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

種別

主題

頒布資料

日時

室名

総合研究協議会

建築分野のカーボンニュートラル

あり

9 月5日（月）
13:45 〜 17:15

第B室

総合研究協議会

ウイズ／アフターコロナへの建築学の対応

あり

9 月6日（火）
13:45 〜 17:15

第B室

PD（RC 工事）

デジタルファブリケーションが切り開くRC 工事の未来

あり

9 月6日（火）
14:00 〜 17:15

第C室

PD（防水工事）

寒冷地防水の現状と課題

あり

9 月5日（月）
9:00 〜 12:30

第B室

研協

性能規定化から20 年・その現状と未来

あり

9 月5日（月）
9:30 〜 12:30

第A室

PD（応用力学）

建築構造の数値解析利用における失敗を防ぐには？

あり

9 月7日（水）
14:00 〜 17:15

第A室

PD（荷重）

JIS A 3305 から見た国内構造基準の課題と荷重規定

あり

9 月6日（火）
9:00 〜 12:30

第C室

PD（基礎構造）

高支持力杭工法の信頼性確保のための課題
─何が変わったのか、今後どうあるべきか

あり

9 月6日（火）
9:00 〜 12:30

第A室

PD（木質構造）

木造建築多様化時代における木質構造材の特性値の課題と方向性

あり

9 月7日（水）
13:45 〜 17:15

第B室

PD（鋼構造）

新しい軽鋼構造の可能性と設計法を探る

あり

9 月7日（水）
9:00 〜 12:30

第A室

PD（RC 構造）

FEM はどこまで進んだか？

あり

9 月7日（水）
9:00 〜 12:30

第B室

PD（SCCS）

鋼コンクリート構造接合部の設計および施工法の現状と今後の展開
─合成構造配筋指針の作成を見据えて

あり

9 月8日（木）
9:00 〜 12:30

第A室

PD（シェル・空間構造） 空間構造ヘリテージの継承に向けて

あり

9 月5日（月）
13:45 〜 17:15

第A室

PD（振動）

免震・制振技術の周辺環境と未来
─免震・制振の 10 年後・30 年後を見据える

あり

9 月8日（木）
13:45 〜 17:15

第A室

研協

見える化により「火災に強く、安全な建築」を身近に

あり

9 月8日（木）
13:45 〜 17:15

第E室

PD

関東大震災と火災延焼動態調査
─その現代的意義と活用方策

あり

9 月8日（木）
9:00 〜 12:00

第E室

環境工学

研協

カーボンニュートラル実現に向けて
─ 2050 年まで、そして2050 年以降の課題と展望

あり

9 月6日（火）
14:30 〜 17:15

第A室

建築計画

研協

地方都市の再開発が生む空間の規模と質
─その妥当性とリアリティ

あり

9 月7日（水）
14:15 〜 17:15

第C室

PD

構法史のアクチュアリティ
─構法と歴史から、いまつくることを考える

あり

9 月8日（木）
13:45 〜 17:15

第C室

研協

世代の継承に向けて
─少人数社会のかたち

あり

9 月7日（水）
9:00 〜 12:30

第D室

PD

地場の造形はふたたび見いだせるか

あり

9 月8日（木）
9:00 〜 12:30

第D室

研協

新たな価値を実現するための都市・都市計画の枠組み

あり

9 月7日（水）
13:45 〜 17:15

第D室

研懇

ウォーカブルシティに向けたアーバンストリートの統合デザイン

あり

9 月8日（木）
13:45-17:15

第D室

PD

縮小時代における空き地活用の方法論

あり

9 月5日（月）
9:00 〜 12:30

第D室

研協

安心安全の建築企画

あり

9 月7日（水）
9:15 〜 12:30

第E室

研懇

脱ベッドタウンの地域ネットワーク

あり

9 月5日（月）
9:00 〜 12:30

第E室

研協

近現代建築の評価と活用
─新たな局面に向けて

あり

9 月6日（火）
9:15 〜 12:30

第E室

PD

建築と古典主義

あり

9 月5日（月）
13:45 〜 17:15

第E室

海洋建築

研協

洋上風力発電への建築の関わりとその課題

あり

9 月6日（火）
13:45 〜 17:15

第D室

情報システム技術

研協

建築と情報
─これからの建築学に向けて

あり

9 月6日（火）
13:45 〜 17:15

第E室

材料施工

構造

防火

農村計画

都市計画

建築社会システム

建築歴史・意匠

部門・委員会

種別

主題

頒布資料

日時

室名

建築教育

PD

近現代建築プロジェクトがもたらしたアウトリーチとその課題

あり

9 月5日（月）
13:45 〜 17:15

第C室

建築法制

研協

建築ストック社会からみた建築法制度の在り方

あり

9 月5日（月）
13:45 〜 17:15

第D室

地球環境

PD（1）

改めて問うサステナブル都市論

あり

9 月7日（水）
13:45 〜 17:15

第E室

PD（2）

敢えて問う、
「脱炭素社会における日本の理想住宅を問う」

あり

9 月8日（木）
13:45 〜 17:15

第B室

災害

緊急報告会

令和 4
（2022）年 3 月16日福島県沖の地震 災害調査報告会

なし

9 月8日（木）
9:00 〜 11:30

第 20 室

建築と模型［若手奨励］特別研究

PD

建築と模型

あり

9 月8日（木）
9:00 〜 12:30

第C室

離散的アーバニズム論［若手奨励］ PD
特別研究

越境するアーバニズムのアプローチ

あり

9 月6日（火）
9:00 〜 12:30

第D室

建築物の性能を保証する数値解析
技術と資格制度に関する特別調査

建築物の性能を保証する数値解析技術と資格制度

あり

9 月5日（月）
9:00 〜 12:30

第C室

建築のスクラップアンドビルドと保存・ PD
活用に関する特別調査

名建築も普通の建築も長く活用される日常社会を創造するために

なし

9 月7日（水）
9:00 〜 12:30

第C室

建築 SDGs 宣言推進
特別調査

研協

建築学会 SDGsアクション

あり

9 月6日（火）
9:00 〜 12:30

第B室

地球環境＋原発長期災害対応特別
研究

PD

原発激甚災害 100 年を見据えた長期的対応に必要なことは何か

あり

9 月8日（木）
9:00 〜 12:30

第B室

研協

1

2

総合研究協議会

総合研究協議会部門

建築分野のカーボンニュートラル

ウイズ／アフターコロナへの
建築学の対応

［資料あり］

［資料あり］

9月5日（月）13:45～17:15 第B室

9月6日（火）13:45～17:15 第B室

司会

萩島 理（九州大学）

司会

記録

樋山恭助（明治大学）
・加用現空（東京都市大学）

副司会 小林健一（国立保健医療科学院）
記録

鍵 直樹（東京工業大学）
宮原真美子（佐賀大学）

1. 主旨説明 大岡龍三（東京大学）
1. 主旨説明 大岡龍三（東京大学）

2. 主題解説
❶住宅分野

秋元孝之（芝浦工業大学）

2. 主題解説

❷設計事務所

福田卓司（日本設計）

❶建築学領域における COVID-19 への対応

❸建設会社

田名網雅人（鹿島建設）

❹材料・施工

野口貴文（東京大学）

❷感染リスクと対策提案の検証

❺不動産

野城智也（東京大学）

❸建物種別ごとのコロナ対応型建築計画論

❻構造

五十田博（京都大学）

❼LCA 評価の重要性と課題

清家 剛（東京大学）

3. 討論

大月敏雄（東京大学）

垣野義典（東京理科大学）
❹社会・環境変容に適応する都市空間計画論

大岡龍三（前掲）
・萩島 理（前掲）
・上記登壇者

4. まとめ 伊香賀俊治（慶應義塾大学）

長谷川麻子（宮城学院女子大学）

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
石田航星（早稲田大学）

わが国は、2050 年脱炭素社会の実現を 2020 年 10 月に宣言した。
また、2021 年 5 月 26 日に改正地球温暖化対策推進法が成立し、

3. 討論

上記登壇者

4. まとめ 小野田泰明（東北大学）

2050 年までに温室効果ガスの排出で実質ゼロ目指すことが法律上に
明記された。COP26（英国）に向けてわが国は 2030 年度の温室効

建築学研究の 2 年余の COVID-19 への対応を踏まえ、学会として

果ガスを 2013 年度比 46 ％削減する NDC（国が決定する貢献）を

学会員・社会にどういう提言が可能なのかについて、
「ウイズ／アフ

決定した。その中で、住宅・建築物から排出される二酸化炭素は約

ターコロナに適応する建築・都市に関する特別調査委員会」の各 WG

32 ％であり、材料、施工時の排出量を含めると 40 ％を超え、その

の報告をもとに議論する。

対策は非常に重要になっている。都市・建築・住宅分野の脱炭素は建

2021 年度のはじめに立ち上がった、本会の「ウイズ／アフターコ

築界の発展にも繋がる可能性があり、早急に情報共有とその重要性を

ロナに適応する建築・都市に関する特別調査委員会」は、COVID-19

認識しておく必要がある。このような背景のもと、本会では 2021

が建築・都市空間にダイレクトに関わる分野の研究を行っている、環

年 1 月に「日本建築学会気候非常事態宣言」を発出し、2021 年度に

境工学委員会、建築計画委員会、都市計画委員会、建築社会システム

脱炭素都市・建築タスクフォ−スを設置して、脱炭素化に関わる問題

委員会の 4 つの委員会が合同で組織し、2 年間の調査研究活動を通し

の情報共有を進めてきており、その活動は今年度より脱炭素都市・建

て、ウイズ／アフターコロナに適応する人々の活動と、建築・都市と

築アクションプラン特別調査委員会に引き継がれている。本総合研究

の関係に関わる、分野横断的課題の検討を行い、最終的には、ウイズ

協議会では、脱炭素社会の実現に向けて、現在建築界が有する各分野

／アフターコロナ時代に対応した新しい社会の構築に向けて、将来の

の課題を明らかにし、本学会が取り組むべき重点テーマについて議論

あるべき建築・都市空間の方向性を、提言として描き出すことを目指

を行う。

して活動を続けてきた。
特別委員会では 4 つの委員会をベースとしながらも、約半数を異
分野の研究者が占めるような、分野横断を主眼に置いた 4 つの WG
を組織し、ほぼ 1 年間にわたって議論を行ってきた。
環境工学・建築計画・都市計画・建築社会システムが相乗りに
なって議論すると、現代における建築・都市空間の生成システムを多
角的に相対化することが可能となり、また、疫病災害としての
COVID-19 がもたらす社会変化に対応するためのレジリエントで創造
的な社会構築のための重要なキーワードが、空間創出におけるリダン
ダンシーの獲得であることが、次第に浮き彫りになってきた。
本協議会では、年度末に公表予定であるところの提言書の仮説的
提示を行いつつ、残された課題について議論することとしたい。
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材料施工部門
（RC工事）
―パネルディスカッション

材料施工部門
（防水工事）
―パネルディスカッション

デジタルファブリケーションが
切り開くRC工事の未来

寒冷地防水の現状と課題
［資料あり］

［資料あり］

9月6日（火）14:00～17:15 第C室
司会

兼松 学（東京理科大学）

司会

副司会 藤本郷史（宇都宮大学）
記録

9月5日（月）9:00～12:30 第B室
山田人司（元安藤ハザマ）

副司会 岡本 肇（竹中工務店）

加藤優志（大成建設）

記録

竹本喜昭（清水建設）

1. 主旨説明 寺西浩司（名城大学）

1. 主旨説明 輿石直幸（早稲田大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶デジタルファブリケーションを取り巻く法体系
濱崎 仁（芝浦工業大学）
❷施工自動化・ロボット関連委員会のこれまでの活動と経緯
井上文宏（湘南工科大学）
❸建設 3D プリンティング技術とその普及状況
西脇智哉（東北大学）
❹RC 工事のためのデジタルファブリケーション技術

