岸部では津波被災直後、被災者

存の動きにあわせて高まりを見せてきた。実際に、保存対象の建築を

の心の中は恐怖感、喪失感、倦怠感、無気力感が占めており、まとも

吟味するために資料の整備が求められて、全国規模の所在調査が

に意思決定が行えるような状態ではなかった。それにもかかわらず、

1980 年代以降にたびたび実施されてきた。結果として建築資料の多

復興工事に向けた合意形成のプロセスは性急に進められていった。

様性を把握できたが、その一方で、建築資料の対象範囲を規定する俯

パニック状態の時期をやり過ごすためにも、最初に防潮堤の議論

瞰的な分析が永らく不十分であったことは否定できない。全体像を示

をするのではなく、住宅再建を優先したまちづくりの計画を、住民の

す定義の欠如は、多様な建築資料やアーカイブズの理解しにくさを惹

合意形成を重ねつつじっくりと練ったうえで、そのまちづくりに適し

き起こし、いまに至る。

た防潮堤や嵩上げを選択する、あるいは選択しないといった自由度を

本 PD では、はじめに建築資料について全体像を示し、具体例を通

与えるような進め方が好ましかったのではなかったか。このことは、

じて建築資料の多様性を再認識し、アーカイブズの役割を検討する。

次なる巨大津波が押し寄せる可能性のある南海トラフ沿岸部における

主題解説では、大学所有の建築資料を中心に、
「資料本来の用途」
「所

市町村の津波対策を考えるうえでも東日本大震災が残した教訓の一つ

有組織の位置づけ」
「整理法と検索法」
「利用法と利用事例」に注目し

だといえる。本研究協議会では、東日本大震災巨大津波の被災地にお

て、現状を分析する。とりわけ MLA（ミュージアム、ライブラリー、

ける被災直後から 10 年を経た現在に至る復興過程を振り返りつつ、

アーカイブズ）の違いに留意することで、アーカイブズの役割が明ら

防潮堤に象徴されるこのような問題を考えてみたい。

かになるはずである。最後に、計画的に建築資料を保存して利用に供
していくための要点を議論して、建築学の基盤強化をめざしたい。
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情報システム技術部門―研究協議会

建築教育部門―パネルディスカッション

建築・都市の
ライフサイクルモニタリング

手で考えて身体でつくる
［資料あり］

［資料あり］

9月9日（木）9:00～12:30 第6室
司会

白石理人（清水建設）

9月9日（木）13:30～17:00 第5室
司会

副司会 藤本郷史（宇都宮大学）
記録

─デザイン／ビルド教育の多様性と可能性

山田宮土理（早稲田大学）

副司会 長澤夏子（お茶の水女子大学）

山邊友一郎（神戸大学）

記録

畑中久美子（岐阜市立女子短期大学）

1. 主旨説明 白石理人（前掲）

1. 主旨説明 萩野紀一郎（富山大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

（1）招待講演

❶「デザイン／ビルド」考

❶AI と建築・都市の情報

山田誠二（国立情報学研究所）

─なぜ「頭（考える）
」と「手（作る）
」の「統合」か

❷都市におけるモビリティとエネルギー

香山壽夫（香山壽夫建築研究所）
❷原寸大で考える

─ EV 普及を見据えた課題と展望
太田 豊（大阪大学）

─東京電機大学におけるデザイン／ビルド教育の試み

（2）取組み・事例紹介

岩城和哉（東京電機大学）

❸建築にイノベーション「AI/IoT/Robotics」

❸木と土を活かした建築教育の試み

杉本照彦（竹中工務店）
❹環境配慮型情報化住宅の事例

中川 純（東京都市大学）

宇野勇治（愛知産業大学）
❹大学研究室による授業の枠を超えたデザイン／ビルド教育の試み

❺BIM を用いた建物解体シミュレーションとモニタリングへの拡張
國枝陽一郎（東京都立大学）
3. 討論

モデレーター：加賀有津子（大阪大学）

柳沢 究（京都大学）
❺DESIGN BUILD BLUFF
─アメリカ中西部の大地に根ざしたユタ大学と都立大学の試み

4. まとめ 藤本郷史（前掲）

山本篤志・裕子（ユタ大学）
土屋 真（東京都立大学）

「IoT（Internet of Things）
」という言葉に象徴される、センサ、

❻石斧でつくる─心身のリズムに調和するものづくりと暮らし

ネットワーク技術の進化と普及によって、建築を対象としたモニタリ

雨宮国広（縄文大工）

ングは既に身近なものとなった。本研究協議会を企画した情報システ

3. 討論

ム技術委員会「建築・都市モニタリング小委員会」の前身の「建築

4. まとめ 山本圭介（山本・堀アーキテクツ）

IoT モニタリング小委員会」では、これまで建築の計画・施工・運
用・維持管理・解体などの各段階で、どちらかと言えば実空間の様々
な情報をセンシングする部分に重点をおいて検討を行ってきた。
デジタルトランスフォーメーション（DX）による変革において、
今後モニタリングは、そのスケールを建築から街区・都市にまで広げ、

コロナ禍により、建築教育も大きな変化を余儀なくされ、オンラ
インを用いた様々な工夫も展開されている。その一方で、実際に空間
を共有し、素材感・スケール感・リアリティをもった建築教育の重要
性もあらためて強く再認識されている。

センシングにより収集した情報を AI で分析・知識化し、結果を実空

建築教育委員会の「デザイン／ビルド教育 WG」では、コロナ禍以

間にフィードバックするまでのサイクルとして検討することが必要と

前から、図面・模型・コンピュータを用いた建築教育だけでなく、実

なる。また、モニタリングの対象を建築のみにとどめることなく、都

際に手を動かして素材に触れ、原寸大でモノや空間をつくる建築教育

市の人流・交通・物流・環境・エネルギーなど、より広い視点で考え

の可能性に注目し、国内外の事例研究や議論を展開してきた。

ることも求められる。

本パネルディスカッションでは、
「デザイン／ビルド」の歴史的背

そこで本研究協議会では、招待講演として AI と都市における EV

景から国内外の多様な事例を解説・紹介し、
「手で考えて身体でつく

（電気自動車）活用の専門家をお招きしご講演いただくとともに、取

る」教育の意義・課題について、コロナ禍あるいはポスト・コロナ禍

組み・事例紹介として建築のライフサイクルの各段階におけるモニタ

という状況を踏まえて、WG メンバーだけでなく広く建築関係者の

リングの具体的な取組み事例を紹介し、モニタリングの今後の方向性

方々と共に議論し、その多様性と可能性を探っていきたい。

について議論することとしたい。

この議論が短期的な模索に留まらず、永い将来にわたって、手と
身体を用いた建築教育が多様に展開され、教育手法として確立され、
人や環境にやさしい建築やくらしの実現に寄与することを期待した
い。
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建築法制部門―研究協議会

