
第２回　景観・デザイン研究発表会　プログラム
初　日 2006年12月8日（金）

シンポジウム

15:30 シンポジウム 【70周年記念講堂】

シンポジウム
「美しい国の公共事業とは」

パネリスト 谷口　博昭 国土交通省　技監
石井　弓夫 建設コンサルタンツ協会　会長
髙橋　賢一 特定非営利活動法人小野川と佐原の町並みを考える会　理事長
篠原　　修 景観・デザイン委員会　委員長　政策研究大学院大学　教授

司　会 佐々木　葉 景観・デザイン研究編集小委員会　委員長　早稲田大学　教授
17:00

移動
17:30 オープニングパーティー 【百年記念館４Ｆレストラン角笛】

19:30

ポスター発表 掲示期間と場所 12月8日：シンポジウム会場ホワイエ　15:00～17：30
12月9日・10日：ポスター会場（２Ｆメディアホール）　12月9日（土）10:00～12月10日（日）14:00

コアタイム： 12月9日（土）15:00～16:00 ※ポスター発表コアタイムには、ポスターの著者が質疑に応じます。それ以外の時間もご自由にご覧下さい。

12/9 ポスター発表 【2F メディアホール】（12/8日はシンポジウム会場ホワイエ）
15:00 A部門 大阪港夢洲トンネル咲洲側アプローチ部(Ｓ８工区）築造工事　仮囲いアートプロジェクト～夢咲く未来に向けて～  A部門 福教大附属福岡小学校における児童参加の広場デザイン

川口　将武 大阪産業大学 柴田　久 福岡大学工学部社会デザイン工学科
神庭　慎次 上月　建太朗 山田　徹 米倉　英昭 榊原　和彦 石橋　知也 松尾　健史

D部門 日本大学理工学部社会交通工学科におけるデザイン製図教育の応用  -中部地方整備局における景観設計基礎研修- A部門 新しい東海道の風景を創る｢第２東名高速道路　富士川橋｣
江守　央 日本大学理工学部社会交通工学科 青木　圭一 中日本高速道路株式会社　横浜支社　富士工事事務所
伊澤　岬 萩原　直樹 渡辺　典男 関　文夫 大野　美代子

A部門 橋詰広場のデザイン特性と利用特性  ～東京都心部を例として～ D部門 道路の前方景観が運転者のカーブ認知に与える影響に関する研究
添田　信行 早稲田大学社会環境工学科景観デザイン研究室学部4年 萩原　亨 北海道大学大学院工学研究科

コ A部門 飯田町アイガーデンエア　-緑・水・歴史を活かした地域と一体のまちづくり- B部門 朝潮運河まちづくり計画
平賀　達也 株式会社　日建設計　ランドスケープ設計室 齋藤　潮 NPO法人水と緑と光に輝く中央区研究会
西村　浩 今井　今朝良 石田　有三 杉原　香 木下　智康 坂東　英吉

ア A部門 千貫樋水郷公園における歴史性を活かしたデザイン提案 D部門 流域景観におけるミドルランドスケープの同定法について
宍戸　勇気 埼玉大学大学院理工学研究科環境システム工学系専攻 中村　直史 九州産業大学大学院　景観研究センター
阿藤　理恵 長岡　宏樹 宮河　大真 山下　三平

タ A部門 太田川水辺空間＜河原地区、羽衣地区＞ A部門 明治大学野球施設の設計と各種試験
小野寺　康 小野寺康都市設計事務所 関　文夫 大成建設株式会社

村上　　徹 米田　豊治 岩下　拓生
イ A部門 新豊橋の景観・デザイン A部門 ＪＲ恵比寿駅西口噴水広場の景観設計

高楊　裕幸 大日本コンサルタント株式会社 鈴木　圭 （株）アバンアソシエイツ
田村　幸久 池田　大樹 櫻田　武

ム D部門 江戸川の風景の特質と変遷に関する研究 D部門 都市内高速道路再生プロジェクトの比較
長屋　静子 環境と川研究所 平山　隆太郎 早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻景観・デザイン研究室
平田　恵理 加藤　拓磨 山田　正 島谷　幸宏 佐々木　哲也 吉本　泰規 松崎　直紀