❶設計の立場から

本井和彦（竹中工務店）

❷建築工事の立場から

深瀬孝之（北海道科学大学）

❸防水施工の立場から

内山 理（日本防水総業）

❹研究者の立場から

北垣亮馬（北海道大学）

❺寒冷地防水工事仕様書

金崎俊造（鹿島建設）

3. 討論
4. まとめ 田中享二（東京工業大学名誉教授）

瀬古繁喜（愛知工業大学）
❺デジタルファブリケーションへの期待

大岡 航（Polyuse）

日本は、四季の変化に富んだ豊かな自然風土を有しているが、国

3. 討論

土が南北に長く、北海道と九州南部・沖縄とではその自然環境は大き

4. まとめ 野口貴文（東京大学）

く異なっている。
鉄筋コンクリート工事では、寒中コンクリート、暑中コンクリー

建築分野では、昨今、DX 推進の流れとも相まって、デジタルファ

トといった特異な環境を想定した工事仕様書が整備されている。一方、

ブリケーションに高い関心が寄せられている。また、海外では、この

防水工事では、本会の『建築工事標準仕様書・同解説 JASS 8 防水

ところ、代表的なデジタルファブリケーションの一つである 3D プリ

工事』や国土交通省監修の公共建築工事標準仕様書においても、基本

ンティングの建設工事への適用が急速に進んでいる。

的に温暖地を対象として材料・工法が標準化されており、地域性はほ

建築工事にデジタルファブリケーションを導入する目的は、生産

とんど配慮されていない。

性向上や省人化・省力化だけではない。BIM を基盤とするデジタル

積雪寒冷地域における冬季の防水工事では、とりわけ雪・凍結お

設計のプロセスにデジタルファブリケーションを接続することによ

よび結露に対して格段の注意が必要であり、それぞれの現象について、

り、設計から生産までの建築の一連のプロセスを、シームレスで完全

施工中だけでなく竣工後の供用段階におけるトラブルを見据え、設

にデジタル化されたプロセスに移行することができる。また、3D プ

計・施工において適切な対策を講じることが必要である。

リンティングでは、複雑な形状の造形が可能となり、建築デザインの

また、施工後の物性においても、積雪や気温の影響によって耐久

自由度が飛躍的に拡大するとともに、個々の建築物のカスタマイズも

性に影響を与える可能性がある。例えば紫外線暴露時間やエネルギー

容易となる。このように、デジタルファブリケーションは、今後の建

量は小さくなる一方で、防水層周辺の凍結融解サイクル数は多い。こ

築のあり方にパラダイムシフトをもたらすいくつもの可能性を秘めて

うした環境要因による現象が耐久性に及ぼす影響については、いまだ

いる。

明らかになっていない点が多く残る。

その一方で、現在の建築生産体系や建築を取り巻く法体系は、従

本パネルディスカッションでは、主題解説にて、積雪寒冷地域に

来からのアナログな生産技術を前提として発展・整備されてきたもの

おける豊富な経験・知識を有する設計、施工管理、防水施工および研

であるため、デジタルファブリケーションの導入に馴染まない面があ

究者のそれぞれの立場から現状と課題等を解説するとともに、寒冷地

る。このことから、導入意欲が高い割には、他産業に比べて、この種

を対象とした防水工事仕様書のたたき台を示し、参加者との討論を通

の技術の鉄筋コンクリート工事への展開が進んでいないという状況が

じて寒冷地防水に関する情報を共有する。

ある。
本パネルディスカッションでは、本会のデジタルファブリケーショ
ンに関連する委員会の話題提供なども受けたうえで、デジタルファブ
リケーションを積極的に導入した鉄筋コンクリート工事の将来像につ
いて議論する。また、そのニーズや期待の大きさ、導入に向けての課
題などについて共通認識を得る。
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構造部門―研究協議会

構造部門
（応用力学）
―パネルディスカッション

性能規定化から20年・
その現状と未来

建築構造の
数値解析利用における
失敗を防ぐには？

［資料あり］

［資料あり］

9月5日（月）9:30～12:30 第A室
司会

楠 浩一（東京大学）

司会

副司会 山田 哲（東京大学）
記録

9月7日（水）14:00～17:15 第A室
荒木慶一（名古屋大学）

副司会 寒野善博（東京大学）

永野正行（東京理科大学）

記録

寺西正輝（新潟大学）

1. 主旨説明 五十田博（京都大学）

1. 主旨説明 大塚貴弘（名城大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶建築基準の性能規定化の経緯

❶鋼構造部材の数値解析利用の失敗事例
五條 渉（日本建築防災協会）

❷構造設計における性能規定化

大塚貴弘（前掲）
❷RC 構造の非線形解析の失敗事例から学ぶこと

小林光男（織本構造設計）
❸性能設計体系における設計荷重評価

長沼一洋（日本大学）
❸木造骨組解析のモデル設定のいろいろ

糸井達哉（東京大学）
❹鉄筋コンクリート構造の性能規定の現状と今後の展望

村本 真（京都工芸繊維大学）
❹有限要素解析の失敗事例

宮村倫司（日本大学）

向井智久（国土技術政策総合研究所）

3. 討論

❺鋼構造における現状と展望

山田 哲（前掲）

4. まとめ 元結正次郎（東京工業大学）

❻木質構造

中川貴文（京都大学）

❼シェル・空間構造

金田充弘（東京藝術大学）

❽大地震動に対する建物の損傷・損失予測
岡野 創（千葉大学）

荒木慶一（前掲）

建築構造分野における数値解析の利用は、コンピューターのハー
ド・ソフトの両面から進歩したことで一部の研究者だけでなく多くの
建築構造技術者に広がり、以前よりも簡便に解を得られるようになっ

3. 討論

てきている。しかしながら、利用者が多くなる一方で、その解析結果

4. まとめ 五十田博（前掲）

に対する信頼性は解析実施者の能力に依るところが大きく、かつ大規
模解析や非線形性の強い解析では解は得られるものの解析結果からそ

2000 年に建築基準法が改正され、要求性能を規定してそれを満足
することを確認する「性能規定化」が導入された。構造基準では、建

の解の妥当性を判断することは難しいといった問題が顕在化してきて
いる。

物の損傷と安全の各限界状態に対応する地震荷重に対する応答変形を

数値解析結果に対する信頼性については、一般に解の精度検証

算出し、その際に構造躯体が限界状態に至らないことを確認する限界

（Verification）と妥当性確認（Validation）として V & V と呼ばれて

耐力計算が導入されたが、幅広く活用されるには至っていない。これ

おり、国内では計算工学会などで進められてきたが、建築構造分野に

は、構造基準の性能規定化には解決すべき課題が残されていることを

おいて標準手順書などは整備されていない。

示している。性能規定化が導入されて 20 年以上が経過した状況を振

本パネルディスカッションでは鋼構造・RC 構造・木質構造といっ

り返り、要求性能や性能検証の基準の問題点を共有し、今後の在り方

た各種建築構造に対して数値解析を利用した際の失敗事例（あるいは

についてディスカッションを実施する。

考慮が足りなかった事例）やプログラム開発での悩みなどを紹介する

具体的にはまず、これまでの建築基準の性能規定化の国内外にお

とともに、失敗にどのように気づき、どう防ぐかについて議論する。

ける経緯について、構造基準を中心に概説する。次に ISO2394 の改

数値解析の利用は必ずしも詳細なモデルを用いてコストのかかる解析

訂などにおける議論をベースに、わが国における現行の荷重規定の課

を実施する必要はない。解析実施者が求めるレベルの解析に対して信

題を整理し、性能設計実現への展望を議論する。続いて、各種構造の

頼性の高い解を得るために、必要とされる知識や手順・確認事項につ

現状と課題として、鉄筋コンクリート造、鋼構造、木質構造及びシェ

いて議論する。

ル・空間構造の性能設計への歩みと最新の動向を紹介する。
また、実務者の立場から建築主が求める構造性能とその性能規定
について解説し、最後に近年の最新の研究成果として、大地震動に対
する建物の損傷・損失評価に関する検討の現状について報告する。以
上の主題解説ののち、今後さらに性能設計を推し進める方策について
討論を行うとともに、わが国の性能設計の現状が海外の規定と比較し
てどこに位置するのかについても議論を行う。
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構造部門
（荷重）
―パネルディスカッション

構造部門
（基礎構造）
―パネルディスカッション

JIS A 3305から見た
国内構造基準の課題と荷重規定

高支持力杭工法の
信頼性確保のための課題

［資料あり］

─何が変わったのか、今後どうあるべきか

［資料あり］

9月6日（火）9:00～12:30 第C室
司会

小檜山雅之（慶應義塾大学）

副司会 糸井達哉（東京大学）
記録

久下康太朗（ガイカーペンター）

1. 主旨説明 高田毅士（日本原子力研究開発機構）

9月6日（火）9:00～12:30 第A室
司会

金子 治（広島工業大学）

副司会 新井 洋（建築研究所）
記録

山中 龍（竹中工務店）

基調講演 信頼性を考慮した杭の設計
神田政幸（鉄道総合技術研究所）

2. 主題解説
❶JIS A 3305「建築・土木構造物の信頼性に関する設計の一般原則」
の概要
❷構造基準の現状

1. 主旨説明 金子 治（前掲）

森 保宏（名古屋大学）

2. 主題解説

喜々津仁密（国土技術政策総合研究所）

❶既製杭の工法開発の歴史、評価・評定

❸米国の鋼構造規準の現状 岡崎太一郎（北海道大学）
❹RC 構造規準の現状

楠 浩一（東京大学）

❺実務の立場から

新谷 耕平（日建設計）

3. 討論「JIS A 3305 の活用可能性は？」
パネリスト（上記話題提供者に加えて）
●建築学会鋼構造分野

山田 哲（東京大学）

●土木工学分野

横田 弘（北海道大学）

●地盤工学分野

大竹 雄（東北大学）

久世直哉（ベターリビング）
❷高支持力杭の設計
a. 沈下特性の評価

鈴木直子（大林組）

b. 耐震性の評価

阪上浩二（山下設計）

❸高支持力杭の施工
a. 施工管理の見える化と記録の保管
細田光美（ジャパンパイル）
b. 支持層の調査方法と到達判定方法

4. まとめ 高橋 徹（千葉大学）

土屋富男（竹中工務店）
c. 拡大根固め部ソイルセメントの品質
浅香美治（清水建設）

建築構造設計分野の国内規基準のガラパゴス化が叫ばれている今
日、建物の構造設計規準は今後どのように進化すべきであろうか？

3. 討論

ヨーロッパでは、2010 年にユーロコードの施行がなされ、2020 年

4. まとめ 田村修次（東京工業大学）

には共通の設計枠組みの下で各国が独自に定める係数を検討中であ
る。米国でも先ごろ ASCE7 が最新版（ASCE7-22）に改訂され、多

近年、既製コンクリート杭のプレボーリング埋込み杭工法におい

種類の荷重を対象にした規程がまとめられるなど、解析法の進化、環

て、原地盤より高強度なソイルセメントで杭先端部に拡大根固め部を

境や社会の多様なニーズの変化に対応すべく、規基準類を進化させて

築造して大きな鉛直支持力を得る工法（高支持力杭工法）が普及して

いる。

おり、さらなる高支持力化に向けた開発も進められている。

これらの改訂で、建築物の構造設計は、手続き的規定（仕様規定）

既製杭の高支持力化に伴い、構造設計においては杭の沈下特性や

から、建築物に要求される多様な性能を明示してそれらを実現させる、

耐震性の評価、現場施工においては厳密な品質管理や施工記録の保管

所謂、性能規定の実現に向かい、さらには性能設計への展開が期待さ

の重要性が、今まで以上に増している。また一方では、基礎ぐいの施

れるが、性能の捉え方は共通の考え方に基づいている必要がある。

工不備によるものと推定される建築物の沈下事例が報告され、高支持

ユーロコードでは、荷重の種類や採用する設計法に依らない共通

力杭工法の信頼性確保は社会的ニーズとなっている。

の枠組みとして、設計の基本である ISO2394（General principles

そこで本パネルディスカッションでは、信頼性を考慮した設計の

on reliability for structures）に基づき、各種構造分野の構造技術者

観点から、載荷試験データの統計的処理に基づく鉄道構造物の杭基礎

の理解と合意を得た上で開発が行われた。また、ユーロコード 1 は

の設計基準整備や構造設計実務の現状について、鉄道総合技術研究所

各種設計荷重が統一した考え方で記載されており、こうしたアプロー

神田政幸氏に基調講演を行っていただく。引き続き、①建築分野にお

チは日本の建築界の設計規準開発においても参考になる。

ける既製杭の工法開発の歴史、高支持力杭の評価・評定、②高支持力

本パネルディスカッションでは、今後の構造設計基準を考える上
で 2020 年に刊行された JIS A 3305 を紹介するとともに、構造設計

杭の構造設計の観点から、a. 沈下特性、b. 耐震性、③高支持力杭の施
工の観点から、a.データによる現場施工管理の見える化と記録の保管、

規準や荷重規定の在り方について意見交換し、今後の構造基準のある

b. 支持層評価のための調査方法と到達判定方法、c. 杭先端に築造され

べき方向性について模索する。討論には、土木の構造工学分野や地盤

る拡大根固め部ソイルセメントの品質について話題提供いただく。

工学分野において同じような問題意識を持つ専門家にも加わっていた
だき、議論を深めたい。
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構造部門
（木質構造）
―パネルディスカッション