地球環境部門―パネルディスカッション
（1）

近代建築法制100年：六大都市は
どのように建築・都市計画法制度
を受容してきたか？

自然災害が多発する時代に
建築構造ができること

─東京・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸の比較

─地球環境問題への対応

［資料あり］

［資料あり］

9月8日（水）13:30～17:00 第5室
司会

9月7日（火）9:00～12:30 第4室

大澤昭彦（東洋大学）

司会

副司会 岡井有佳（立命館大学）
記録

大谷恭弘（神戸大学）

副司会 兼光知巳（清水建設）

杉田早苗（東京工業大学）

記録

1. 主旨説明 六大都市の制度運用を比較する意義

森 拓郎（広島大学）

1. 主旨説明 藤田正則（神奈川大学）

中西正彦（横浜市立大学）

2. 主題解説
❶木材活用と森林の再生

軽部正彦（森林総合研究所）

❶都市の基盤をつくる：土地区画整理等

藤賀雅人（工学院大学）

❷コンクリート材料に見る脱炭素化

柳橋邦生（竹中工務店）

❷都市のかたちを示す：用途地域

加藤仁美（川崎新都心

❸波動発電の実用化に向けたロードマップ

2. 主題解説

西村 功（東京都市大学）

街づくり財団）
❸住環境を守る：日影規制・高度地区

❹構造設計の対応

平川倫生（三菱地所設計）

❺気象災害への対応

田村和夫（神奈川大学）

大澤昭彦（前掲）

❻衛星データの役割と応用

今泉友之（Synspective）

室田昌子（東京都市大学）

❼最適解探索のパラダイム変化

野城智也（東京大学）

岡井有佳（前掲）

3. 討論

桑田 仁（芝浦工業大学）

❹望ましい開発を誘導する：容積インセンティブ手法
❺地区に即したルールづくり：地区計画

❻景観・まちなみを形成する：景観関連制度

4. まとめ 稲田達夫（元福岡大学）

杉田早苗（前掲）
内海麻利（駒澤大学）
3. 討論

現在、多くの自治体で「気候非常事態宣言」が出され、2015 年の

コ
 メンテーター：柳沢 厚（C-まち計画室）


パリ協定の目標を早急に達成することが求められている。地球環境問

コーディネーター：桑田 仁（前掲）

題に対応するための取り組みとして、日本建築学会では、
「建築関連

4. まとめ 中西正彦（前掲）

分野の地球温暖化対策ビジョン 2050 ─建築のカーボン・ニュート
ラル化を目指して─
（2009 年 12 月）
」と題し、新築、既築の対象を

人口減少社会、成熟・低成長時代を迎え、都市の拡大を前提とし

問わず、二酸化炭素を極力排出しない建築の「カーボン・ニュートラ

た建築・都市計画制度の限界が明らかとなりつつある。ストック型社

ル化」を 2050 年までに目指すという目標を掲げた。そして、
「地球

会・成熟社会にふさわしい持続可能な都市の実現に向けて、新たな法

温暖化対策アクションプログラム 2050 ─建築関連分野のカーボン・

体系への転換・確立が急務といえるだろう。法制度の再構築にあたっ

ニュートラル化への道筋─
（2015 年 3 月）
」において、その具体的な

ては、全国の自治体がどのように現行法制度を受け止め、それぞれの

技術対策として建築躯体の省エネルギー・設備の省エネルギー・再生

地域特性や課題に対応してきたのかを理解する必要がある。

可能エネルギー・長寿命化・改修技術・エコマテリアル・木材の利

とりわけ市街地建築物法が適用された六大都市（東京、横浜、名

用・ライフスタイル・ZEB 化などを示している。しかし、地球温暖

古屋、京都、大阪、神戸）では、100 年に及ぶ運用の積み重ねがあり、

化の影響とされる激甚化する台風や豪雨による気象災害や迫り来る大

それぞれの歴史や地勢、都市構造、社会経済状況等の多様な条件を踏

地震の脅威など、自然災害への対応が必須であり、種々の困難な課題

まえながら、建築・都市計画法制度が活用されてきた。

に直面している。また、新型コロナウイルス感染症対策のもとに様々

本研究協議会では、六大都市を対象に、建築・都市計画法制度が
適用されてきた 100 年間を振り返る。
「土地・区画整理等」
「用途地域」

な行動の制約があり、それに対応した産業構造の変化を見据えて、地
球環境問題の対応を進める必要がある。

「日影規制・高度地区」
「容積インセンティブ手法」
「地区計画」
「景観

本パネルディスカッションでは、自然災害の多発する時代に建築

関連制度」の 6 つのテーマで六大都市を比較する。時代ごとの政策

構造ができること、すなわち地球環境問題への対応について、これま

的課題とそれを踏まえた法制度の運用、その積み重ねの結果として実

での取り組みの現状を踏まえつつ、今後の建築分野での方向性を討論

現した都市の姿を辿った上で、六大都市の制度設計・運用の思想・特

する。まず、主題解説として、木材活用と森林の再生、材料の脱炭素

徴を論じる。そのうえで、近代建築法制の成果や到達点、積み残しの

化、波動発電、構造設計における対応など現在の技術の動向・展開に

課題などについて討論し、これからの時代に向けた法体系の再編に向

ついて紹介する。さらに、気象災害への対応について概説し、建築分

けた展望を探る手がかりとしたい。

野での横断的な取組みについて議論を深める。
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地球環境部門―パネルディスカッション
（2）