A部門 架設方法が機能美と構造美に与える影響　-青雲橋の事例- Ａ部門 街路の景観設計ー本小路通り線について
春日　昭夫 三井住友建設株式会社 榊原　和彦 大阪産業大学
吉田　米一 志水　勇起弘 桑野　昌晴 水谷　智充 南雲　勝志 羽田  克広

D部門 土砂災害に対する文化遺産と自然景観を守る新しい技術 Ａ部門 アキバ・ブリッジのデザイン
岩佐　直人 日鐵建材工業株式会社 木暮　雄一 鹿島建設土木設計本部設計技術部

12/9 Nghiem Minh Quang Dang Quoc Dung 池田　武穂 岡本　裕昭 中村　泰広 佐藤　克久 楠本　正幸 弥中 敏和
16:00



二日目 2006年12月9日（土）
口頭発表

9:00 オープニングセッション 【講演会場（W933教室）】
主催者挨拶 篠原　修 土木学会景観・デザイン委員会委員長　政策研究大学院大学
基調講演 　「日本景色史研究事始め」 樋口　忠彦 京都大学教授

9:50
休憩

10:00 セッションA1 風土の形成 【発表会場Ａ（W934教室）】 セッションB1 景観評価 【発表会場Ｂ（W935教室）】
司会 堀　繁 東京大学大学院 司会 榊原　和彦 大阪産業大学

コメンテータ 上島　顕司 国土交通省国土技術政策総合研究所 コメンテータ 青木　俊明 東北工業大学
D部門 美瑛の丘の風景の成立メカニズムに関する考察 D部門 景観整備事業に関する複合的事後評価手法の研究　～津和野川をケーススタディーに～

久保田　幸依 東京大学大学院 後藤　祐樹 東京大学大学院
中井　祐 篠原　修

D部門 「風土」への接触が「地域感情」に及ぼす影響に関する研究 D部門 利用者のコメントに基づく景観整備効果の分析
鈴木　春菜 東京工業大学大学院 福井　恒明 国土交通省国土技術政策総合研究所
藤井　聡 安藤　義宗 兼子　和彦

Ｄ部門 地域の素材色の景観的価値獲得プロセスに関する考察　～石州瓦を例に～ D部門 定量的景観分析のための工学的眼球モデル
山下　雅士 東京大学大学院 明嵐　政司 （独）土木研究所
中井　祐

D部門 風土的景観への居住者の認識に関する比較地域研究　～徳島県大里地区と奈良県学園前地区を事例にD部門 居住地域における光環境の景観評価　～ホタルを指標としたGISによる解析～
片岡　由香 徳島大学大学院 布川　茂樹 大阪工業大学大学院

12:00 三宅　正弘 田中　一成 吉川　眞

昼休み
13:00 セッションA2 道づくり 【発表会場Ａ（W934教室）】 セッションB2 景観整備制度・手法１【発表会場Ｂ（W935教室）】

司会 佐藤　馨一 北海道大学大学院 司会 田村　幸久 大日本コンサルタント
コメンテータ 樋口　明彦 九州大学 コメンテータ 高尾　忠志 九州大学

D部門 セルフビルドによる道づくり D部門 景観整備事業ビジネスモデルの提案
佐々木　哲也 早稲田大学大学院 石井　信行 山梨大学大学院
佐々木　葉 野澤　知美

Ｂ部門 松山都市圏における景観形成の事例報告 D部門 「景観保全」問題に関する進化論的検討：利他的行動の創発に関する理論的分析
中埜　智親 （株）オリエンタルコンサツタンツ 羽鳥　剛史 東京工業大学大学院
真田　純子 住永　哲史 藤井　聡