構造部門
（鋼構造）
―パネルディスカッション

木造建築多様化時代における
木質構造材の特性値の
課題と方向性

新しい軽鋼構造の可能性と
設計法を探る
［資料あり］

［資料あり］

9月7日（水）13:45～17:15 第B室
司会

板垣直行（秋田県立大学）

司会

副司会 青木謙治（東京大学）
記録

9月7日（水）9:00～12:30 第A室
五十嵐規矩夫（東京工業大学）

副司会 松井良太（北海道大学）

戸塚真里奈（千葉大学）
・鎌田貴久（日本大学）

記録

佐藤公亮（三重大学）

1. 主旨説明 中島史郎（宇都宮大学）

1. 主旨説明 竹内 徹（東京工業大学）

2. 主題解説 1：強度等の導出の根拠

2. 主題解説

❶構造用製材

井道裕史（森林総合研究所）

❶材料および許容応力度

藤内繁明（日本製鉄）

❷構造用集成材

平松 靖（森林総合研究所）

❷構造計画の考え方

竹内 徹（前掲）

❸構造用面材

宮本康太（森林総合研究所）

❸部材設計の考え方

五十嵐規矩夫（前掲）

❹新しい接合要素について

佐藤篤司（名古屋工業大学）

3. 主題解説 2：課題と提案
❹製材の曲げ強度の寸法調整係数

井道裕史（前掲）

❺製材のせん断弾性係数

園田里見（職業能力開発総合大学校）

❻座屈強度

神戸 渡（関東学院大学）

❺軽鋼構造を用いた構造デザインの可能性 -1
金箱温春（金箱構造設計事務所）
❻軽鋼構造を用いた構造デザインの可能性 -2

❼切欠きを有する集成材の曲げ強度

藤内繁明（前掲）

土方和己（積水ハウス）

酒井七生（大建情報システム）

❽支圧強度

中島昌一（建築研究所）

3. 討論

❾割裂強度

落合 陽（東京都市大学）

4. まとめ 小野徹郎（名古屋工業大学）

4. 討論
5. まとめ 槌本敬大（建築研究所）

「軽鋼構造」とは『鋼構造設計規準』で規定されている最小厚さ
6mm 以下で厚さ 0.8mm までの薄板鋼板で構成された部材を主体と

木造建築物の用途や規模が多様化する中、建物を構成する構造材

した鋼構造物をいう。薄板部材は軽く人力で運搬できる範囲が広く、

の強度、弾性係数、各種調整係数について、その導出根拠を明らかに

接合に通常の高力ボルト・ボルト・溶接接合のみならず現場打ドリル

し、その妥当性を検証することの重要性が増している。木質構造材の

ねじが利用可能であるなど 4 層までの「手軽な鋼構造」として広い

強度、弾性係数、調整係数などの特性値は過去からこれまでに得られ

応用可能性を有する。現行の『軽鋼構造設計施工指針・同解説』初版

た学術的・技術的知見をもとに定められている。これらの特性値の中

は新耐震設計法施行直後の 1985 年に出版され、1 次設計の手続きの

にはかなり昔に定められたものもあり、新たに得られた知見から判断

みで2次設計の性能保証を可能とするなど、意欲的な内容であったが、

した場合に、その見直しが必要と思われるものもある。また、特性値

建築基準法施行令と整合していない点もあり、実務設計で利用しづら

の中には長い間、暗黙の了解の中で慣用的に使われているものもあり、

い点が指摘されてきた。一方で軽量形鋼、ドリルねじ、合板耐震壁か

中にはその導出根拠が必ずしも明確に示されていないものもある。

らなるスチールハウス設計指針が 2014 年に告示化され、広く用いら

本パネルディスカッション（PD）では、現在使われている木質構

れるようになった。これらの背景のもと、鋼構造運営委員会では『軽

造材の特性値のうちのいくつかを例にとり、その導出根拠、特性値の

鋼構造設計・施工指針』を 25 年ぶりに大改定し、2019 年より指針

妥当性、見直しの必要性について解説する。その上で木質構造材の特

改定小委員会を設置し、改定原稿の執筆・編纂に取り組んでいる。

性値全体を概観し、木造建築物が多様化する時代にあって今後、何が

改定指針では、従来の理念を守りつつも、法的基準類と整合し実

必要かについて討論する。討論では近年、木造建築の分野に参入され

務設計に使用できる内容を目指している。また一般の鋼構造では使用

た設計者・技術者・研究者などの方々、従来から木造建築を手がけて

できないドリルねじを含めて薄板を対象とした接合部の許容耐力、終

いる各分野の方々の双方から、日頃の疑問や要望を発信してもらい、

局耐力式を明示し、別途接合部係数を規定し許容応力度設計における

木質構造材の特性値に関する課題と今後の方向性について整理する。

安全率で保有耐力接合を検証できる工夫がなされている。これらを通

なお、木質構造材の特性値には多くのものがあり、本 PD のみでは、
そのすべてについて網羅することはできないが、本 PD がその一歩を

じて、ブレース付骨組では弾性応力解析のみで保有水平耐力計算をカ
バーできる構成となっている。

踏み出すきっかけとなることを期待するものである。本 PD の配付資

本パネルディスカッションでは同指針改定の概要を紹介し、軽鋼

料の巻末（付録）には、本 PD では、取り上げることができなかった

構造を用いた新しい構造デザインの可能性について議論したい。設計

特性値ついて、その導出根拠や課題、ならびに提案について専門的な

例として公共広場の簡易店舗や博覧会展示パビリオン、低層共同住宅

知見に基づいて記述した資料を掲載した。

などを予定している。
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構造部門
（RC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

FEMはどこまで進んだか？

鋼コンクリート構造接合部の
設計および施工法の現状と
今後の展開

─最新の情報紹介と今後の展開─

［資料あり］

─合成構造配筋指針（仮）の作成を見据えて

［資料あり］

9月7日（水）9:00～12:30 第B室
司会

松井智哉（豊橋技術科学大学）

副司会 高橋典之（東北大学）
記録

9月8日（木）9:00～12:30 第A室
司会

堺 純一（福岡大学）

副司会 松井智哉（豊橋技術科学大学）

櫻井真人（秋田県立大学）

記録

大谷康二（日建設計）

1. 主旨説明 松井智哉（前掲）

1. 主旨説明 蜷川利彦（九州大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶FEM 解析技術の進化─前回 PD からの 30 年を振り返る
田嶋和樹（日本大学）
❷研究分野における FEM 利用の現状－過去 20 年の論文数・解析対
象の統計より

櫻井真人（前掲）

❸実験シミュレーションにおける FEM 解析の進化─付着
杉本訓祥（横浜国立大学）
❹実験シミュレーションにおける FEM 解析の進化─要素寸法
松井智哉（前掲）
❺実験シミュレーションにおける FEM 解析の進化─部材の弾塑性挙
動算定

津田和明（近畿大学）

❻建物 - 杭 ‐ 地盤連成系の解析事例

山添正稔（小堀鐸二研究所）

❼大規模解析事例と実務への適用事例 米澤健次（大林組）

❶主題説明

北野敦則（前橋工科大学）

❷異種構造接合部の課題と研究動向
（1）実務者が考える設計の課題

荻野雅士（日本設計）

（2）機械的ずれ止めの研究動向

田中照久（福岡大学）

❸上部構造の切替え部
（1）梁部材

鈴木英之（安藤ハザマ）

（2）柱部材

金本清臣（清水建設）

❹基礎構造の切替え部
（1）杭頭接合部

小林勝已（フジタ）

（2）杭体

金子 治（広島工業大学）

3. 討論
4. まとめ 貞末和史（広島工業大学）

❽実設計での FEM 利用事例─ウェブウォール
荒木為博（竹中工務店）
❾実設計での FEM 利用事例─設計時の問題
伊藤 央（久米設計）

本会『鉄骨鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説』
（以下、SRC 配
筋指針）は、前回の改定から十数年が経過しており、その間に 2014
年に『鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説』の改定、そして
2020 年度以降に『鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁混合構造設計指針』
、

3. 討論
4. まとめ 楠 浩一（東京大学）

『鋼・コンクリート機械的ずれ止め構造設計指針』
、
『鉄骨コンクリー
ト（CES）造建物の性能評価型構造設計指針（案）
・同解説』の新し

1991 年に「RC 構造の有限要素解析法」というテーマでパネルディ

い指針が刊行された。これらの指針は、2000 年以降着工数が減少し

スカッションが行われた。その当時は、部材の平面応力場の解析が主

た純 SRC 構造に代わる力学的・施工的に合理的な合成構造の発展に

であり、それも大型計算機を用いた解析であった。そこから計算機の

寄与するものであり、今後も様々な合成構造が開発されると思われる。

進歩によって、小型パソコンで計算できる時代となってきた。それに

しかし、構造種別が切り替わる部分が存在するような建物の場合、そ

より部材解析が身近になり、実験と解析がセットとなった論文も増加

の異種構造接合部の設計法が示された指針類は少なく、設計者の判断

傾向にある。近年では建物全体の動的解析まで実施された研究もある。

に任されているのが現状である。そこで、SCCS 運営委員会傘下の合

また、多くの構成則も提案され、実験データの蓄積に伴う検証データ

成構造配筋小委員会では、現在の SRC 配筋指針に SRC 構造のみなら

も増えてきており、FEM 解析技術も進化している。

ず、合成構造における異種構造接合部の設計法や施工法について新し

このような現状を踏まえて、本パネルディスカッションでは、まず、
ここ約 30 年の RC 構造の FEM 解析技術の進化について振り返とと

い知見を盛り込み、
『合成構造配筋指針』
（仮題）として新たに刊行す
ることを検討している。

もに FEM 解析の利用実態・現状について紹介する。次に、実験シミュ

本パネルディスカッションでは、このような合成構造や異種構造

レーションにおける FEM 解析事例を紹介するとともに、大規模解析

接合部を設計する上での規定がなく、設計者の判断にゆだねられてい

への適用事例についても紹介する。最後に、実設計での FEM 解析利

る部分をいくつか取り上げ、現状の問題点の整理と設計実例を紹介す

用事例紹介と、利用時の課題を整理する。討論では、RC 構造の FEM

る。部材接合部については設計法の現状と課題および機械的ずれ止め

解析技術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

の研究動向を示し、異種構造切替え部については上部構造と基礎構造

情報交換するとともに、今後の RC 構造における FEM 解析技術の在

に分けて、近年の研究成果を踏まえた設計法の例について紹介する。

り方を考える場としたい。

そして、検討中の合成構造配筋指針に参考となる意見交換をするとと
もに、今後の合成構造のさらなる発展に寄与できれば幸いである。
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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

空間構造ヘリテージの
継承に向けて
─保存・保全の課題と現状─

構造部門
（振動）
―パネルディスカッション

免震・制振技術の周辺環境と未来
─免震・制振の10年後・30年後を見据える

［資料あり］

［資料あり］

9月5日（月）13:45～17:15 第A室
司会

小澤雄樹（芝浦工業大学）

司会

副司会 喜多村淳（太陽工業）
記録

9月8日（木）13:45～17:15 第A室
近藤明洋（鹿島建設）

副司会 欄木龍大（大成建設）

宮里直也（日本大学）

記録

犬伏徹志（近畿大学）

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

❶失われた、あるいは失われる危機に面する空間構造の現在

❶免震×制振：免震と制振の垣根を越えた最適な構造システムの可能性

松尾智恵（明星大学）
・三原悠子（Graph Studio）
❷国内の保存・改修事例

竹脇 出（京都大学）
❷免震×木質構造 事例紹介

1）国立代々木競技場の世界遺産登録に向けての課題と現状
豊川斎赫（千葉大学）
2）大規模スポーツ空間構造の諸相

島村高平（大成建設）

3）伝統的建造物の改修事例

江尻憲泰（日本女子大学）

❸海外の保存・改修の現状
1）海外の主要な保存改修事例

❸免震×大空間

事例紹介

久保和民（竹中工務店）

事例紹介

奥出久人（竹中工務店）

事例紹介

人見泰義（日本設計）

❹制振×地震学

大野 晋（東北大学）

❺制振× AI

山川 誠（東京理科大学）

小澤雄樹（前掲）

❻未来の免震・制振構造への期待 1

笠原一人（京都工芸繊維大学）

❼未来の免震・制振構造への期待 2

2）
「ダッチ・リノベーション」の現在
3. 討論

百野泰樹（大林組）

吉川治瑛（東京海上日動火災保険）

司会：満田衛資（京都工芸繊維大学）

4. まとめ 金箱温春（金箱構造設計事務所）

入江さやか（松本大学）
3. 討論
4. まとめ 山本雅史（竹中工務店）

古来より伝統木造技術を駆使して実現された日本の大空間建築は、
近代以後、海外から新技術が流入し伝統文化と融合することで、西欧

1990 年代に入ると、日本建築センターの高層建築物構造評定委員

諸国の近代化とは異なる独自のプロセスを経て急速に発展してきた。

会が制振部材の効果を地震時応答解析に組み込んで設計することを認

大規模で公共性の高いこれら大空間建築は、時代や地域を象徴する作

めるようになったことが制振構造普及の契機となった。同様に免震構

品が多く、数々の個性的な作品が日本の建築史を彩ってきた。

造も、1994 年ノースリッジ地震、1995 年兵庫県南部地震において

一方、重要な空間構造作品であっても、継承されることなく失わ
れた作品も数知れない。愛媛県民館や晴海の国際展示場、西条市体育

その有効性が確認され、以後急速に普及した。
今日に至るまでの 30 年で、多くの設計者、技術者が工夫をこらし、

館などの名作が既に失われ、都城市民会館が 2019 年に解体された

実際に設計、施工を重ねて技術が改良され、発展して来ており、わが

ことは記憶に新しい。香川県立体育館など、現時点で存続の瀬戸際に

国の免震・制振技術は世界をリードしていると言っても過言ではな

立たされている重要作品も多数存在する。解体に至る理由は様々であ

い。一方で、免震・制振の性能を劇的に向上させるような新しい発想

るが、公共性の高い大空間建築を保存・活用していくためには、LCC

が出にくくなっていることも事実である。地震時応答の制御という観

や低炭素化促進面での評価など、通常の構造物と比較してより多面的

点では、免震構造と制振構造の間に垣根はなく、統一的な観点から既

な検討が必要とされる。

成の概念に囚われない新しい設計の考え方が模索される時期であるか

一般的に建設当時の状態のまま長く使われ続けることは稀であり、

も知れない。

状況や社会の変化に合わせて何かしらの改修やリノベーションが施さ

本パネルディスカッションでは、免震・制振構造に関わる専門家

れる。特に用途変更を伴うコンバージョンは建物の長寿命化を図る上

同士が議論するだけでは、新しい発想が出にくくなっている状況にお

で有効な手段の一つであるが、我々は海外に比してまだ十分な知見や

いて、周辺領域へ目を向けた情報共有と、ユーザー視点からの免震・

ノウハウを持ち合わせていないようである。

制振構造への期待を汲み上げることを通して、今後推進すべき研究開

貴重な空間構造ヘリテージを保存・活用し、次世代に継承してい
くためにはどういった視点が必要なのか。本パネルディスカッション

発の方向性・将来像について議論することを目的とする。設計者、技
術者、研究者の積極的な参加を期待する。

では国内における空間構造作品の保存・改修事例に加え、国立代々木
競技場の世界遺産登録に向けた活動や海外事例を交えながら幅広く議
論する。
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防火部門―研究協議会