地球環境部門―パネルディスカッション
（3）

人類非常事態への応答PART2

Sustainable Societyのための
建築と都市

［資料あり］

［資料あり］

9月8日（水）13:30～17:00 第4室
司会

田中稲子（横浜国立大学）

司会

副司会 横尾昇剛（宇都宮大学）
記録

9月10日（金）9:00～12:30 第3室
樋山恭助（明治大学）

副司会 川島範久（明治大学）

小野尋子（琉球大学）

記録

亀井未穂（地球環境戦略研究機関）

1. 主旨説明 糸長浩司（日本大学）

1. 主旨説明 樋山恭助（前掲）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶人新世の人間の条件に関する哲学的考察の現代的意義および都市・
建築論との関係について

❶都市のサステナビリティ─適応都市の概念と定義

篠原雅武（京都大学）

❷原発災害という非常事態にどう応答しつづけるか
窪田亜矢（東京大学）

大岡龍三（東京大学）
❷都市圏のサスティナビリティを探る
─日本の現状と海外での取り組み事例の比較から

❸アジア新興国のポストコロナにおける低炭素化
久保田徹（広島大学）

小泉秀樹（東京大学）
❸地区・街区のサステナビリティ評価の課題と展望

❹グリーンインフラによるレジリエンスデザイン
一ノ瀬友博（慶應義塾大学）
❺脱成長のシナリオ
3. 討論

中野佳裕（早稲田大学）

横尾昇剛（宇都宮大学）
❹ビルトエンバイロメントとサステナビリティ
─実務者の視点から

コーディネーター：糸長浩司（前掲）
・田中稲子（前掲）
コメント：中村 勉（ものつくり大学）

大村紋子（納屋）
❺将来の不確実な気象予測はいかに役立つか？

岡部明子（東京大学）
・話題提供者
4. まとめ 野城智也（東京大学）

飯塚 悟（名古屋大学）
3. 討論

コーディネーター：野城智成（東京大学）

4. まとめ 糸長浩司（日本大学）
気候非常事態、新型コロナ禍パンデミックが深刻化する中、脱炭
素社会構築への方向転換や SDGs アクションも求められる。人新世時

サステナブル建築等、サステナブルを形容詞として掲げた種々の

代、可変する自然（地球）と人間（精神）のつながりを再認識するア

開発目標が社会に偏在する。一方で、サステナビリティは単体では成

クターネットワーク論者のブルーノ・ラトゥールは、この状況を「新

立せず、これらの最終目標は、個々の活動成果の集成によるサステナ

気候体制」と捉え、デカルト以降の近代技術主義から脱近代への途を

ブル社会の実現となる。サステナビリティの定義が、従来の地球環境

探ることを主張する。過密化・都市化・全地球的移動等を要因とした

の持続性から、SDGs が掲げる貧困や健康等を包含するものに変容す

世界的な危機と併せて、日本では多様で複層化した自然災害のほか、

る中、諸所のサステナブル学においても、目標とする社会の有り様と

終わりなき原発災害が継続し何万人もの被災者がふるさとに帰還でき

個々の学問領域が貢献できる内容を、サステナビリティの定義と共に

ない状況が続く。さらに超高齢化・人口減少下において、地域社会経

再検証し、共有し直す必要があると考える。この目的意識の下、本パ

済の持続性のための建築・まちづくり・むらづくりにおける社会・経

ネルディスカッションでは、建築学が包含する広範囲な学問領域にお

済・空間の革新と、それに対する建築学の応答が問われる。

けるこれからのサステナビリティのあり方を議論する場を提供する。

上記の問題意識で本委員会は 2021 年 2 月に「人類非常事態／新

主題解説では、社会が求めるサステナビリティの有り様を多角的

型コロナ・気候非常事態に応答し脱炭素社会に向けて」と題して公開

に議論するため、都市から建築物まで対象スケールに幅を持たせた話

研究会を実施した。哲学・環境学・国際学・建築学から問題提起をし、

題を提供する。まず、都市が内包する気候変動を含めた多面的な課題

革新的で総合的なアプローチの重要性を指摘した。第 2 弾のパネル

の解決に向けた適応都市の提案に加え、都市圏単位での持続可能性の

ディスカッションを企画した。人類非常事態への応答の主旨説明（糸

実現に向けた取り組みに関して、都市計画及び地域計画の視座からの

長）の後、哲学的にどう考えるか（篠原）
、原発災害への建築学の革

課題抽出及び事例紹介を行う。次に、中規模都市を対象とした評価の

新（窪田）
、中間層が急成長するアジア新興国での低炭素化戦略（久

枠組みと事例紹介に加え、建築物の認証制度の解題を通し Built

保田）を提起し、より良き応答としてグリーンインフラの可能性と課

Environment と人の関係性を踏まえたサステナビリティのあり方を

題（一ノ瀬）
、資本主義システムからの脱出策としての脱成長論（中野）

提起する。最後に、サステナビリティといった未来の事象を建築・都

を展開する。コメントを環境建築学（中村）
、環境都市（岡部）から

市スケールで検討するにあたり必要となる将来の気象予測に関して、

頂き討論し、野城地球環境委員長がまとめる。

その予測不確実性に関する注意点や問題点を整理しつつ、事例紹介と
ともに解説する。
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災害部門＋構造部門―パネルディスカッション

