
第四回　景観・デザイン研究発表会　プログラム
口頭発表

第二日目 2008年12月13日（土） 会場：工学部２号館1F212号室（セッションA）／211号室（セッションB）
9:00 オープニングセッション 【熊本大学百周年記念館】

主催者挨拶 田村　幸久 土木学会景観・デザイン委員会委員長 10分
基調講演 　「風景の奥へ」 篠原　修 政策研究大学院大学教授、東京大学名誉教授 40分

9:50
休憩

10:00 セッションA１ 景観施策・評価 セッションB1 眺望景観
司会 小林一郎 熊本大学 司会 松崎　喬 大日本コンサルタント

コメンテータ 岡田智秀 日本大学 コメンテータ 二井昭佳 国士舘大学
Ｄ部門 公共事業の景観向上効果に関する考察 Ｄ部門 高所からの眺望景の特徴に関する基礎的研究

溝口宏樹 国土交通省大臣官房技術調査課 加藤雪子 （株）プランニングネットワーク
福井恒明 角真規子 太田啓介 天野光一

Ｄ部門 「文化的景観」の成立過程と成果・課題に関する考察 Ｄ部門 敷地周囲の地形を利用した眺望景観の構成手法：京都の庭園を対象として
岡田哲也 中央復建コンサルタンツ株式会社 山口敬太 京都大学大学院
篠原修 土屋峻 川﨑雅史

Ｄ部門 アンサンブル学習法による河川満足度調査データの評価 Ｄ部門 古都・奈良における山容景観の変遷と対比
下川敏雄 山梨大学大学院医学工学総合研究部 石橋一真 大阪工業大学大学院工学研究科都市デザイン工学専攻
武藤由香里 御園生拓 北村眞一 吉川眞 田中一成

Ｄ部門 政策形成ツールを活用した景観評価制度の分析とその可能性
山田圭二郎 （株）オリエンタルコンサルタンツ社会環境事業部

12:00 藤倉英世
昼休み

13:00 セッションA2 デザイン思想・手法 セッションB2 景観分析
司会 窪田陽一 埼玉大学 司会 北村眞一 山梨大学

コメンテータ 岡田昌彰 近畿大学 コメンテータ 高尾忠志 九州大学
Ａ部門 AESTHETIC DESIGN OF LONG ARCH BRIDGE Ｄ部門 空間情報技術による姫路城の景観分析

鈴木圭 財団法人日本建設情報総合センター 織野祥徳 大阪工業大学大学院工学研究科都市デザイン工学専攻
吉川眞 田中一成

Ｄ部門 現代橋梁のデザインにおけるコンセプトの位置づけと展開 Ｄ部門 地区の街路ネットワーク特性と河川認識の差異
松井哲平 早稲田大学大学院 國枝真季 東北大学大学院情報科学研究科
佐々木葉 平野勝也

Ｄ部門 地域づくりを射程とした景観アセスメントシステム試論 Ｄ部門 風景と場所の識別に関わる認識と都市空間構造との関係性
藤倉英世 髙野裕作 早稲田大学大学院
山田圭二郎 佐々木葉

Ｄ部門 景観デザイン規範事例集の作成 Ｄ部門 都市景観における連続性 ～GISを用いた景観構成要素の抽出に関する研究～
小栗ひとみ 国土交通省国土技術政策総合研究所 舛野拓也 大阪工業大学大学院工学研究科都市デザイン工学専攻

15:00 福井恒明 松江正彦 上島顕司 田中一成 吉川眞
15:00 ポスター発表コアタイム 【工学部２号館１階ロビー】

ポスター発表は別紙参照のこと
16:00
16:00 セッションA３ デザインの実践 セッションB3 街路景観

司会 佐々木葉 早稲田大学 司会 重山陽一郎 高知工科大学
コメンテータ 関　文夫 大成建設 コメンテータ 羽藤英二 東京大学

Ｂ部門 利用者の「くつろぎ休憩」という視点に立った高速道路休憩施設の園地整備のあり方 Ｄ部門 住居内部における住民の生活様態と路地空間との関係
野口佳枝 西日本高速道路（株）関西支社建設事業部施設建設Ｇ 大橋良乃介 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻
桑野辰廣 安元信廣 堀繁 中井祐 永山悟

　Ａ部門 ランドプランニング技法を貫いた丘陵地開発 -湘南国際村の計画・設計- Ｄ部門 店舗の記憶内容と手がかり的要素の関係
萩野一彦 （株）オオバ 藤原茂晴 東北大学大学院情報科学研究科

平野勝也
　Ａ部門 地域デザインにおける現場主義的手法の実践 ̶道後温泉本館周辺広場̶ Ｄ部門 歴史的街路の印象を演出する緑の導入手法に関する研究

小野寺康 （有）小野寺康都市設計事務所 福井恒明 東京大学都市持続再生研究センター
松江正彦 内藤充彦

　Ａ部門 コロンビア・メディジン市におけるベレン公園図書館の建設 Ｄ部門 枚方宿における歴史的街並みの変遷
川添善行 東京大学 塩田定俊 大阪工業大学大学院工学研究科都市デザイン工学専攻