防火部門―パネルディスカッション

見える化により
「火災に強く、安全な建築」を
身近に

関東大震災と火災延焼動態調査
─その現代的意義と活用方策─

［資料あり］

［資料あり］

9月8日（木）13:45～17:15 第E室
司会

松山 賢（東京理科大学）

司会

副司会 城 明秀（竹中工務店）
記録

9月8日（木）9:00～12:00 第E室
梅本通孝（筑波大学）

副司会 岩見達也（国土技術政策総合研究所）

北堀 純（明野設備研究所）

記録

廣井 悠（東京大学）

1. 主旨説明 山口純一（大林組）

1. 主旨説明 加藤孝明（東京大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶火災性状の見える化

山口純一（前掲）

❷火災安全性能の見える化

田村祐介（エフディーエム）

❸火災避難の見える化と消防防災

❶当時の市街地状況
吉川 仁（都市プランナー）
❷関東大震災の延焼動態から再び学ぶ

藤井皓介（消防研究センター）

西田幸夫（ジオテクチャーフォーラム）

❹BIM・デジタル化時代の防火設計と性能合意の展望
峯岸良和（建築研究所）
3. 討論

江田敏男（建築ピボット）
❸火災延焼動態調査の都市火災研究の発展における意義

進行：大宮喜文（東京理科大学）

4. まとめ 原田和典（京都大学）

関澤 愛（東京理科大学）
❹延焼動態図が現在に至る都市防火対策にどうつながったか
吉川 仁（前掲）

煙流動や避難行動の予測技術や火災リスク評価手法の向上により、

3. 討論 「デジタル化による研究展開の可能性」

火災性状や火災安全性能の見える化が可能となった。また、それらの

コーディネーター：加藤孝明（東京大学）

情報は、火災安全設計業務だけでなく、建物の維持管理、火災予防活

討論者：糸井川栄一（筑波大学名誉教授）

動や公設消防隊の安全な活動のために活用できる可能性がある。一方、

市古太郎（東京都立大学）

設計実務では、BIM の利用が徐々に普及している。BIM モデルは、

西野智研（京都大学）

火災・避難性状予測に必要なパラメーターを入力・管理できるため、

大佛俊泰（東京工業大学）

避難安全検証等との連携、ひいては自動計算化が進むと予想される。

岩見達也（前掲）
廣井 悠（前掲）

それにより、一般の設計者やクライアントが火災安全をより身近に感
じるための環境が整いつつある。以上のことから、本研究協議会では、

4. まとめ 原田和典（京都大学）

火災に強く、安全な建築を広く普及させるためのアイデアや具体的な
方法について議論したい。

1923 年関東大震災のあと東京大学の学生たちによって行われた市
街地火災の調査結果をもとに、震災予防調査会報告第百号（戊）に「東
京市火災動態地図」としてまとめられた延焼動態地図は、その調査の
詳細さや情報の豊かさという点で現在に至るも、第一級の調査資料と
しての価値を有している。
本パネルディスカッションでは、この延焼動態調査の都市防災上
の歴史的な意義をはじめ、研究資料としての価値や内容の検証、さら
には現代の都市防災対策への活用、デジタル化による今後の研究の展
開の可能性などについて、第一線の防災研究者、専門家による討論を
行う。
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環境工学部門―研究協議会

建築計画部門―研究協議会

カーボンニュートラル実現
に向けて

地方都市の再開発が生む
空間の規模と質

─2050年まで、そして2050年以降の課題と展望

［資料あり］

［資料あり］

9月6日（火）14:30～17:15 第A室
司会

桒原浩平（室蘭工業大学）

副司会 阿部佑平（北海道立総合研究機構）
記録

─その妥当性とリアリティ

平川秀樹（北海道科学大学）

9月7日（水）14:15～17:15 第C室
司会

森

傑（北海道大学）

副司会 真境名達哉（室蘭工業大学）
記録

坪内 健（札幌市立大学）

村田さやか（北海道立総合研究機構）
1. 主旨説明・課題設定 石橋達勇（北海学園大学）
1. 主旨説明 魚住昌広（北海道科学大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶札幌市再開発の俯瞰的分析

岸 邦宏（北海道大学）

❶建築分野のカーボンニュートラルの展望

❷神戸市再開発の特徴と工夫

栗山尚子（神戸大学）

❸まちの拠点と再開発

小篠隆生（北海道大学）

田辺新一（本会会長／早稲田大学）
❷都市の CN におけるスマートコミュニティの役割と課題
村上公哉（芝浦工業大学）
❸「ゼロカーボン北海道」の実現に向けた取組
奈良華織（北海道環境生活部ゼロカーボン推進局）
❹寒冷地における環境建築の現状と今後
菊田弘輝（北海道大学）

3. 討論
モデレーター：森

傑（前掲）

パネリスト ：岸 邦宏（前掲）
・栗山尚子（前掲）
・小篠隆生（前掲）
小野田泰明（東北大学）
・小松 尚（名古屋大学）
・
鶴崎直樹（九州大学）
4. まとめ 岡本浩一（北海学園大学）

❺建築物の省エネと COVID-19 対策の両立
山本佳嗣（東京工芸大学）
❻AI を活用したエネルギーシステム
大岡龍三（東京大学）

現在、人口 190 万人を抱える札幌市では、冬季オリンピック開催
時前後の 1970 年代に整備された多くの建築物の更新期を迎え、市
街地を中心に再開発事例が散見される。そしてその中では、容積率の
最高限度の割増や事業費の補助などを組み合わせた手法などを用いて

3. 討論
コーディネーター：斉藤雅也（札幌市立大学）
4. まとめ 秋元孝之（芝浦工業大学）

民間主導による事業の誘致・推進が行われている。しかし、この容積
率ボーナスにより得られた床面積がオフィス、ホテルや高密度集合住
宅のようにレンタブル比を稼ぐかたちで集積される再開発の結果は、

2020 年、わが国は、2050 年までに、カーボンニュートラル

都市全体の魅力向上に繋がる付加価値を示しているとは言いがたいと

（CN）
・脱炭素社会の実現を目指すことを宣言した。また、2021 年

いう批判もある。また、経済合理性に重きをおいた再開発の取組みは

4 月には、2050 年 CN 実現のため、2030 年度までの目標として、

従来からの有力な手法であり、多くの大都市事例を中心に採用されて

温室効果ガスを 2013 年度比で 46 ％削減することを表明した。

いるが、中小都市や地方都市への適用は難しい場合がある。以上の批

建築環境工学分野は、施設の高性能（高断熱・高気密）化による

判や事例を考えると、良好な住まいや都市の快適な活動を促す建築計

消費エネルギーの削減や、省・創・蓄エネルギー技術（設備システ

画的視点による再開発手法や計画が期待され、人口減少や経済縮小の

ム・設備機器等）の開発や、ZEB・ZEH の実現、スマートシティ・

現実を冷静に認識しつつ、未来の市街地のアメニティの向上に資する

コミュニティに関わるエネルギー供給システムの構築など広範な分野

都市の更新のあり方を議論する必要性が想起できた。

で CN 実現に向けてコミットしている。

本研究協議会では、まず札幌市での事例の現状や取組みから従来

本研究協議会では、2050 年の CN 実現、さらに 2050 年以降の

の再開発手法の限界や問題点を整理し、次に建築計画が大きな役割を

脱炭素社会の持続について、建築環境工学分野に加え、都市・地域計

担った再開発事例や考え方の紹介を受けたい。そして大都市に限らな

画、エネルギーシステム、AI の利活用、行政・経済、など様々な関

い新たな再開発の建築計画的視点や価値の創出の可能性、事業におけ

連分野の課題と展望を報告いただき、それらを踏まえて今後、建築環

る民間、公共や計画研究者など様々な主体の関わり方などを論点とし

境工学分野の果たすべき役割について議論を行う予定である。関心の

て、研究や実務の手がかりとなる議論を行いたい。

ある会員諸氏におかれては、ふるってご参加いただきたい。
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建築計画部門―パネルディスカッション

農村計画部門―研究協議会

構法史のアクチュアリティ

世代の継承に向けて

─構法と歴史から、いまつくることを考える

［資料あり］

［資料あり］

9月8日（木）13:45～17:15 第C室
司会

松本直之（東北大学）

副司会 前島彩子（明海大学）
記録

─少人数社会のかたち

熊谷亮平（東京理科大学）

9月7日（水）9:00～12:30 第D室
司会

藤原ひとみ（有明工業高等専門学校）

副司会 遊佐敏彦（奈良県立医科大学）
記録

清水裕子（畿央大学）

1. 主旨説明 門脇耕三（明治大学）

1. 主旨説明 野村理恵（北海道大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶構法のリバース・エンジニアリング
小見山陽介（京都大学）

❶介護保険事業と地域づくり

❷発見装置としての構法および工法史
ポーンパット・シリクルラタナ（カセサート大学）
❸人口減少時代における構法と工法の実践的再考─「工業化への道」
の果てに

青木佳子（加太観光鯛使／東京大学）
❸雪かき広域交流のその後

後藤 武（後藤武建築設計事務所）

田畑昇悟（NPO テダス）
3. 討論 コメント 1：柴田 祐（熊本県立大学）

❺構法史─いまつくるための建築史

嵩 和雄（國學院大學）

青柳憲昌（立命館大学）
3. 討論 コーディネーター：門脇耕三（前掲）
清家 剛（東京大学）
4. まとめ 権藤智之（東京大学）
戦後に創始された分野である建築構法計画では、建築生産の工業
化などによって爆発的に種類を増やしつつあった当時の構法に対し
て、科学的・分析的なアプローチが試みられ、近代的なものと伝統的
なものの混淆である構法群を、開かれた技術として体系化することが
目指された。しかし最近の構法計画分野では、こうした研究ばかりで
はなく、構法に歴史的にアプローチする構法史の研究も増えつつあ
る。
その理由のひとつとして、
「戦後」が近代化以降の日本に流れた時
間の半分に及ぼうとしており、戦後に生まれた構法さえも歴史化して
きたことが挙げられよう。歴史的な経緯をたどって発展した構法は、
必ずしも合理的な進歩の帰結とは言えない側面があり、歴史的な視点
も加えた上で、構法をより立体的に把握する必要が生じている。
また、われわれが日常を過ごす戦後につくられた構築環境がそも
そも、時間を積み重ね、歴史性を深めつつある。リノベーションやコ
ンバージョンの隆盛もめざましい。建築設計をはじめとする建築的な
創作においては、構法について思案することが欠かせないが、建築的
な創作の舞台が歴史性を深めている現在の状況も、構法への歴史的な
まなざしを要請していると言える。構法史について考えることは、し
たがって創作の場面においても、きわめてアクチュアルな問題なの
だ。
本パネルディスカッションでは、構法計画にとどまらず、建築設
計や建築史の視点も盛り込みながら、いま構法史について考えること

小西信義（北海道開発技術センター）

❹『集落の教科書』にみる世代継承

渡邊大志（早稲田大学）

❹構法の翻訳論

一川大輔（みさと）

❷漁業と観光を支える地域組織

神吉紀世子（京都大学）
4. まとめ 佐久間康富（和歌山大学）
人口減少を受け止めたうえで集落や地域社会の展望をどう描くか。
他出した次世代、集落内の次世代とどう関係を結び直し、担い手を継
承していくのかが課題である。本研究協議会ではこうした世代の継承
にかかる問題から、今後のあり方を展望したい。
これまでの大会研究集会（2014・2017 年度研究協議会、2019
年度 PD）では、住み継がれる集落や少人数社会のあり方を議論して
きた。2019 年度大会では、少人数社会を主題に、人々の身体を支え
るサービスである医療・福祉、教育や、むらづくりの計画や空き家対
策といった取り組みをもとに、異なる領域を関係づけながら少ない担
い手で人々の暮らしを支えるあり方を共有することができた。本協議
会では、これらの成果を踏まえて、少人数でも持続可能な集落や地域
社会のため、世代の継承を主題としたい。
❶熊本県芦北町での介護保険事業と連携した NPO による地域課題
解決の取組み、❷和歌山市加太での漁業と観光業が協働するまちづく
り会社を中心にした暮らしの場の継承の取組み、さらには❸岩見沢市
美流渡の雪かき広域交流とその後の地域内外の関係性を参考にしなが
ら、少人数社会における地域の課題解決、担い手の継承に挑戦する取
組みを学びたい。❹『集落の教科書』は京都府南丹市から広がった移
住者向けの集落の暮らしの紹介冊子である。その制作過程では、これ
まで集落の担い手と次世代の担い手が集落のあり方を共有する機会に
もなっている。
世代の継承の観点からこれらの取組みに学んだうえで、少人数で
の集落や地域社会の展望を描きたい。