激甚化する気象災害に対して
建築は何が出来るのか

─実大ストームシミュレータの実現に向けて

［資料あり］

38

人為的要因による自然災害の防止に向けた技術・
社会に関する特別研究―研究懇談会

なぜ社会は専門家の声を聞かないのか、
専門家は社会の声を聞かないのか
─人為的要因による災害の防止に向けた
技術・社会のあり方

［資料あり］

9月7日（火）9:00～12:00 第5室
司会

吉田昭仁（東京工芸大学）

副司会 友清衣利子（熊本大学）
記録

9月7日（火）13:30～17:00 第6室
司会

浜田英明（法政大学）

副司会 棒田 恵（新潟大学）

竹内 崇（神戸大学）

記録

本多健一（構造計画研究所）

1. 主旨説明 高橋 徹（千葉大学）

1. 主旨説明 富樫 豊（地域における知識の結い）

2. 主題解説

2. 主題解説

激甚化する風水害の実情

❶人間と技術の基層

熊澤栄二（石川工業高等専門学校）

❶2019 年台風 15 号の風災害

丸山喜久（千葉大学）

❷人的災害の構造と SDGs

外岡 豊（埼玉大学名誉教授）

❷2019 年台風 19 号の風水害

小山 毅（東京電機大学）

❸社会資本形成に係る問題点

木俣信行（持続可能社会研究会）

実大ストームシミュレータの概要

❹リスク格差を助長する人為的社会構造

❸目的と機能

西嶋一欽（京都大学防災研究所）

❹施設概要

栗田 剛（東急建設）

❺地震・豪雨災害による人為的要因

岡田成幸（北海道大学）

❺建築分野：風複合被害

松井正宏（東京工芸大学）

❻被害想定は誰のために！

❻建築分野：洪水被害

酒井直樹（防災科学技術研究所）

❼モノづくりの現場から見えるもの

❼建築分野：雪氷被害

堤 拓哉（北海道立総合研究機構）

❽電力分野

栗原幸也（東電設計）

3. 討論

❾鉄道分野

南雲洋介（JR 東日本）

4. まとめ 神田 順（東京大学名誉教授）

❿農業分野

森山英樹（農研機構）

各分野での学術的な意義と期待

⓫森林・林業分野
3. 討論

橋本隆雄（国士舘大学）

鈴木 覚（森林総合研究所）

司会：西嶋一欽（前掲）

4. まとめ 田村幸雄（重慶大学）

宮島昌克（金沢大学）
佐久間博（アトリエ佐久間）

災害の誘発や激甚化の背後に人為的要因があると考え、2017 年に
標記委員会を立ち上げ、2 ケ年で防災に向けた技術と社会のあり方を
探った。その後、激しさを増す風水害の多発、復旧復興を含めた後手
対応と、災害はより深刻さを増し、さらに人口減も到来し、人間（専

わが国では強大な台風が襲来するたびに甚大な強風被害ならびに

門家・市民）と社会の関係が未成熟であることが問題を深刻化させて

気象現象に起因する被害が発生しており、過去 40 年間にわたり台風

いると認められた。そこで、2020 年に第二次研究委員会を立ち上げ、

による経済損失は一向に低減していない。建設技術の進歩、各種ガイ

検討の枠組みを人間と社会の視点まで拡張し、哲学まで視点に加えて

ドライン等の整備、災害が発生するたびに実施される被害調査および

技術と社会のあり方を問うことにした。

後続する研究等にも関わらず被害が低減しないという事実は、強風お

社会については、経済・効率優先が生産分業・専門分化に留まら

よび気象関連被害の低減に対するアプローチの本質的転換を迫るもの

ず、コスト優先による安全軽視、建築の道具化による社会性の喪失、

である。このような転換の一つとして位置づけられる、実大模型を用

責任所在の不明確化、さらには格差・貧困等の問題を引き起こして、

いた建築物の耐力の直接的評価を実現するものが実大ストームシミュ

社会と人間の関係性が崩れかかっていると捉えた。

レータである。本パネルディスカッションでは、一昨年甚大な被害を

災害については、社会システムを含む人間側の問題が事態を大き

もたらした台風 15 号および 19 号による風水害の実情を概観し、実

くしており、防災のためには、技術各論を超えて、社会と人間の関係

大実験で応えるストームシミュレータの可能性を示す。また、建築分

の健全化が必要とした。

野および建築以外の分野での学術的意義と施設への期待を提示する。

論究に際しては、第一に哲学的視点で技術・社会と人間との関係

討論では、
（1）各分野でのニーズを反映した実大ストームシミュレー

を問題とし、第二に社会の仕組みとして経済至上社会、社会における

タに求める要求性能、
（2）単独分野では実現が難しい実大ストーム

（建築の）所有と責任、地位や資産による災害リスクの格差を問題と

シミュレータの実現に向けた建築分野と他分野との連携、
（3）減災

し、第三に地震災害や風水害における対処規範や業界分業を問題とし、

という目的に対して実施される実験および施設運用に要するコストへ

第四に自然災害の激甚化と乖離したままの市民の思考・行動を問題と

の考え方（誰が何を負担するのか）について議論する。議論を通じ実

して、計 7 主題を設定した。

大ストームシミュレータ実現に向けた課題を明確にしたい。

主題解説では、人為的要因の視点で実状・実態を分析し、解決に
向け論究とした。会場では皆様との討議を経て解決の礎を築きたい。
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都市インフォーマリティから導く実践計画理論
［若手奨励］
特別研究―パネルディスカッション

都市インフォーマリティから導く
研究・実践理論

9月7日（火）9:00～12:30 第6室
太田裕通（武蔵野大学）

副司会 阿部拓也（筑波大学）
記録

災害からの住まいの復興に関する共有知構築
［若手奨
励］
特別研究
（第二次）
―パネルディスカッション

これからの住まいの復興

─東日本大震災10年の経験と国内外の事例から

［資料あり］

［資料あり］

司会

40

竹村由紀（東京大学）

9月8日（水）9:00～12:30 第6室
司会

井本佐保里（日本大学）

副司会 坪内 健（北海道大学）
記録

渥美裕香（東北大学）

1. 主旨説明 阿部拓也（同上）

1. 主旨説明 佃

2. 主題解説

2. 主題解説

悠（東北大学）

❶居住環境

成浩 源（日本大学）

❷土地所有

両川厚輝（東京大学）

❶時間とジレンマ 益子智之（早稲田大学）
・鈴木さち（UNESCO）

❸参加型計画

白石レイ（山口大学）

❷産業と地域

萩原拓也（東京大学）
・益邑明伸（東京都立大学）

❹建築物と技術

宮地茉莉（関西大学）

❸再定住

前田昌弘（京都大学）
・藤賀雅人（工学院大学）

❺建築プロジェクト

雨宮知彦（ラーバンデザインオフィス）

❹復興の境界と計画

3. 討論

（1）生活基盤の再構築を考える

進行：小野 悠（豊橋技術科学大学）

石榑督和（関西学院大学）

コメンテーター：岡部明子（東京大学）

布野修司（日本大学）

穗坂光彦（日本福祉大学）
4. まとめ 川井 操（滋賀県立大学）

須沢 栞（日本女子大学）
（2）共有知を構築する仕組みを考える
❺復興原論の試み 大津山堅介（東京大学）
❻復興のデータベース
佃

本パネルディスカッションでは、インフォーマル居住地の研究・

3. コメント

実践に資する知を構築することを目的とする。
世界のいたるところにインフォーマル居住地がある。その居住地
は、インフラの欠如や、建築法規からの逸脱、土地所有権の不在など