18:00 内藤廣 中井祐 吉川眞 田中一成
移動

18:15 懇親会 学生会館１階食堂

20:15



第三日目 2008年12月14日（日） 会場：工学部２号館1F212号室（セッションA）／211号室（セッションB）
8:00 セッションA4 景観の計画 セッションB4 伝統的景観１

司会 小出和郎 都市環境研究所 司会 上島顕司 国土技術政策総合研究所
コメンテータ 坂井文 北海道大学 コメンテータ 阿部貴弘 パシフィックコンサルタンツ

Ｂ部門 由布市湯布院町湯の坪街道周辺地区景観計画・景観協定・紳士協定の策定 Ｄ部門 文章表現に着目した遍路空間の景域構造分析
高尾忠志 九州大学大学院工学研究院 羽藤英二 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻

長和剛平 亀田真宏
Ｄ部門 神奈川県下における景観法成立以前以後の景観計画の比較 Ｄ部門 嵐山・嵯峨野に見る竹林景観の分析

梅村真嗣 日本大学大学院理工学研究科社会交通工学専攻 仙波拓也 大阪工業大学大学院工学研究科都市デザイン工学専攻
天野光一 横山公一 吉川眞 田中一成

Ｄ部門 Ｄ部門 森林内の視線透過による参詣道の景観評価
山田圭二郎 （株）オリエンタルコンサルタンツ社会環境事業部 伊藤裕司 大阪工業大学大学院工学研究科都市デザイン工学専攻
藤倉英世 田中一成 吉川眞

Ｂ部門 住民参加による道路整備基本計画の策定 ～湯檜曽宿リフレッシュ事業におけるとりくみ～ Ｄ部門 上賀茂社家町の社家の住まいにおける池の機能と敷地配置
宮下真紀子 八千代エンジニヤリング株式会社 林倫子 京都大学大学院工学研究科

10:00 林孝弥 出村嘉史 川﨑雅史
休憩

10:10 セッションA5 環境と人間 セッションB5 伝統的景観２
司会 樋口明彦 九州大学 司会 岡田一天 プランニングネットワーク

コメンテータ 吉村晶子 防災科学技術研究所 コメンテータ 井上典子 文化庁
Ｄ部門 活動の共起性に着目した景観要素のアフォーダンスの考察 Ｄ部門 鎌倉の谷戸風景に対する価値認識の変化とその要因

濱上洋平 愛媛大学大学院理工学研究科 大薮善久 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻
羽藤英二 川口淳 中井祐

Ｄ部門 外部空間における音環境と滞留行動の関係 Ｃ部門 景観と歴史-記憶の表象としての空間
嶋田圭佑 大阪工業大学大学院 小野芳朗 岡山大学大学院
田中一成 吉川眞

Ｄ部門 近隣商店街における人間関係とその地縁性に関する調査 Ｄ部門 都市オープンスペースの立地と利用形成 -江戸火除地を対象として-
山田麻里 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 田附遼 東京工業大学大学院社会理工学研究科社会工学専攻

11:40 中井祐 西成典久 齋藤潮

昼休み

12:30 セッションA6 地域特性と地域づくり セッションB6 都市の形成と変遷
司会 島谷幸宏 九州大学 司会 齋藤潮 東京工業大学

コメンテータ 松田泰明 独立行政法人土木研究所寒地土木研究所 コメンテータ 出村嘉史 京都大学
Ｂ部門 熊本駅周辺整備における都市デザインの戦略と展開に関する研究 Ｄ部門 近代東京における花街の成立

増山晃太 熊本大学大学院 西村亮彦 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻景観研究室
山本良太 星野裕司 小林一郎 内藤廣 中井祐

Ｂ部門 Ｄ部門 地方都市における水系基盤の調査とその都市史的考察 ̶防府　乙井手水路を例に̶

辻喜彦 宮崎大学農学工学総合研究科博士後期過程 坂口源 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻景観研究室
吉武哲信 出口近士 中井祐

Ｄ部門 地域の特性が学生の大学選定に与える影響度と生活満足度に関する研究 Ｄ部門 道頓堀界隈の過去と現在
石井信行 山梨大学 福田明文 大阪工業大学大学院工学研究科都市デザイン工学専攻
岡本晃 剣持裕次 吉川眞 田中一成

Ｃ部門 水辺の風景を育むために Ｄ部門 局所的相互作用を考慮した繁華街形成の動的シミュレーションモデルの開発
田中尚人 熊本大学大学院自然科学研究科 北島陽介 東北大学大学院情報科学研究科