の意義について議論する。これによって、歴史的な観点を盛り込み、
より立体的に構法をとらえたとき、構法計画研究と現代の建築の創作
は、どのような可能性へと開かれるのかを考えたい。
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農村計画部門―パネルディスカッション

都市計画部門―研究協議会

地場の造形は
ふたたび見いだせるか

新たな価値を実現するための
都市・都市計画の枠組み

［資料あり］

［資料あり］

9月8日（木）9:00～12:30 第D室
司会

大沼正寛（東北工業大学）

司会

副司会 下田元毅（大手前大学）
記録

9月7日（水）13:45～17:15 第D室
野嶋慎二（福井大学）

副司会 小林剛士（山口大学）

栗原広佑（東北工業大学）

記録

松川寿也（長岡技術科学大学）

1. 主旨説明 大沼正寛（前掲）

1. 主旨説明 野澤 康（工学院大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶セトギワ建築論 2020 からの素描

❶土地利用の多様化と複合化に対応した都市計画
渡辺菊眞（高知工科大学）
魚谷繁礼（魚谷繁礼建築研究所）

❷里山の環境造形と持続性

廣瀬俊介（風土形成事務所）

❸建築をめぐる生態学的現象

藤野高志（生物建築舎）

中西正彦（横浜市立大学）
❷都市計画的な手法による都市開発の適切な誘導
田島 泰（日本工営）
❸都市計画と一体的に展開する環境・エネルギー施策
菅原歩積（札幌市役所）

3. 討論
地場を見いだす視座／地場の造形を見いだす行為

❹タクティカル・アーバニズムと都市計画をつなぐ

進行：津村泰範（長岡造形大学）
池ノ上真一（北海商科大学）
 崎寿一（神戸大学）

4. コメント 山

村山顕人（東京大学）
3. 討論
4. まとめ 阿部大輔（龍谷大学）

神吉紀世子（京都大学）
5. まとめ

下田元毅（前掲）

人口の超高齢化や減少、コロナ禍など、様々な社会情勢の変化を
受けて、今、われわれは時代の重要な転換点に立たされている。それ

建築的行為の対象であり根拠となる「地域（性）
」や「場所（性）
」
とは、あらためてどこに規定、反映できるのだろうか。
地場の造形小委員会は、ルーラルデザイン小委員会（2018-2021）

に伴って、われわれが生活・活動する都市そのもののあり方や都市計
画の枠組みの再構築が求められている。
昨年度の大会研究協議会では、これからの都市のあり方について、

の後継組織として再編された。
「地場」とは何か。まずは「地域と場所」

主にまちのマネジメントやコミュニティの再構築などのいわゆる人や

と仮定しよう。
「地場産業」といえば、地域に根ざした在来型の伝統

ソフトの視点から議論した。今年度は、これからの都市像とそれを実

的産業を指す。近代化、都市化、グローバル化に立ち後れた地方の斜

現・維持・更新していくための都市計画法制度等の都市計画の枠組み

陽産業を想起するかもしれない。だがそれは本当だろうか。地方も伝

について、4 つの論点からそれぞれ主題解説していただき、さらに議

統も内実は、極めて動態的に存続してきた。

論を進めていきたい。

建築やランドスケープデザインなど、地場の造形にかかわる仕事

第一の論点は、これからの土地利用のあり方である。土地利用の

に立ち返ろう。地域の素材や職人技術を活かしたい。山・里・海の特

純化と混在のあり方、その多様化・複合化（立体的な土地利用も含め

徴を建築意匠に反映させたい。卒業制作とて農山漁村や僻地の課題が

て）
、そしてそれらを実現するための規制・誘導方策のあり方などで

増えている。だが造形の実際は、明らかに多くの事物を移動し、加工

ある。第二の論点は、都市開発・都市更新を進めていく場面における

し、統合する農業を考えても「地場」は、確かに勤勉性を含めた概念

インセンティブのあり方、ひとつのプロジェクトで完結した個別最適

といえる。

解ではなく、地区・都市スケールの全体最適解を得るための手法など

しかしこのところ、
「地場」はかつてないほどゆらいでいる。度重

である。第三には、これまで都市計画の枠組みに組み込まれていな

なる災害やパンデミック、悲しい戦争。輝ける都市どころか、風化が

かった（別部門の計画として立案・実行されてきた）環境やエネル

激しい。それでも建築は、地場に向かい続けなければならないし、近

ギーを考慮した都市計画という論点である。そして第四には、近年、

代主義の超克と、環境負荷低減をはじめとした意義ある造形が要る。

社会実験の形で行われることが多いタクティカル・アーバニズムを、

逆に大胆な発想が要る場面もあろう。

都市計画の中でどのように位置づけ、実装していくかという論点であ

本パネルディスカッションでは主に農村計画分野を基盤にして建

る。

築設計・意匠を論じてみたい。もちろん対象は農山漁村に限定しない。

以上のような論点から、これからの時代の都市像とそれを実現す

京都にも東京にも、沖縄にも北海道にも、そこここに「地場の造形」

るための都市計画の枠組みを再構築するための議論を展開し、社会に

がある。

発信していきたい。

そこにある路傍の石を動かすか否か。まずはそれが、問題である。
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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

ウォーカブルシティに向けた
アーバンストリートの
統合デザイン

縮小時代における
空き地活用の方法論
［資料あり］

［資料あり］

9月8日（木）13:45-17:15 第D室
司会

松浦健治郎（千葉大学）

司会

副司会 長 聡子（西日本工業大学）
記録

9月5日（月）9:00～12:30 第D室
遠藤 新（工学院大学）

副司会 阿部俊彦（立命館大学）

石村壽浩（ランドブレイン）

記録

矢吹剣一（東京大学）
・蕭耕偉郎（九州大学）

1. 主旨説明 樋口 秀（新潟工科大学）

1. 主旨説明 遠藤 新（工学院大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶都市環境工学の視点から〜季節のストリートデザイン

❶時間的概念に基づく空き地活用の方法論

瀬戸口剛（北海道大学）
❷アーバンサイエンスの視点から〜ビッグデータとアーバンストリー
ト

矢吹剣一（東京大学）
❷福井市の市街化区域における空き地の分布特性と利用実態

吉村有司（東京大学）

❸交通工学の視点から〜モビリティ革命とアーバンストリート

原田陽子（福井大学）
❸豊橋市神野新田の干拓地における土地利用の長期的変容とその要因

牧村和彦（計量計画研究所）
❹環境・防災の視点から〜グリーンインフラとアーバンストリート

小野 悠（豊橋技術科学大学）
❹黒石市中町地区の歴史的市街地における近代以降の土地所有変遷

福岡孝則（東京農業大学）
❺予防医学の視点から〜健康とアーバンストリート

北原麻理奈（東京大学）
3. 討論 遠藤 新・矢吹剣一・窪田亜矢（東京大学）
・原田陽子・

花里真道（千葉大学）

小野 悠・北原麻理奈
4. まとめ 安森亮雄（千葉大学）

3. 討論
コメンテーター：内田奈芳美（埼玉大学）
4. まとめ 浅野純一郎（豊橋技術科学大学）

縮小時代において、計画時の前提が日々変化する中、現行の都市
計画制度では、空き地の位置づけが曖昧で、長期的な戦略の欠如が課

人口減少が不可避な地方都市にとって、将来にわたり持続可能で

題であるとの問題意識を前提に、空地アーバニズム戦略小委員会では、

豊かな都市生活を維持し発展させていくためには、都市内の地域レベ

空き地の時間概念を捉え直し、新たな空き地活用の方法論を検討して

ルに応じた市民生活、市民交流の「拠点」となるエリア整備が不可欠

きた。

である。地方都市拠点デザイン小委員会では、全国の拠点整備に関す
る事例調査を行い、その最適なあり方を研究してきた。
そのような中、拠点となる施設や空間が連なるメインストリート

本パネルディスカッションでは、議論の前提として放置されたよ
うに見える「空き地」に価値を見いだし、まちづくり等への資源とす
るための視点として、
「時間」および「空間」の枠組みを提示しつつ、

を歩行者中心の空間に改編することで面的な中心性を創り出そうとす

空き地の資源化のための方策や、これらの方策を構築・実践するため

る動きが地方都市でもいくつも確認された。また、with コロナ時代

の課題を明示することを問題意識として議論を深める。

の終焉が見えない中で、このような拠点をつなぐ屋外空間の利活用や

本パネルディスカッションでは、
「直線的時間」
「線分的時間」
「反

道路空間の再配分によるウォーカブルな環境整備に注目が集まってい

復的時間」
「円環的時間」などの異なる時間パラダイムで認識する空

る。

き地の価値について概念的に示し、それらの時間概念に基づく空き地

地方都市の拠点エリアにおいて、ウォーカブルな都市環境を創り

活用の方法論に関する基本的な考え方を提示する。次に、実践的な事

出していくためには、交通工学・建築・都市デザイン・環境・防災・

例研究の報告から空き地の価値や空き地の時間概念について更なる手

福祉・商業・健康など多様な視点からの計画・デザインやデータに基

がかりを見出す。最後に、一連の概念的な枠組みや事例研究を踏まえ

づく効果検証が求められる。そこで本研究懇談会では、都市環境工学、

て、複数の時間軸を横断的に検討しながら、空間的なスケールも取り

統計学、交通工学、環境・防災、予防医学の各分野で豊富な研究成果

込み、空き地の価値を見出すためのあるべき枠組みや、それを踏まえ

や現場での多様なご経験をお持ちの主題解説者から多角的な視点で

た空き地活用の方法論を提言する。

アーバンストリートの考え方を解説していただく。さらに討論では、

本パネルディスカッションは、縮小時代を迎える日本社会の普遍

これらの主題解説を踏まえて、建築とストリートを統合化するアーバ

的な存在になりつつある「空き地」について、時間概念といった独自

ンストリートのデザインのあり方について議論していきたい。

の論点を踏まえつつ、先進的な事例研究も取り込むことで実社会を基
盤に据えた議論を展開し、縮小時代における空き地研究の新たな理論
的進展を図ろうとするものである。関心のある方々におかれては、ふ
るってご参加いただきたい。
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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―研究懇談会

安心安全の建築企画

脱ベッドタウンの
地域ネットワーク

［資料あり］

［資料あり］

9月7日（水）9:15～12:30 第E室
司会

高井宏之（名城大学）

司会

副司会 野澤英希（愛知工業大学）
記録

9月5日（月）9:00～12:30 第E室

生川慶一郎（京都美術工芸大学）

柴田 建（大分大学）

副司会 高屋 宏（市浦ハウジング & プランニング）
記録

森田芳朗（東京工芸大学）

1. 主旨説明 増渕昌利（増渕昌利建築安全研究所）

1. 主旨説明 柴田 建（前掲）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶信頼により安全を安心につなぐ

❶ネスティングパーク黒川＋ hocco ─「なりわい暮らしの場」とし
所 千夏（アトリエ CK）

❷火災研究と建築企画の実際融合を目指して

ての郊外拠点デザイン

大島芳彦（ブルースタジオ）

❷ひのさと 48 ─地域の「ひっさつわざ」拠点としての団地リノベ

原田和典（京都大学）
❸人にやさしい建築をめざす：ユニバーサルデザイン
田中直人（島根大学）
❹脱炭素の建築

鈴木大隆（北海道立総合研究機構）

❺ポストコロナ時代の建築

阪田弘一（京都工芸繊維大学）

❻安全と文化のアウフヘーベン

高田光雄（京都美術工芸大学）

吉田啓介（東邦レオ）
❸たまプラーザ 3 丁目カフェ─「次世代郊外まちづくり」から集い
の場経営へ

大野 承（3 丁目カフェ）

❹北須磨団地─住宅生協による福祉の地域経営
橋田竜兵（新潟大学）
❺地域コミュニティと民間のネットワーク
堤 洋樹（前橋工科大学）

3. 討論
4. 総括と展望 齊藤広子（横浜市立大学）

3. 討論 コメンテーター：大月敏雄（東京大学）

野澤英希（愛知工業大学）

黒瀬武史（九州大学）

5. まとめ

4. まとめ 齊藤広子（横浜市立大学）
一般人が建築を思い立った時の行いを「建築企画」と広く捉える
と課題が見えてくる。いきなり発注者になったのでは、欠陥建築主に