悠（前掲）

岩
 佐明彦（法政大学）
・姥浦道生（東北大学）
・
西野淑美（東洋大学）

4. 討論
5. まとめ 中島 伸（東京都市大学）

の特徴をもつ。それゆえインフォーマル居住地は改善すべき対象と見
なされてきた。しかしその見方は、専門家や、政策策定者がさだめた

東日本大震災から 10 年が経過しました。この 10 年の間には、多

フォーマルな居住水準から判断されたものにすぎない。視点をかえる

くの復興事業や被災者自身による復興に向けた取り組みが行われてき

と、インフォーマル居住地が、フォーマルな都市計画とはことなるプ

ました。地震だけでなく、津波や原子力による複合的な災害であった

ロセスで形成され、独自の居住文化を育んできたことが見えてくる。

こと、被災地が広域に広がっていること、人口減少や少子高齢化など

このように、インフォーマル居住地を研究することで、フォーマルな

の社会的な課題も抱えていたことなどから、今次の復興や被災地から

都市計画のあり方を相対化できる。この後者の見方にもとづき、イン

学ぶべきことは多く、特に、自然災害が頻発する近年、事前復興も含

フォーマル居住地を対象とする研究が蓄積されてきた。しかし、世界

めた具体的復興方策の必要性が高まる中、その重要性は増していると

各国のインフォーマル居住地の比較が不十分であり、その類似性・固

言えます。さらに、感染症のパンデミックなどにより、様々な課題が

有性があきらかになっていない。また研究成果を現地での実践に活か

表出し、社会の変革自体が余儀なくされる今、
「住まい」そのものを

すアプローチも十分に検討されていない。この状況を打破するために、

問いなおすことは避けられません。

私たちは「都市インフォーマリティから導く実践計画理論［若手奨励］

本委員会では、2018 年から 2 年間、
「住まいの復興」に焦点を絞り、

特別研究委員会」を発足した。この委員会には、世界各国のイン

東日本大震災の具体的な事例をもとにして共有知として伝えられるも

フォーマル居住地で活動する研究者があつまる。彼／彼女らの知見を

のは何かを議論し、その成果をまとめました。2020 年からの第二次

統合することで、上記の目的を達成するために、活動をつづけている。

委員会では、都市計画や海外事例に詳しい若手研究者を新たに委員と

本パネルディスカッションでは、この委員会の目的を、5 つのテー

して加え、
「住まい」を地域やまちの再生の単位である「生活の基盤

マから考えたい。まず主題解説では、この 5 つテーマについて簡潔

となるべき拠り所」として意味を拡大し、その復興のあり方について

に説明する。つぎに、委員と、参加者を交えた討論にうつる。以上の

検討を進めています。また、共有知を構築する仕組みとして、具体的

プロセスをつうじて、5 つのテーマをつらぬく、インフォーマル居住

な事例を共有するためのデータベースと復興原論についての議論もあ

地での研究・実践に資する見方・考え方・アプローチを構築する。

わせて行ってきました。今回のパネルディスカッションでは、これま
での成果をもとに、コメンテーターおよび会場との議論を通じて、さ
らに内容を深めていきたいと思います。
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建築におけるオリジナルの価値に関する
［若手奨励］
特別研究―パネルディスカッション

価値探究の場としての設計空間
［若手奨励］
特別研
究―パネルディスカッション

建築におけるオリジナルの価値

価値探究としての設計の方法論

［資料あり］

［資料あり］

9月9日（木）9:00～12:30 第4室
司会

鈴木智大（奈良文化財研究所）

副司会 米澤貴紀（名城大学）
記録

稲垣智也（文化庁）

9月10日（金）9:00～12:30 第5室
司会

中島弘貴（東京大学）

副司会 谷口景一朗（東京大学）
記録

宗政由桐（早稲田大学）

1. 主旨説明 加藤悠希（九州大学）

1. 主旨説明 酒谷粋将（関東学院大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶中世興福寺の伽藍復興にみる建築の〈復古〉思想