Ｂ部門 新駅設置事業における景観・デザイン検討プロセスについて Ｂ部門 河川整備における基礎資料の作成に関する一提案
木下　貴史 ＪＲ西日本コンサルタンツ（株） 増山　晃太 熊本大学大学院
中川　秀晴 鶴丸　悠一 星野　裕司 小林　一郎

Ｂ部門 国道4号本宮拡幅事業（大玉地区）における道路景観形成のための連携 Ｃ部門 「間にある都市」の景観デザインへ
本郷　真毅 （株）ドーコン 佐々木　葉 早稲田大学大学院

15:00 堀　繁
ポスター発表コアタイム 【2F メディアホール】

※ポスター発表は第一日目参照

16:00 セッションA3 景観の構造とデザイン【発表会場Ａ（W934教室）】 セッションB3 景観整備制度・手法２【発表会場Ｂ（W935教室）】
司会 北村　眞一 山梨大学 司会 昌子　住江 関東学院大学

コメンテータ 笹谷　康之 立命館大学 コメンテータ 柴田　久 福岡大学
D部門 都市における緑環境の分析 Ｂ部門 県境をつなぐ木曽川景観　～木曽川景観協議会の取り組み～

前田　憲治 大阪工業大学大学院 服部　隆 各務原市都市建設部
吉川　眞 田中　一成 西田　誠治

Ｂ部門 ランドスケープ計画としてのキャンパス造成プラン　～沖縄科学技術大学院大学造成基本設計～ Ｂ部門 景観法に基づく景観計画の策定プロセスに関する研究
萩野　一彦 千葉大学大学院 加瀬　靖子 日本大学大学院
菊谷　隆 北村　史高 小高　正智 阿部　賢一 横内　憲久 岡田　智秀

D部門 清水・八坂・下河原・円山における隠れ場と眺望に関する研究 D部門 景観アセスメント試行対象事業における景観整備方針の分析
出村　嘉史 京都大学大学院 山田　圭二郎 オリエンタルコンサルタンツ
馬場　宣雄 川崎　雅史 樋口　忠彦 工藤　誠 福井　恒明 小栗　ひとみ 香田　晃宏

Ｃ部門 地形に読む都市・境内・キャンパス　～分析方法と設計への応用～
伊澤　岬 日本大学

18:00 江守　央
移動

18:15 懇親会 【大岡山新食堂】

20:15



三日目 2006年12月10日（日）
口頭発表

9:00 セッションA4 街路景観１（歩行者）【発表会場Ａ（W934教室）】 セッションB4 水辺のデザイン１ 【発表会場Ｂ（W935教室）】
司会 小柳　武和 茨城大学 司会 島谷　幸宏 九州大学

コメンテータ 小野　良平 東京大学大学院 コメンテータ 山下　三平 九州産業大学
D部門 駅空間における群集流動の解析　～景観操作による行動制御シミュレーション～ Ｂ部門 大日堂周辺の景観アセスメントシステム試行事業について

中野　隆史 大阪工業大学大学院 小峰　正 国土交通省関東地方整備局
田中　一成 吉川　眞

D部門 格子状街路における歩行者の空間構造認識に関する研究 D部門 水辺の景観認識の変遷に関する研究　～岐阜県長良川を対象として～
八木　英訓 インクリメントＰ（株） 田中　尚人 熊本大学大学院
深堀　清隆 窪田　陽一 二村　春香 秋山　孝正

D部門 近代街路におけるプロムナードの成立と展開に関する研究 Ｂ部門 白川「緑の区間」における景観デザイン方針の策定プロセスについて
濱元　優 東京大学大学院 小林　一郎 熊本大学大学院

10:30 篠原　修 星野　裕司 中島　幸香 松尾　賢太郎
休憩

10:45 セッションA5 街路景観２（商店街）【発表会場Ａ（W934教室）】 セッションB5 水辺のデザイン２ 【発表会場Ｂ（W935教室）】
司会 窪田　陽一 埼玉大学大学院 司会 伊藤　登 （株）プランニングネットワーク