主に高度経済成長期に全国で開発された住宅地の “ オールドタウン

なりかねない。脱炭素を重んじエアコン 1 台で夏を過ごせる住まい

化 ” が問題視されるようになって久しい。これまでにも各地で、高齢

を考えたとする。しかし、長期停電で 64 万戸余りが停電、完全復旧

者や子どもの居場所となるコミュニティカフェの運営など、多様な試

まで 19 日間かかった事例がある。窓も大きく自然換気も充実させた

みが行われてきた。

として、火災時の高齢者の逃げ遅れを防ぐために戸建て住宅の階段区

今の子育て世代にとって、休息し子育てするための寝台しかない

画が推奨する提言もあるから、net 情報の一つ一つに混乱するのでは

“ ベッドタウン ” は、あまりに退屈である。リチャード・フロリダは、

ないか。ここで、普段から建築的教養を広めておくことが重要になっ

国際的な居住地選択における都市のクリエイティビティの重要性を指

てくる。この時、
「災害」
、
「安全安心」をキーワードに火災研究、ユ

摘しているが、郊外住宅地においても、
（手で）作る・
（小さく）商う・

ニバーサルデザイン、脱炭素、ポストコロナ、安全と文化のアウフ

（好きな場所で）働く・
（親密な仲間と）創る・
（お互い様で）支える

ヘーベンを語れば、一般人や学生、建築企画の初学者の理解と共感を

等の、暮らしの場としてのネイバーフッドだからこそのクリエイティ

得ながら建築的教養を高め、建築空間の de-sign にも有効であると考

ビティが、次世代継承のカギとなる。さらにコロナ禍への対応でリ

える。

モートワークが一般化したことにより、郊外の住まいやその近傍で働

★安心安全とは何か？
「安心は 心配事がなく、精神的に落ち着いた状態が続いていること、

きながら暮らすことへの期待は一層高まっている。
そこで今後は、脱ベッドタウンの郊外型エリアマネジメントに取

安全は事故や災害などにより危険にさらされる心配がない安らかな状

り組む必要がある。その際に、入居当初から地域活動を担ってきた自

態」と一般に理解されている。そこで、
「安心安全」を一里塚に建築

治会住民のみで構成されたボランタリー組織だけでは、資本および経

計画の準備作業を行うことを「安心安全の建築企画」と定義する。

営スキルの不足により、魅力を高める実践を行うのは難しい。

★なお、建築企画には、プロジェクト企画と社会的企画（法制度

本研究懇談会では、地域の外の民間企業や大学・クリエイターと

など）があるが、本研究協議会は一つ一つの「プロジェクト建築企画」
、

地域の居住者や活動の担い手が、連携しながら運営している創造的活

つまり「不動産を造る初動段階」を中心にしている。豊かな建築空間

動の拠点の当事者等を招いている。各々の協働のプロセス、活動の拡

づくりを念頭に、専門を超えて幅広い分野の研究者と実務者が取り組

がり、新たな郊外のライフスタイルについて議論を行うことにより、

むなら、今後の発展と持続性が期待されるテーマになりうると考えら

地域内外に開かれたネットワークによる、クリエイティブ・ネイバー

れる。

フッドへの脱ベッドタウン戦略を検討したい。

2207_022-024_大会_まとめ.indd

13

2022/08/10

14:09:18

27

28

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

近現代建築の評価と活用

建築と古典主義

─新たな局面に向けて

［資料あり］

［資料あり］

9月6日（火）9:15～12:30 第E室
司会

大内田史郎（工学院大学）

副司会 亀井靖子（日本大学）
記録

藤木竜也（千葉工業大学）

9月5日（月）13:45～17:15 第E室
司会

岡北一孝（岡山県立大学）

副司会 印牧岳彦（神奈川大学）
記録

印牧岳彦（前掲）

1. 主旨説明 大宮司勝弘（大宮司建築設計事務所）

1. 主旨説明 岡北一孝（前掲）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶近現代建造物緊急重点調査事業について

❶ウィトルウィウスから大プリニウスへ

野村光広（文化庁）
❷群としての評価における課題

川本悠紀子（名古屋大学）
❷フランス・ゴシックにおける古典主義

加藤雅久（居住技術研究所）
❸70 年代～80 年代建築の連続性－非連続性

嶋﨑 礼（九州大学）
❸アルベルティ『建築論』第七書再読

倉方俊輔（大阪公立大学）
❹近現代建築のリユースの問題をめぐって

菅野裕子（横浜国立大学）
❹モダニズムと古典主義：イタリア・ファシズム期から戦後まで

平井 充（メグロ建築研究所）
❺北海道における近現代建築のリユースと課題
駒木定正（北海道職業能力開発大学校）
❻近現代建築保存・活用の人材育成
笠原一人（京都工芸繊維大学）
 所辰之助（日本大学）
3. 討論 田
・山﨑鯛介（東京工業大学）
・
津村泰範（長岡造形大学）
・主題解説者 6 名

福村任生（飯田市歴史研究所）
❺伝統と古典主義

松井健太（千葉大学）

❻分離派建築会にみる古典へのまなざし：堀口捨己・森田慶一・瀧澤
眞弓を通して

近藤康子（京都橘大学）


3. 討論 コメンテーター：加藤耕一（東京大学）
後藤 武（後藤武建築設計事務所）
4. まとめ 岡北一孝（前掲）

4. まとめ 大宮司勝弘（前掲）
美術史学者サルヴァトーレ・セッティスは、ある形式（規範・手本）
戦後建築の多くが登録有形文化財の基準とされる築 50 年に達して

が生まれ、絶頂を迎え、衰退していくサイクル、その死と再生の循環

いなかった 90 年代、その価値が見い出されないまま解体されてしま

をヨーロッパ文化史の「律動的形式」とみなした。その周期的回帰は、

うものが多い状況だった。そのような中、1999 年に開始された

西洋文化の特質であるとまでセッティスは述べた。規範の再生現象は

DOCOMOMO Japan 選定はマスターピースとしての価値が確認され

古典主義の大きな側面であるだけでなく、西洋における芸術創作の本

るだけでなく、選定を機に解体を逃れたもの、リビングヘリテージと

質とも思われる。例えば、ちょうど 100 年前の 1922 年、アドルフ・

して改修保存されたもの、後に重要文化財指定などに繋がったものが

ロースは巨大なドーリス式の円柱タワーを提案した。このドーリス式

複数存在しており、近現代建築の評価と保護に一定の貢献をしたもの

円柱は単なる装飾や引用にとどまらず、摩天楼という新しい建築形式

と考えられる。

に革新をもたらし、古典主義の凄まじい生命力を見せつけた。

しかしながら 20 年以上の活動を経て、現在はその評価基準および

一方で、古典的、あるいは古典主義という言葉は、より広い文脈

評価された建築の活用に関しての様々な課題が顕在化している。例え

で用いられることがある。規範や模範の反復という点では、日本建築

ば建物群としての評価の可能性、選定条件としている「1920～

における写しや、復元も含まれるだろう。現代の有名建築家の特徴を

1979 年竣工」などの妥当性、全国的には認識されてこなかった地方

語るときに「古典的」と評されることもある。さらに、その規範やモ

の建築やローカルアーキテクトの作品の評価、作品価値を担保したリ

デルの生成の過程、つまり古典が成立する様相を考察することもまた

ユース手法の問題とそれにかかわる人材育成などである。

古典主義を考える上で重要なトピックとなるはずである。

本研究協議会は、DOCOMOMO Japan 選定の検証を通じて、これ

そこで本パネルディスカッションでは、
「建築と古典主義」と銘打

ら近現代建築の評価と活用における諸課題を抽出整理し、検討を行う

ち、6 つのテーマから建築における古典主義の本質的な側面を議論す

ことを目的とする。

ることで、古典主義が、規範や模範の単なる形式的反復ではなく、過
去の多様な建築の理解にもとづく、創造的な再生であり、多様性に満
ちたものであることを示したい。

2207_022-024_大会_まとめ.indd

14

2022/08/10

14:09:19

29

30

海洋建築部門―研究協議会

情報システム技術部門―研究協議会

洋上風力発電への
建築の関わりとその課題

建築と情報
［資料あり］

［資料あり］

9月6日（火）13:45～17:15 第D室
司会

川上善嗣（広島工業大学）

副司会 吉田郁夫（清水建設）
記録

─これからの建築学に向けて

9月6日（火）13:45～17:15 第E室
司会

関 博紀（東京都市大学）

副司会 寒野善博（東京大学）

相田康洋（日本大学）

記録

安田 渓（京都大学）

1. 主旨説明 桜井慎一（日本大学）

1. 主旨説明 小林祐貴（大阪公立大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶わが国の洋上風力発電の取組み 居駒知樹（日本大学）

❶人工知能と建築

❷浮体式洋上風力発電の研究開発と事業化 佐藤 郁（戸田建設）

❷環境エンジニアリングと建築設計の横断

❸洋上風力発電の運用リスク－陸上風力発電の事例から－

牛久祥孝（オムロンサイニックエックス）
谷口景一朗（東京大学）

❸建築意匠と情報

平野利樹（東京大学）

❹国立・国定公園における風力発電の審査 髙橋優人（環境省）

❹建築計画と情報

本間健太郎（東京大学）

❺洋上風力発電に関する海洋建築委員会のこれからの取組み

❺建築教育と情報

山田悟史（立命館大学）

❻建築構造と情報

横須賀洋平（鹿児島大学）

金子雅彦（東京海上ディーアール）

惠藤浩朗（日本大学）
3. 討論

3. 討論 モデレーター：水谷晃啓（豊橋技術科学大学）

4. まとめ 藤田謙一（長崎総合科学大学）

4. まとめ 宗本晋作（立命館大学）

国際的な脱炭素社会への実現に向けて、再生可能エネルギーの有

情報技術の発達が建築学、建築デザインに大きな影響を与えてい

効利用に向けた取組みが加速している。わが国においては、2021 年

る。デジタルトランスフォーメーション（DX）やデジタルツイン化、

に「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が策定

Society 5.0 の推進により、都市・建築は今後より一層変化し、建築

され、2050 年には発電量の約 50～60 ％を太陽光や風などの再生可

学・情報学分野における研究が様々に進むと考えられる。本研究協議

能エネルギーに依存することを目標に掲げている。この目標の実現に

会を企画する「デザイン科学数理知能小委員会」の前身の小委員会で

向けた取組みのひとつとして、洋上風力発電によるエネルギー利用計

は 10 年ほど前より、最近では広く行われるようになった BYOD で

画が推進され、秋田県沖、千葉県沖、長崎県沖で本格化に向けたプロ

の Python を用いたプログラミング教育を実践し、教材を刊行した。

ジェクトが動き始めている。

さらに本小委員会はこれまでに、デザインに関連する情報学、認知科

風力発電施設を構成する発電風車を洋上に計画する場合において、

学の研究者、美術家、構造設計者と共にデザイン科学の役割について

洋上は広大な空間であるため大規模な風車の建設が可能であること、

議論を深めてきた。
「建築」と同じように「情報」は広い概念であり、

洋上は遮蔽物がなく上空の風を安定的に利用できること、風車の回転

これからの建築学を考える上では共に正しく深く実践的に理解するこ

による振動障害や騒音の影響は設置場所と沿岸までの距離を十分とれ

とが重要である。また、昨年には本部門と近い分野において「建築情

ばほとんどなくなることなど、陸上に風車を設置する場合と比べ制約

報学会」が設立され、他の学協会の関係と同じく相乗効果を生み出せ

が少ない。さらに、風車を浮体式とすることにより、大水深域への設

るよう、活動していくことを考えている。

置が可能となる。

このような背景を踏まえ、本研究協議会では建築情報学会理事を

わが国における洋上風力発電の計画は、当面のところ増加の一途

務め、情報学の中でも人工知能を専門とする研究者、建築環境分野の

を辿ることは間違いないであろう。風力発電施設はインフラ施設に分

実践者でもある研究者に登壇いただく。はじめに、今後 10 年程度の

類され、とくに洋上風車の計画・設計・建設に関しては、建築分野と

期間を見据えて策定された「AI アクションプラン」における情報学

の直接的なつながりが弱いように見える。しかし、洋上風車の設置計

と建築学の関わり方について、策定委員の一人であった視点からご講

画における景観評価、設計での構造安全性評価、運用での構造リスク

演いただく。さらに建築学の各分野の研究者より、広く情報との関わ

評価など建築関係者が深く関わる場面は、今後増すと考えられる。

り方について紹介する。これらの主題解説を踏まえ、討論では今後の

今回の研究協議会は、今後ニーズが増す洋上風力発電を対象に、動

建築学に向けて情報とのより良い関わり方について議論する。

向、技術、運用リスク、審査について話題提供いただき、今後建築分
野が取り組む方向性を協議する目的で企画した。協議会を通して、建
築分野が洋上風力発電の計画と設計について取り組むべき内容、およ
び陸上風力発電の事例を通して、設置に関する環境影響と運用でのリ
スクについて取り組まねばならない内容を見いだしたい。
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31

32

建築教育部門―パネルディスカッション

建築法制部門―研究協議会

近現代建築プロジェクトが
もたらしたアウトリーチと
その課題

建築ストック社会からみた
建築法制度の在り方
［資料あり］

［資料あり］

9月5日（月）13:45～17:15 第C室
司会

亀井靖子（日本大学）

司会

副司会 林 憲吾（東京大学）
記録

9月5日（月）13:45～17:15 第D室
五條 渉（建築防災協会）

副司会 春原浩樹（建築・住宅国際機構）

熊谷亮平（東京理科大学）

記録

西野加奈子（元 建築・住宅国際機構）

1. 主旨説明 田口純子（名城大学）

1. 主旨説明 建築ストック社会の課題

2. 主題解説｜第 1 部：一般へのアウトリーチの活動事例

2. 主題解説

❶北海道大学の歴史的建造物とミュージアムグッズ
❷オリガミ建築

小川富由（住宅保証機構）

❶建築市場の変貌

田村誠邦（アークブレイン）

池上重康（北海道大学）

❷定期調査検査報告制度の今後

石崎和志（建築防災協会）

高原 柚（東京大学）

❸既存不適格と法適合性管理

農端康輔（弁護士）

❸「東京建築アクセスポイント」の活動

❹ストック変更と法適合性管理（防火避難）

和田菜穂子（東京家政大学）
❹「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」の活動
髙岡伸一（近畿大学）
❺「モダン建築の京都」展と連携企画
前田尚武（京都市京セラ美術館）
   討論 モデレーター：岡村健太郎（近畿大学）
（休憩）