❶Design と Lab を循環させて漸進的に作る

海野 聡（東京大学）
❷中世住宅における舗設の伝承─歌合・通過儀礼から

山道拓人（ツバメアーキテクツ）
❷環境シミュレーションによる可視化がもたらす意思決定の変革
伊勢田元（竹中工務店）

赤澤真理（大妻女子大学）

❸BIM の創造性─「クリエイティブメンテナンス」の可能性

❸神仏習合の建築空間の構造
米澤貴紀（前掲）
❹神明勧請と神明造─伊勢神宮の模倣をめぐって

杉田 宗（広島工業大学）
❹都市における AI とビックデータの可能性
吉村有司（東京大学）

加藤悠希（前掲）
❺修理や復原における古材保存と形式保存の対立
坂井禎介（文化財建造物保存技術協会）

3. 討論
4. まとめ 稲坂晃義（千葉工業大学）

3. コメント・討論
   

横
 手義洋（東京電機大学）
・伏見 唯（伏見編集室）


建築・都市空間に求められる要件はますます複雑になっている。そ

アレハンドロマルティネス（京都工芸繊維大学）


こでは既存のタイプにはない新しいプログラムの発案や、空き家・空

稲垣智也（前掲）

き地の活用等、個別の状況への柔軟な対応が求められる事案が多く

4. まとめ 小岩正樹（早稲田大学）

なっている。一般にはそうした設計対象のリサーチや企画はその後に
続く設計に先んじて行われるが、設計の枠組みを決定する段階で事業

建築において「オリジナル」というとき、その意味は、独創、あ

主やクライアント、オーナーなどは目前に存在しない未知の空間を想

るいは当初、真正、など文脈によりさまざまに連想されるが、いずれ

像しながら、多くの意思決定を行わなくてはならない。他方、その段

にしても一般にプラスの価値として認識される。しかし、一歩踏み込

階で予め空間のビジョンやポテンシャルを描き、建築・都市空間に潜

めば、江戸時代の天守のレプリカが現代建築としてはオリジナルであ

む新しい価値を見出すことができれば、その意思決定の幅は大きく拡

ると言いうるように、何をオリジナルと見るかは時代によって、人に

がるだろう。このように設計概念は生産の最初期の段階で空間の可能

よって、立場によって異なる。また、日本建築史を少し紐解けば、写

性を押し広げる価値探究の役割を持つものへと拡張して捉えられる。

しや式年造替、雛形のように、
「オリジナル」の価値観を揺さぶる興

その一方で、CAD や BIM による設計情報の管理、CFD 解析や光

味深い概念が多く存在する（もちろん日本に限った話ではない）
。
総じていえば、建築等の創作において先行事例や手本を参照する、

環境シミュレーションをはじめとする空間の事前評価、VR・AR によ
る空間ビジュアライゼーション、GIS や歩行者回遊シミュレーション

あるいは既存の建築に手を加える、ということは前近代に遡っても現

といった都市解析等の技術の発展によって、多様な観点からの空間の

代においてもごくありふれた行為であり、それらの行為に付随する価

可視化ができるようになっているし、ワークショップ等による住民や

値観が各時代・場面においてどのように異なるかを考えることは、現

ユーザーの参加等、生産の初期段階に設計者等の専門家だけでないた

在における建築のみかたを相対化し、建築の創作や保存・継承をめぐ

くさんの人々が関わる手法や機会が増えてきており、異なる価値観を

るさまざまな課題を整理する意味でも有効であろう。

持った主体が対話を重ね、新しい空間のアイデアを協働的に探究する

そこで、本パネルディスカッションでは、リノベーションや既存

手立てが整いつつある。

文脈の重視など、連続する時間・空間のなかでつくられ、継承され、

本パネルディスカッションではこうした対話の場を「設計空間」と

改変される建築のありようを模索する傾向が強まるなかで、建築がい

呼ぶこととし、設計空間においてどのような価値が発見・創造され、

かに自己・他者と関係づけられ、価値づけられてきたかを改めて「オ

それがいかにして設計の対象やプロセスに反映されるのかといった価

リジナル」というキーワードを手掛かりとして歴史的に検証し、現在

値探究としての設計のプロセスの在り方やその方法論について議論を

の文化財保存や建築設計における多様な課題をめぐる議論との接続を

深めたい。

はかりたい。
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地域包摂型まちづくり
［若手奨励］
特別研究―
研究懇談会

福祉起点型共生コミュニティと新しい地域拠点計画
のあり方検討特別調査―研究協議会

縮小社会における地域包摂型
まちづくりの在り方

福祉からはじまる地域共生
コミュニティの場の可能性

［資料あり］

［資料あり］

9月10日（金）13:30～17:00 第3室
司会

鈴木達也（香川大学）

副司会 濵田 愛（高知工科大学）
記録

湯浅かさね（千葉大学）
・嚴 先鏞（筑波大学）

9月10日（金）9:00～12:30 第4室
司会

山田あすか（東京電機大学）

副司会 歳森 敦（筑波大学）
記録

古賀政好（竹中工務店）

1. 主旨説明 蕭 閎偉（大阪市立大学）

1. 主旨説明 山田あすか（前掲）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶地域包摂型まちづくりの事例概観

❶地域で暮らすを支える拠点と人的ネットワーク

菅原 遼（日本大学）
❷三島市の事例から
渡辺豊博（グラウンドワーク三島）
❸取手市の事例から
羽原康恵（取手アートプロジェクト）
❹香取市佐原の事例から
佐藤健太良（NPO 法人小野川と佐原の町並みを考える会）

松原茂樹（大阪大学）
❷福祉でコミュニティをつくる

加藤悠介（金城学院大学）

❸「開かれる私」がつくるコモン

河合憲太（JOCA 東北）

❹教育・文化がつくる拠点

小篠隆生（北海道大学）

❺地方都市の医療・福祉圏域

佐藤栄治（宇都宮大学）

3. 討論
4. まとめ 西野辰哉（金沢大学）

❺基調講演
饗庭 伸（東京都立大学）
3. 討論

ファシリテーター：村上早紀子（福島大学）

4. まとめ 蕭 閎偉（前掲）
・菅原 遼（前掲）

近年、医療福祉をはじめ、住まいや教育も含めた広義の福祉機能
が拠点となって、共生型コミュニティを形成する実践例が目立つ。例
えば地方部での公共機能集約や、まちなかでの既存機能が融合した多
機能な地域の拠点における物理的拠点としての建築＝場所は、複数事