コメンテータ 岡田　昌彰 近畿大学 コメンテータ 大野　博之 長崎大学
Ｄ部門 商店街自動車抑制施策についての合意形成を意図とした商店主と歩行者の意識分析 D部門 佐賀平野における地域住民のクリーク景観のとらえ方に関する研究

香川　太郎 東京工業大学大学院 林　博徳 （株）建設技術研究所
谷口　綾子 藤井　聡 樋口　明彦 高尾　忠志

Ｄ部門 グレイン論に基づく街路の下町イメージに関する研究 D部門 空間データを活用した河川と都市の景観分析
田中　秀岳 東京大学大学院 中山　稔也 （社）近畿建設協会
福井　恒明 篠原　修 吉川　眞 田中　一成

D部門 街のイメージと記憶構造の関係　～反応時間の観点から～ D部門 河川周辺における歩行シークエンス体験記述モデルの提案
篠田　健 東北大学大学院 中島　幸香 熊本大学大学院

12:15 平野　勝也 星野　裕司 小林　一郎

昼休み

13:30 セッションA6 街路景観３（街路空間）【発表会場Ａ（W934教室）】 セッションB6 水辺のデザイン３ 【発表会場Ｂ（W935教室）】
司会 土橋　正彦 大阪産業大学 司会 松浦　茂樹 東洋大学

コメンテータ 布施　孝志 東京大学大学院 コメンテータ 重山　陽一郎 高知工科大学
D部門 メディアによる時間・空間感覚の変化に関する研究 Ａ部門 津松阪港海岸贄﨑地区における海岸護岸の景観デザインに関する一連の取り組み

関野　らん 東京大学大学院 沖田　寛 （株）エコー
篠原　修 佐々木　葉

Ｄ部門 街路空間構成からみたランドマークポテンシャルの評価 A部門 石井樋大井手堰の土木造形
今井　浩司 経済産業省資源エネルギー庁 逢澤　正行 日本工営（株）
深堀　清隆 窪田　陽一

Ｄ部門 街頭犯罪発生地点の環境分析 Ａ部門 嘉瀬川・石井樋地区における歴史的水システムの再生設計
森口　幸信 大阪工業大学大学院 吉村　伸一 （株）吉村伸一流域計画室

15:00 吉川　眞 田中　一成
休憩

15:15 セッションA7 街路景観４（景観構成要素） セッションB7 歴史を振り返る 【発表会場Ｂ（W935教室）】
司会 安藤　昭 岩手大学 司会 佐々木　葉 早稲田大学

コメンテータ 川崎　寧史 金沢工業大学 【発表会場Ａ（W934教室）】 コメンテータ 天野　光一 日本大学
Ｄ部門 電線・電柱による錯綜感に関する研究 Ｄ部門 空間情報技術の活用による歴史的景観の復元

小山　暁 早稲田大学大学院 近藤　大地 大阪府立西野田工科高等学校
窪田　陽一 深堀　清隆 椎貝　英仁 吉川　眞 田中　一成

D部門 街路景観の色彩環境分析 Ｄ部門 姫路モノレール廃線の現況と活用に関する研究
山村　剛 大阪工業大学大学院 林　顕太郎 近畿大学大学院
吉川　眞 田中　一成 岡田　昌彰

C部門 屋外広告物に着目した街路景観の分析 Ｃ部門 景観工学の誕生と鈴木忠義・草稿
清水　智弘 大阪工業大学大学院 篠原　修 政策研究大学院大学

16:45 吉川　眞 田中　一成
休憩

16:50 クロージングセッション 【講演会場（W933教室）】
閉会にあたって 佐々木　葉

17:00
発表部門　Ａ部門：デザイン作品部門　 Ｂ部門：計画・マネジメント部門　 Ｃ部門：論説・評論部門　 Ｄ部門：調査・研究部門

景観・デザイン研究編集小委員会委員長　早稲田大学教授