竹市尚広（竹中工務店）
❺ストック変更と法適合性管理（構造） 五條 渉（前掲）
❻ストック変更と法適合性管理（集団） 橘 裕子（日本 ERI）
❼所有権移転と法適合性管理

菅谷朋子（弁護士）

❽朽ちる建築への対応

日置雅晴（弁護士）

3. 討論
4. まとめ 建築ストック社会の新たな建築法 小川富由（前掲）

第 2 部：専門家教育・育成に関する国際協働の事例
❻oDOMOs 国際学生 WS

國分元太（東京理科大学）

❼テレコミュニケーションによる国際学生ワークショップの試み～香
港・東京
❽mASEANa プロジェクト

本研究協議会は、建築ストックの維持、改変が中心となった現代
社会における建築物の法適合性管理のあり方について総合的な見地か

田島則行（千葉工業大学）

ら検討を試みるものである。これまでの建築物の法適合性管理は、規

林 憲吾（前掲）

範となる基準類が建築物の存在する間適用されるという原則とは裏腹

❾葉祥栄アーカイブとシドニーにおける展覧会「葉祥栄再訪」
岩元真明（九州大学）

に、新築時の設計図の確認と検査がほとんどであった。建築物として
世に出た瞬間から製造物としての建築物の多くは所有者・管理者の責

   討論 モデレーター：岡村健太郎（前掲）

任に任され法適合性管理の枠外に置かれている。しかしながら旺盛な

3. まとめ 熊谷亮平（前掲）

都市化の時代を過ぎて、市街地が建築ストックで埋め尽くされるよう
になると、その維持管理、改変や更新、さらには除却に至るまでの長

2000 年を迎えたころから、モダニズム建築の解体が後を絶たない。
外観からはその価値が判断しづらい建物の保存・再活用に熱心なの

い期間における法適合性の確保に向き合わなければならず、既存制度
では不十分との指摘がなされるようになってきている。

は、専門家や建築に興味のあるごく一部の人に限定されているのが現

この課題については、耐震改修促進法や建築基準法の改正などを

実である。そうした中、一般市民の建築への興味や関心を高める様々

踏まえながら、建築法制部門の大きな課題と認識され 2010 年代か

な活動が生まれてきている。身近な建物を扱った子供から大人までが

ら法制度の広範な課題や防火の分野における関係規定についての研究

楽しめるグッズ開発や、専門家による解説付きの建物見学や街歩き、

が本会建築法制部門でなされてきた。その後も、建築ストック建築基

展覧会の垣根を超えた建築展などがそれである。

準法改正などが行われてきている。

第 1 部では今話題の近現代建築の普及活動を取り上げ、その成果

本研究協議会ではそれを踏まえつつ、維持管理状態での法適合性

や高評価を得ている秘訣について話題提供いただくとともに、長く続

管理のあり方、および建築物における所有権の移転、増改築等や用途

けていくための手法や今後の課題・展望について意見交換を行う。

変更での改変など何らかの変動を契機とした場合における建築基準法

第 2 部では、そうした場で活躍する専門家や教育者の育成について、昨

の単体規定および集団規定の法適合性管理のあり方について、資格制

今実施された 3 つの国際学生ワークショップにおけるオンラインとリアル

度のあり方も含めてさらに深く分析を試みたい。今後の経済社会情勢

を駆使した新しい教育への取り組みと、デジタルデータや 3D プリンタなど

から長期にわたって建築物が存続することが普遍的となる建築ストッ

の最新技術を使った海外の展覧会の事例を紹介いただく。討論では、次世

ク社会において、現行法制度が抱えることになる課題を網羅的に議論

代を担う専門家教育の共通課題や国際協働事例からみえてくる日本の役割

するとともに解決の方向性を探っていきたい。関心のある会員諸氏に

等について意見交換を行うとともに、今後進むべき方向性を明らかにする。

おかれてはふるってご参加願いたい。
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33

地球環境部門―パネルディスカッション
（1）

改めて問うサステナブル都市論
［資料あり］

34

地球環境部門―パネルディスカッション
（2）

敢えて問う、
「脱炭素社会における
日本の理想住宅を問う」
［資料あり］

9月7日（水）13:45～17:15 第E室
司会

横尾昇剛（宇都宮大学）

副司会 窪田亜矢（東京大学）
記録

窪田亜矢（前掲）

9月8日（木）13:45～17:15 第B室
司会

宮崎慎也（福岡大学）

副司会 廣谷純子（名古屋女子大学）
記録

岩本静男（神奈川大学）

1. 主旨説明 野城智也（東京大学）

1. 主旨説明 中村 勉（脱炭素社会推進会議）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶頑張らないエコロジー

❶住宅建築の理想とつくり方
手塚貴晴（手塚建築研究所・東京都市大学）

❷Ethical Cities - 倫理的都市
Brendan Barrett（大阪大学）
❸スマートシティの課題と可能性
岸井隆幸（計量計画研究所）
❹風景の、風景による、サステイナビリティ
佐々木葉（早稲田大学）
❺1990 年代以降のアーバニズム論の広がりとサステナビリティ
中島直人（東京大学）

鈴木大隆（北海道立総合研究機構）

❷自然の律動・放調と住まいの環境
宿谷昌則（東京都市大学）
❸健康住宅と断熱

伊香賀俊治（慶應義塾大学）

❹自立循環型住宅の理念と技術

辻 充孝（森林文化アカデミー）

❺温暖地域の家づくり

古川 保（古川設計室）

❻地域と住宅

篠 節子（日本建築家協会）

❼都市の木の住宅づくり

林 美樹（日本建築士会連合会）

3. 討論
コーディネーター：糸長浩司（エコロジー・アーキスケープ）
コメント：吉野 博（東北大学名誉教授）


3. 討論

コーディネーター：野城智也（前掲）

赤木拓真（東京大学）

外岡 豊（埼玉大学名誉教授）
4. まとめ 梅干野晁（放送大学）

4. まとめ 岡部明子（東京大学）
地球温暖化対策と適応のための脱炭素は住宅に求められている。た
「持続可能な開発 Sustainable Development」という概念が 1987

だ、昨今の断熱性向上だけが取り上げられているかに見える省エネ住

年に国連総会にて提唱され、35 年が経った。建築・都市において様々

宅づくりに対する疑問も提示されている。脱炭素でかつ地域の風土、

な反応があった。Richard Rodgers は、
「Cities for a small planet」

文化、コミュニティ形成に寄与し、地域の持続的社会的資産として、

1997 年において、開発単位での持続可能性を追うだけにとどまらず、

どう構築していくが問われる。敢えて問う。
「脱炭素にも対応し、地

建築・都市がサステナブルであることの意義と方法を提示した。それ

域の自然と共存した心地よい地域特有の理想住宅とは何か。
」

から四半世紀が経って、2021 年 12 月に亡くなった。

住宅建築の身体性（住宅を取り巻く土・緑・水・大気・風と生活者

私たちは、人口増加、情報技術、気候危機、自然破壊、環境汚染

の身体性）を大切にした、住宅本来の人間的価値（人間条件）を深め

が地球規模で進行する激変の中にある。感染症が爆発し蔓延している

る建築行為が必要である。一方で、人口減少、空家の増加等深刻な課

状況は二年半を超えた。地震や台風などの災害も大規模化・常態化し

題を抱え、既存の住宅ストックを適切に改修し良好に使い続け、コミュ

ている。戦争は各地で勃発し、継続している。

ニティの場としての価値を高めていくことも求められる。個々の地域

このような状況の中、地球環境委員会では 11 の小委員会と 5 つの

風土、景観、暮らし方、文化、住まい手の身体性からとらえ、地域の

ワーキンググループを常置して、多様なテーマのもとで議論を深めて

木や土を活用した地産地消の住宅づくりは、地域経済に役立ち、SDGs

きた。本研究会においては、サステナブル都市論の展開を、建築・ラ

ゴール 15 の陸地資源の保全と活用にも貢献する住宅づくりとなる。

ンドスケープ・都市という多様な分野を横断的に俯瞰し、理念から現

脱炭素および異常気象等の厳しい設計条件を見据え、寒冷地、温暖地、

場までを縦断的に理解する。そのうえで、私たちにとってのビジョン

山の多い地域、海に面した地域等で、その風土・文化性を生かし地域の

を探りたい。

素材と技術を生かし、それぞれの歴史の中で、建築と身体性を意識した

人の暮らしを根底で支える空間を提案する職能に携わる私たちは、

住宅づくり、本質住宅づくりが求められる。寒冷地域・温暖地域での課

日々の仕事を通して地球環境にどのような配慮ができるのだろうか？

題と手法、自然と対応した住宅の健康・快適性の追求、地域の森林を

どのようなサステナブル都市を構想し、どのようにそれを実現できる

保護育成し地産地消の地域の家づくりの進め方等に関して、それぞれの

のだろうか？

分野での先駆的研究と設計活動、地域づくり活動をしてきた研究者や建
築家に話題提供をしていただく。今後の住宅づくりの方向性について、
住宅を取り巻く多元的な視点と本質的な視点の両面から討議をする。
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35

36

建築と模型
［若手奨励］
特別研究委員会
―パネルディスカッション

離散的アーバニズム論
［若手奨励］
特別研究
―パネルディスカッション

建築と模型

越境するアーバニズムの
アプローチ

［資料あり］

［資料あり］

9月8日（木）9:00～12:30 第C室
司会

9月6日（火）9:00～12:30 第D室

松井健太（千葉大学）

司会

副司会 嶋﨑 礼（九州大学）
記録

山崎嵩拓（神戸芸術工科大学）

副司会 北原麻理奈（東京大学）

天内大樹（静岡文化芸術大学）

記録

大森文彦（横浜市立大学）

1. 主旨説明 嶋﨑 礼（前掲）

1. 主旨説明 中島弘貴（東京大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶「古代エジプトの建築文化における模型性について」

❶離散的な都市を理解する生態学的方法論

安岡義文（早稲田大学）
❷「初期近代ヨーロッパにおけるマイクロ・アーキテクチャーの展開
と建築模型の役割」

岡北一孝（岡山県立大学）

❸「模型が作るコミュニケーション空間」 松井健太（前掲）
❹「設計教育における模型」

原田芳樹（中央大学）
❷計算社会科学研究の可能性
浅谷公威（東京大学）
❸アーキペラーゴ・アーバニズム試論

小見山陽介（京都大学）

❺「構造デザインにおける模型づくりの意義」

山村 崇（東京都立大学）
❹セクターや分野をつなぐプラットフォームのあり方
石川由佳子・杉田真理子（for Cities）

松尾智恵（明星大学）
3. 討論
4. まとめ

3. 討論
嶋﨑 礼（前掲）

4. まとめ 酒谷粋将（関東学院大学）

一般に建築模型というと「スタディ模型」や「プレゼン模型」
、つ

アーバニズムと呼びうる小さな事業を起点とする市民主体の取組

まり完成した建物や図面と比較して副次的な価値しか持たない、設計

みが様々なエリアで活発化する一方で、気候変動をはじめとする地球

の副産物としてのイメージが強い。しかも CG やコンピューターシ

規模での課題は深刻化しており、その解決には社会全体としての移行

ミュレーションの発達した今日、模型は不要との声も聞かれる。だが

が必要である。したがって、地球全体の課題解決を身の回りの活動か

一方で、設計に加え構造実験、環境評価、教育、保存などの多様な分

らいかに実現していくかが問われていると言えるだろう。そこで、本

野において、今なお模型は重要な役割を果たしている。

研究委員会では、身近な活動を起点に、様々な取組みを複合させ、地

歴史的に見ても、模型は必ずしも「スタディ模型」や「プレゼン

球全体の持続性の向上を実現する都市更新・再生の方法論を「離散的

模型」といった設計の副産物にとどまっていたわけではなく、多義的

アーバニズム」とし、持続的な都市経営を支える計画論を探究する。

な広がりを持っていた。

ここでいう離散（離合集散）とは、物理空間だけでなく、セクターや

建築と模型［若手奨励］特別研究委員会では、時代・分野横断的

学問分野などの都市に係る様々な領域を越境しようという試みであ

な視野の広がりの中で建築模型を捉えなおすことによって、建物の縮

る。その中では、大きく 2 つの論点があると考えられる。1 つ目は、

小コピーや設計道具に限られない模型の意義を探ってきた。

実践者と研究者の協働のあり方である。市民主体を前提として、ギボ

本パネルディスカッションでは、まず古代から近代にかけての模

ンズのモードⅡ研究の重要性はますます高まっており、地域の経験的

型を、
「模型性」や「マイクロ・アーキテクチャー」といった、模型

知識と科学的知識をどのように統合するかが問われている。2 つ目は

の概念を拡張するようなキーワードとともに論じる。続いて、模型が

学問分野内でも分野横断の必要性である。気候変動やエネルギー問題

現代におけるコミュニケーションや設計教育の場で果たす役割につい

など、特定の専門性だけでは解決できない問題の存在を背景に、自然

て詳論する。また、構造の専門家の立場から、構造デザインにおける

科学と人文・社会科学の融合した総合知の創出が求められている。そ

模型の重要性を論じる。

の中では、生態学的視座や計量的視座などによって複雑系としての都

最後に討論において、模型がこれまで果たしてきた役割および今
後の可能性について議論し、模型の未来について検討する。

市を俯瞰しようとする研究が見られ、それらが実践にどのように
フィードバック可能かが議論されるべきだろう。そもそも、建築・都
市分野は多様なセクターや分野を横断する総合学である。本パネル
ディスカッションでは、研究と実践をつなぎ、分野間を横断するアプ
ローチを行う研究者・実践者をお招きし、成功談に限らず、戸惑いを
共有しながら、離散的アーバニズムを支える研究・実践のアプローチ
を議論する。
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建築物の性能を保証する数値解析技術と資格制度
に関する特別調査―研究協議会