「地域包摂型まちづくり特別研究委員会」では、独自に「地域包摂

業の実態としてのハブ機能、機能の融合による新しい機能の創出の可

型まちづくり」という新たな概念を打ち出し、少子高齢化による人口

能性をもつ。また、それらの拠点が医療や福祉機能の利用圏域を誘引

減少に直面する縮小社会の中で、自治体行財政などの深刻化が進む地

する側面もある。

方都市における先進的なまちづくり活動に着目して議論進めてきた。

特筆すべき点として、こうした広義の福祉機能を有する拠点性を

本研究懇談会では、本特別研究委員会による議論や収集した事例

もつ事例が、従来それが期待されていた公共施設に加えて、民間の事

について概観し、
「地域包摂型まちづくり」の理論的枠組みを提示する。

例に拡大するという担い手と場の多様化が挙げられる。住宅やオフィ

以上の基礎情報を踏まえ、三島市における「水の都・三島」の原風景

スなどを居住者（所有者）が使いながらその一部を地域に開く住み開

再生を契機に身近な環境改善をテーマとしたまちづくりや、取手市に

きや、私設公民館のような、飲食や交流、読書、アトリエ、キッチン、

おける大学を中心とした多様な主体によるアートプロジェクトを基盤

フィットネスなどの多様な活動と滞在のための機能や空間をもつ事例

にしたまちづくり、香取市における景観や環境保全活動から発足し、

がその例である。こうした取組みの拡大に連動して、社会のニーズの

高校生等若年層のための地域拠点形成を中心に展開するまちづくりの

多様化や地域特性を尊重する風潮、建物と事業のセットとして整備さ

事例について、現場の実務家として渡辺氏、羽原氏、佐藤氏から地域

れてきた施設の解体と再編、施設整備から事業への助成への移行と

の課題、活動の展開経緯と成果について紹介して頂く。

いった社会的な変化を読み取ることができる。

また、
「基調講演」として、地道な実践活動を基軸にしつつ、まち

利用者の属性に着目して整備されてきた施設という枠組み、そし

づくり分野における理論的進展に多大な貢献をもたらしてきた饗庭教

てその施設に対応した建築計画研究や都市計画の拠点整備計画という

授から近年の縮小社会を取り巻く現状と課題に加え、先進事例や今後

枠組みが、これらの社会的潮流のなかで大きく変わりつつある。解体

の展望に対する示唆を提示して頂く。

と再編を経て、地域という多様な人々やニーズが渾然一体となった場

以上の事例とこれからのまちづくりの観点を基に、一般募集原稿

所に、人々の属性によって分けられることのない複合的な場が再びつ

の事例も踏まえて、登壇者全員による議論を深めることにより、
「地

くられつつある。そこに生じる、地縁や血縁よりもゆるやかな「結果

域包摂型まちづくり」への新たな理論構築に向けた提案をまとめる。

としてのコミュニティ」は、個の集積とネットワークによる選択的な
利用による関係性（利用縁）と呼べる。
本研究協議会では、こうした事例や取組み、その影響についての
報告をもとに、今後の地域社会の持続に向けた生活基盤のあり方を議
論する。
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建築のスクラップアンドビルドと保存・活用に関する
特別調査―パネルディスカッション

企画運営委員会
（若手教育）
―パネルディスカッ
ション

建築のスクラップアンドビルドと
保存・活用のバランスを
どう創り出すか

学術推進のためのアカデミアを
支える人材像とは？
［資料あり］

［資料あり］

9月10日（金）13:30～17:00 第5室
司会

馬場未織（建築ジャーナリスト）

副司会 鈴木あるの（京都橘大学）
記録

富田興二（建築研究所）

9月9日（木）9:00～12:30 第5室
司会

田中友章（明治大学）

副司会 伊藤一秀（九州大学）
記録

宮里直也（日本大学）

1. 主旨説明 藤井俊二（Built Environment Research）

1. 主旨説明 牧 紀男（京都大学）

2. 論点と討論

2. 主題解説

❶論点 1：都市文化の蓄積をになうプレイヤー

❶学の使い方

話題提起；島根県庁周辺の建物群の維持・活用

中谷礼仁（早稲田大学）

❷建築実務の「学」評価

望月悦子（千葉工業大学）

山本大輔（島根県庁）
・宮部浩幸（近畿大学）

❸学会活動の国際化

倉田真宏（京都大学）

丸山 傑（東北芸術工科大学）

❹和文誌のあり方

五十田博（京都大学）

❷論点 2：保存・活用のための経済、技術、制度
話題提起；ゆかしの杜の保存・活用

3. 討論

進行：大月敏雄（東京大学）
パネリスト：古澤大輔（日本大学）

杉江夏呼（大成建設）
・宮部浩幸（前掲）

リジャル ホム・バハドゥル（東京都市大学）

黒木正郎（日本郵政）

元結正次郎（東京工業大学）

古瀬 敏（静岡文化芸術大学名誉教授）
三宅健士朗（PwC アドバイザリー）

竹脇 出（京都大学）
4. まとめ 冨永祥子（工学院大学）

❸論点 3：市民と専門家の価値観の共有
話題提起；建築の保存を語る言葉

今後、少子化に向かうに際し、将来の建築学会（界）を担う若手

松井健太（千葉大学）
・大内田史郎（工学院大学）

会員をどのように育成するのかは待ったなしの重要課題である。本会

長谷川香（東京藝術大学）

前会長からのミッションを受けて、2020 年度より若手教育タスク

山本玲子（全国町並み保存連盟）

フォースは、学術推進のためのアカデミアを支える人材育成、という

3. 論点と討論を聴いて 大野秀敏（東京大学名誉教授）

観点から検討を進めてきた。
博士課程に進学する学生が少ない理由としては、博士取得後の将

建築のスクラップアンドビルドは、都市の再生や建物の機能更新

来が不透明であるということがある。博士課程修了後の「学」を使っ

の要請から行われる。しかしその中で、建築的に評価の高い建物や、

た多様な働き方を調査し、またそのロールモデルとしての「学つか人」

市民に親しまれてきた建物が失われる場合も少なくない。サステナブ

像を紹介する。

ル社会の構築が求められるなか、スクラップアンドビルドに偏りがち

社会人としてのキャリアを活かして論文の執筆を行う、また大学

な都市の開発を、ストック活用も含めてバランスよく考える方向にし

教員等へとキャリア変更を行うといった人材もアカデミアに進む人材

ていくにはどうすれば良いのか。このような問題意識のもとに 2020

の確保という観点からは重要である。
「トラバース」
「U 学ターン」と

年度から日本建築学会に「建築のスクラップアンドビルドと保存・活

いった多様なキャリアパスの推進を提唱する。

用」に関する特別調査委員会が設置された。このパネルディスカッ

帰国した留学生の学会員としての活動継続、外国人教員が建築学

ションでは、特別調査委員会での検討をもとに、次の 3 つの論点に

会で積極的に活動できる環境整備、国際的に活躍したい日本人学会員

ついて委員による討論の形で、現状の課題と解決の糸口を提起する。

への魅力づくりは、人材の確保と学会活動の国際化にとって不可欠で

❶都市文化の蓄積をになうプレイヤー：建築の解体か保存かはど

ある。
「英語を公用語とした小委員会」
「国際同窓ネットーク」
「グロー

のように意思決定が行われているのか。トップ、担当者、専門家の役
割、利用者の視点を考慮し、合理的な意思決定のための道筋を考える。

バルリーダー鍛錬の場」などの創設を提言する。
近年、特にエンジニアリング系の分野において、論文誌評価等の

❷保存・活用のための経済、技術、制度：保存・活用を経済的な

影響もあり査読付き和文論文集への投稿件数が減少している。学会と

面からも成立させるアイデアや事業の仕組み、実現させるための技術

してどのように優れた学術研究成果を収集・発信していくのかについ

や具体的な取組み、法制度や助成の現状と課題について議論する。

て検討した結果を報告する。

❸市民と専門家の価値観の共有：市民の建築に対する知識と関心
を確認し、市民と専門家の価値観の共有化の可能性や、市民の建物へ
の愛着とシビックプライドにつなげる方策について考える。
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47