14:30 平野勝也
休憩

14:40 セッションA7 夜景と色彩 セッションB7 景観論の展望
司会 土橋正彦 大阪産業大学 司会 樋口忠彦 広島工業大学

コメンテータ 日高圭一郎 九州産業大学 コメンテータ 天野光一 日本大学
Ｄ部門 橋梁の夜景照明の視覚的効果に関する研究 Ｄ部門 目的別研究系譜図にみる景観論の動向について -98年から07年を対象として-

高橋彩人 埼玉大学 柴田久 福岡大学工学部社会デザイン工学科
深堀清隆 窪田陽一 石橋知也

Ｄ部門 空間データを用いた神戸の景観分析 Ｃ部門 親密な未知としての風景
竹内陽 大阪工業大学大学院工学研究科都市デザイン工学専攻 星野裕司 熊本大学大学院自然科学研究科
吉川眞 田中一成

Ｄ部門 商業地と工業地の夜景～GISによるアプローチ～ Ｃ部門 無名の風景を題材とした写真作品の分析
佐藤樹 大阪工業大学大学院工学研究科都市デザイン工学専攻 吉村晶子 （独）防災科学技術研究所地震防災フロンティア研究センター
吉川眞 田中一成

Ｄ部門 景観における見かけの色の推定と調和について Ｃ部門 都市景観へのアプローチと表現 ー脱透視画法的景観論のためにー
松山祐子 九州産業大学大学院景観研究センター 佐々木葉 早稲田大学

16:40 山下三平
休憩

16:45 クロージングセッション 【工学部２号館1F212号室】
閉会にあたって 川﨑　雅史 景観・デザイン研究編集小委員会委員長

16:55
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

ソーシャル・キャピタル醸成のための課外授業とまちづくり事業との連携方策
-日向市立富高小学校のまちづくり課外授業の関係者が形成するネットワークに着目して

地域づくりへの内在的展開力を有する景観政策の実施過程に関する事例分析
～長野県・旧開田村を対象として～



ポスター発表 場所： 工学部２号館１階ロビー
掲示期間： 12月13日（土）9:00～12月14日（日）16:00
コアタイム： 12月13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。

ポスター発表
15:00 Ａ部門 異種材料の組み合わせのストリートファニチャーのデザインと製作事例 Ｂ部門 秩父渓谷における視点場の実験的整備

鈴木幸男 ヨシモトポール株式会社 渡辺美紀 埼玉大学大学院理工学研究科環境システム工学系専攻
大月宏太 小木学 田部井友葵

Ａ部門 海岸事業における総合的なデザインプロセスの模索ー別府港海岸北浜地区のデザインー Ｂ部門

齋藤潮 東京工業大学大学院工学部社会理工学専攻 松田泰明 独立行政法人土木研究所寒地土木研究所地域景観ユニット
尾坐巧 小谷野喜二 西成典久 角真規子 安藤義宗 三好達夫 吉野雅之 畑山義人 小林岳

Ａ部門 道の駅「果樹公園あしがくぼ」における水辺カフェのデザイン提案 Ｂ部門

宮島宗紀 埼玉大学大学院理工学研究科環境システム工学系専攻 三好達夫 独立行政法人土木研究所寒地土木研究所地域景観ユニット
SAMARASERA GANGA 柯文君 松田泰明

Ａ部門 海岸部のコンクリート構造物におけるハツリ仕上げの塩害耐久性とデザインの可能性 Ｂ部門 北海道のドライブ観光における沿道景観の重要性と沿道景観情報の提供手法について
重山陽一郎 高知工科大学 緒方聡 独立行政法人土木研究所寒地土木研究所
島弘 松田泰明 三好達夫

Ａ部門 Ｂ部門

村上理昭 京都大学大学院工学研究科 川口将武 大阪産業大学
大田将大 木村優介 繁田いづみ 長縄雄一郎 林倫子 川崎雅史 神庭慎次 井上博晶 岡崎照 榊原和彦

Ａ部門 神奈川大学横浜キャンパスグラウンド改修プロジェクト Ｄ部門 五高工学部・熊本高等工業学校における橋梁を対象とした卒業設計の特徴とその変遷
関文夫 大成建設株式会社 蓮尾信彰 熊本大学大学院自然科学研究科社会環境工学専攻
佐々木郁 山中孝文 田中尚人 星野裕司

Ｄ部門 埼玉県本庄市における多層化地図を利用した構造と意味の比較分析
添田信行 早稲田大学大学院創造理工学研究科建設工学専攻
佐々木葉

16:00

道路付属施設の改善チェックリストを活用した景観改善の実践

ニュータウンと野の風景の融合に関するデザイン提案
～京都・洛西ニュータウンを対象として～

「北海道の道路デザインブック（案）」
～北海道開発局における良好な道路景観形成に向けた取組み～

竹林・間伐材を活用した郷土・環境教育プログラムのデザイン
～トヨタ環境活動助成プログラム「チク・ラボ」ワークショップを通じて～