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

建築物の性能を保証する
数値解析技術と資格制度

名建築も普通の建築も
長く活用される日常社会を
創造するために

［資料あり］

［資料なし］

9月5日（月）9:00～12:30 第C室
司会

長沼一洋（日本大学）

副司会 伊藤一秀（九州大学）
記録

張 景耀（京都大学）

9月7日（水）9:00～12:30 第C室
司会

馬場未織（建築ジャーナリスト）

副司会

藤井俊二（Built Environment Research）

記録

富田興二（都市再生機構）

1. 主旨説明 大崎 純（京都大学）

1. 主旨説明 藤井俊二（前掲）

2. 主題解説

2. 論点と討論 1：建築継承の当事者の課題と建築を社会に開く取組

❶建築物の性能を保証するための数値解析技術

コーディネーター：宮部浩幸（近畿大学）

大崎 純（前掲）

藤井俊二（前掲）

❷数値解析における精度検証とモデルの妥当性確認（V & V）

松岡恭子（福岡建築ファウンデーション）

富永禎秀（新潟工科大学）
元結正次郎（東京工業大学）
❸解析技術者の能力保証のための資格認定制度
吉村 忍（東京大学）

高岡伸一（近畿大学）
3. 論点と討論 2：建築を「日常」の中で評価する：建築史と美学の視
点から
コーディネーター：松井健太（千葉大学）

❹建築物の性能保証のための研究データ利用

大内田史郎（工学院大学）

倉田真宏（京都大学）

長谷川香（東京藝術大学）

❺設計実務で必要とされる数値解析技術と精度検証

松山聖央（武庫川女子大学）

満田衛資（京都工芸繊維大学）
3. 討論 伊藤一秀（前掲）

萬屋博喜（広島工業大学）
4. 対談：建築の価値とは？なぜ、保存するのか？

4. まとめ 磯崎 浩（日本建築センター）

馬場未織（前掲）
村松 伸（東京大学名誉教授）

超高層建物や複雑な構造物の構造設計、都市や室内の環境設計に
は、有限要素解析、数値流体解析、骨組の動的解析などのプログラム

特別調査委員会では建築のスクラップアンドビルドと保存・活用

が利用される。したがって、構造物の性能を保証できる数値解法と適

について検討を行い、2022 年 3 月に作成した報告書では、建築がで

切なプログラムの利用法の確立は社会的にも極めて重要な課題であ

きるだけ長く活用され、地域住民にとって良好な居住環境を創るため

る。

に、建築の専門家と建築学会がどのような行動をとることができるの

数値解析結果の精度を保証する方法は、一般に「精度検証と妥当

かを次の 5 つの項目にまとめた：

性確認（Verification and Validation、V & V）
」と呼ばれる。また、

①提案力をつける

V & V は「モデル V & V」と「品質 V & V」に分類され、前者はプ

②普段から建築とつながる

ログラムを開発する際の V & V である。建築の設計においては後者

③専門家にとっての建築の価値の明確化と伝える言葉

の品質 V & V が重要であり、
「目的に合ったプログラム」を「正しく

④一般の人にとっての建築の価値の理解と共創

理解できる人が正しく利用している」ことを確認する必要がある。

⑤法制度の検討

本研究協議会では、構造・環境設計で用いられる構造解析と流体

本パネルディスカッションでは「名建築も普通の建築も、運動し

解析を対象として、その精度を保証する以下のような仕組みを議論す

なくても長生きする社会」を目指すための方策について考える。建築

る。

の継承について、建築の専門家と建築の所有者、ユーザー、地域住民

・目的に合ったプログラムを用いて正しく計算していることを確
認するためのマニュアルあるいは標準手順
・解析結果の妥当性の確認と検証をするための実験とベンチマー
ク解析データの提供と利用方法
・技術者が解析プログラムの基礎理論と利用方法を正しく理解し
ていることを保証するための資格認定
品質 V & V については日本計算工学会のこれまでの検討結果、資
格認定については日本機械学会の制度を参考にし、数値解析結果の信

が同じ価値観を共有できる視点が必要であり、それらの関係者の間で
共有しうる視点として「日常」というキーワードがあるのではないか
という仮説をおいて議論を展開する。所有者、ユーザー、地域住民の
「日常」のなかで建築を継承することの課題はなにか、建築が評価さ
れていくためには何が必要なのか？そのとき建築の専門家は何ができ
るのか？文化財も市井の建築もフラットに議論してみることで「日常」
のなかで所有者、ユーザー、地域住民にとって建築がどのように価値
あるものとなっていくのかを考えたい。

頼性を確保するための建築学会の役割を議論する。
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建築SDGs宣言推進特別調査委員会―研究協議会

建築学会SDGsアクション
［資料あり］

地球環境部門＋原発長期災害対応特別研究委員会
―パネルディスカッション

原発激甚災害100年を見据えた
長期的対応に必要なことは何か
［資料あり］

9月6日（火）9:00～12:30 第B室
司会

川久保俊（法政大学）

司会

副司会 平田京子（日本女子大学）
記録

9月8日（木）9:00～12:30 第B室
糸長浩司（エコロジー・アーキスケープ）

副司会 窪田亜矢（東京大学）

大塚彩美（東京家政大学）

記録

井本佐保里（日本大学）

1. 主旨説明 伊香賀俊治（慶應義塾大学）

1. 主旨説明 野城智也（東京大学）

2. 主題解説

2. 主題解説

❶テーマ a. 科学技術での貢献

清家 剛（東京大学）

❷テーマ b. 健全な環境づくり

秋元孝之（芝浦工業大学）

❸テーマ c. 良好な社会ストックの維持活用

❶原発事故放射能汚染の長期化、廃炉と復興の矛盾と葛藤
糸長浩司（前掲）
❷原発災害・長期放射能汚染を見据えた被災者コミュニティづくり

窪田亜矢（東京大学）
❹テーマ d. 気候危機・地震等災害対応と脱炭素社会

窪田亜矢（前掲）
❸被災地自治体のまちづくり・むらづくりの長期展望

磯部孝行（武蔵野大学）
❺テーマ e. 生態系の保全と適正利用

上村真仁（筑紫女学園大学）

川﨑興太（福島大学）
❹福島復興 10 年総括と再生ビジョン

❻テーマ f. 衣食住の保障と平和で平等な社会づくり
寺田 宏（東畑建築事務所）
❼テーマ g. 建築とまちづくり教育

平田京子（前掲）

❽札幌市の SDGs アクション

佐竹輝洋（札幌市役所）

鈴木浩（福島大学）
❺1F 等原子炉施設の地質・地下水対策
柴崎直明（福島大学）
❻1F 等施設の長期的安全性対策について
瀧口克己（東京工業大学名誉教授）

3. 討論
4. まとめ 外岡 豊（埼玉大学名誉教授）

3. 討論
コーディネーター：糸長浩司（前携）
・窪田亜矢（前掲）

国連で「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が全会一致
で採択されてから 7 年が過ぎようとしている。SDGs の目標達成年の

コメント：吉野 博（東北大学名誉教授）
・中村 勉（ものづくり大学）
4. まとめ 外岡 豊（埼玉大学名誉教授）

2030 年まで残り 10 年を切っており、SDGs を認知して理解を深め
るフェーズから行動に移して成果を創出するフェーズへ移行する必要
がある。

原発長期災害対応特別研究委員会は 2022 年度から開始する。そ
の前身は地球環境委員会 - 放射能汚染被害長期検討 WG で、2021 年

こうした状況に鑑みて、日本建築学会では 2019 年に「SDGs 対応
タスクフォース」を、2020 年に「SDGs 対応推進特別調査委員会」
を立ち上げて本会における具体的な行動方針の検討を行った。最終的

3 月の本会震災 10 年シンポジウムで提言案と中間報告を提示した
（https://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2021/EQ7-4-1.pdf）
。
2021 年度は公開勉強会を開催した。第 1 回「原子力建築の耐震

にその成果を取りまとめて 2020 年度末に「日本建築学会 SDGs 宣言」

性・安全性について」
（瀧口克己）
、第 2 回「福島原発災害と復興 10

として発信した。

年の課題と今後の再生ビジョン」
（鈴木浩）
、第 3 回「廃炉と復興の

「日本建築学会 SDGs 宣言」の中で、行動方針として 7 つのテーマ

葛藤」
（大崎要一郎（NHK 福島放送局デスク）
）
、第 4 回ミニシンポ「原

「a. 科学技術での貢献」
「b. 健全な環境づくり」
「c. 良好な社会ストッ

発激甚事故 11 年、リスクを抱えた復興の葛藤と矛盾－ WG2 年間の

クの維持活用」
「d. 気候危機・地震等災害対応と脱炭素社会」
「e. 生

活動成果と今後の活動に向けて－」
：①主旨説明と汚染継続と復興の

態系の保全と適正利用」
「f. 衣食住の保障と平和で平等な社会づくり」

矛盾（糸長浩司）
、②初期被ばくとふるさと喪失裁判（菅野哲（飯舘

「g. 建築とまちづくり教育」を提示しており、2021 年度に入ってか

村民）
）
、③避難 12 市町村長が語る復興の過去と未来」
（川崎興太）
、

らこの 7 つのテーマに沿ってワーキンググループを設置して、本格

④復興事業の矛盾（和田央子（放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡

的な議論を開始している。

会）
、⑤事故原発廃炉過程への危惧（新井雄治（2011 年当時東京消

本研究協議会では、この 7 つのワーキンググループでの検討状況

防庁総監）
）
。本パネルディスカッションでは、2 年間の活動成果の発

や一年間にわたる具体的なアクションを会員と共有し、テーマ間の連

表と同時に、福島第一原子力発電所（1F）の汚染水の海洋放水の地

携や他の関連団体等との協働に向けた課題や展望について討論する。

質学的要因、原発立地の歴史的課題も検討する。放射能汚染の長期化、

また、大会ホスト都市で、SDGs 未来都市でもある札幌市における

「事故廃炉法」もなく先の見えない廃炉工程の課題（原子炉施設の安

SDGs アクションについて、札幌市役所のご担当者から情報提供いた

全性・耐震性等）
、復興事業と帰還促進政策の同時進行の課題につい

だく。

て、多面的な角度から討議する。
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災害部門―緊急報告会

令和 4（2022）
年 3 月16日
福島県沖の地震
─災害調査報告会

［資料なし］

9月8日（木）9:00～11:30 第20室
司会

堀 則男（東北工業大学）

副司会 三辻和弥（山形大学）
記録

柴山明寛（東北大学）

1. 主旨説明 佐藤 健（東北大学）
2. 主題解説
❶地震・地震動

汐満将史（山形大学）

❷建築物の被害

浅里和茂（日本大学）

❸建築設備の被害調査

小林 光（東北大学）

❹生活関連の被害

小地沢将之（宮城大学）

❺歴史的建造物の被害

中村琢巳（東北工業大学）
長田城治（郡山女子大学）

❻指定発言

源栄正人（東北大学名誉教授）

3. 討論（質疑応答）
4. まとめ 佐藤 健（前掲）
令和 4（2022）年 3 月 16 日 23 時 36 分頃、福島県沖（牡鹿半
島の南南東 60km 付近）深さ 57km を震源とする気象庁マグニチュー
ド 7.4 の地震が発生した。宮城県の登米市、蔵王町、福島県の国見町、
相馬市、南相馬市などで最大震度 6 強を観測し、この地震により、
死者 3 人、負傷者 241 人、住家全壊 64 棟、半壊 582 棟、一部破損
9,768 棟などの被害が発生した（2022 年 4 月 7 日 11 時 00 分現在、
総務省消防庁による）
。
この地震発生を受けて、災害委員会と東北支部災害調査連絡会が
連携し、東北支部内に調査ワーキンググループを立ち上げることに
なった。そこで、本緊急報告会では、各調査ワーキンググループによ
る調査結果を報告するとともに、源栄正人東北大学名誉教授による指
定発言を交えて、地震動と被害に関する議論を深めたいと考えてい
る。
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