48

企画運営委員会
（レジリエント建築）
―パネルディ
スカッション

男女共同参画推進委員会―パネルディスカッション

多様な災害に対してレジリエントな
都市・建築を目指して

共に働き、共に暮らし、共に育てる
─建築に携わる人のシン・ワークライフバランス

［資料なし］

［資料あり］

9月9日（木）13:30～17:00 第6室
司会

高口洋人（早稲田大学）

副司会 朝川 剛（東京電機大学）
記録

杉村義文（NTT ファシリティーズ）

9月10日（金）13:30～16:00 第4室
司会

松村正人（大成建設）

副司会 眞方山美穂（国土技術政策総合研究所）
記録

八藤後猛（日本大学）

第 1 部：2021 年度日本建築学会技術部門設計競技表彰式

1. 主旨説明 眞方山美穂（前掲）

1. 審査経過報告ならびに総評 牧 紀男（審査委員長／京都大学）

2. 基調講演

2. 賞贈呈・祝辞

田辺新一（本会会長／早稲田大学）

3. 受賞作品の紹介

牧 紀男（前掲）

第 2 部：パネルディスカッション
1. 主旨説明 牧 紀男（前掲）

建築界のワークライフバランスの「今」
大西友美子（ワーク・ライフバランスコンサルタント）
3. 主題解説
共に働き、暮らし、育てる時代の生き方・パートナーシップのリアル
吉川理恵（竹中工務店）
・池添 大（徳島県）

2. 主題解説
❶各種建築・都市レジリエンス指標
西本篤史（日建設計）

桝田洋子（桃李舎）
・山﨑 晋（日本大学）
男
 性も女性も学生も社会人も、参加者と共に考える

4. 討論

❷レジリエンス指標活用・基準化検討
堀江 啓（MS&AD インターリスク総研）
❸変容する自然災害への対応

建築に携わる人のシン・ワークライフバランス
ファシリテーター：井上竜太（竹中工務店）
5. まとめ 寺田 宏（東畑建築事務所）

西嶋一欽（京都大学）
❹レジリエント建築カタログ
槻橋 修（神戸大学）
3. 討論

増田幸宏（芝浦工業大学）

4. まとめ 竹脇 出（京都大学）

日本建築学会の男女共同参画推進活動は、2008 年の行動計画から
スタートして 14 年目を迎える。その間に実施したアンケート調査や、
各支部における「建築学会女性会員の会」の取り組みにおいて、特に
男性の意識改革を求める提言が繰り返されてきたが、果たして男性の
意識は全く変わってこなかったのだろうか？

防災対策でのキーワードとなるレジリエンスとは「厳しい環境変

イクメンという言葉が生まれてから 10 年以上が経ち、“男の育児”

化を乗り越えるしなやかな力」であり、様々な大規模災害に見舞わら

は広く世に浸透しつつある。男性新入社員の実に約 8 割が育休取得

れる我が国の地域社会において、災害から命を守ると同時に被災から

を希望しているという調査結果が出るなど、若手を中心に男性の意識

速やかに回復することのできる建築や都市が切実に求められている。

は確かに変化している。その一方、男性の育休取得率は 7.48 ％

日本建築学会では、これまで「建物のレジリエンスと BCP レベル

（2019 年度）に留まっており、男性本人の意識だけでは説明できな

指標検討特別調査委員会」を設置し、建物のレジリエンス性能の評価

い壁が存在していると言わざるを得ない状況である。今回、改めて

の基本的な考え方ならびに具体的な BCP レベル指標の設定手法につ

“ワークライフバランス” をテーマに掲げ、この壁について考えるこ

いての検討を行った。その成果は、2019 年度大会 PD「事業継続計

ととした。

画策定のための地震災害等に対する建物の機能維持・回復性能評価指

基調講演では、数多くの企業に対してワークライフバランスのコン

標の提案に向けて」と報告書により公表されている。この委員会を継

サルタントを行っている大西友美子氏から、他業界と比較して特に建

承する「レジリエンス建築タスクフォース」では、2020 年 11 月に

築界に不足している部分や、建築界ならではの魅力、建築関連企業の

は「レジリエント建築シンポジウム」を開催し、2021 年度技術部門

先進事例を紹介していただく。続いて、共に働き、暮らし、育てる時

設計競技「新時代のレジリエント建築・都市」を主催した。

代の生き方やパートナーシップについて、男女それぞれの立場や、従

本タスクフォースでは、多様なレジリエント建築の姿を示しつつ、

業員の働き方を傍らで眺めてきた経営者の立場から、リアルな話題を

レジリエント建築の定義・評価・考え方ならびに社会にレジリエント

提供していただく。その後、建築に携わる人のシン・ワークライフバ

建築を普及させる方法の検討を行うことを目的に、活動を行っている。

ランスについて、参加者を交えディスカッションを行う予定である。

タスクフォースには、❶各種建築・都市レジリエンス指標、❷レジリ

コロナ禍においてテレワークの活用など新しい働き方が広がった

エンス指標活用・基準化検討、❸変容する自然災害への対応、❹レジ

一方で、家庭内における女性の負担が増したとの指摘も多い。コロナ

リエント建築カタログの 4 つのワーキンググループを設置し、レジ

禍における生活の変化についても、それぞれの立場から話題を紹介し

リエント建築について多用な側面からの検討と資料のとりまとめを

ていただく予定である。男女問わず多くの方に参加いただき、建築界

行った。その詳細内容を解説し、幅広い分野の方々と議論を行う。

の今や将来を考えるきっかけとしていただければ幸いである。

2107_022-024_大会_まとめ.indd

24

2021/08/26

9:42:57

