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プログラム 〜1日目 2018年12月8日（土）〜

9:20

11:00

セッションA1：都市空間の形成	 第3・4会議室 セッションB1：水辺の計画・設計	 第6・7会議室 9:20

11:00

座長
田中由乃

（東京工業大学）

 D部門  河岸の立地形態と空間構成に関する研究
清水健弘 （国士舘大学理工学部）／須賀周平，二井昭佳

 D部門  戦災復興土地区画整理事業における公園配置思想に関する研究
森薫 （日本大学大学院）／大沢昌玄，中村英夫

 D部門  戦前の大阪緑地計画の検討過程とその特質
尾崎洋甫 （株式会社リビタ）／齋藤潮

 D部門  神田神保町古書店街の発生と変遷
外山実咲 （法政大学大学院）／田中咲，福井恒明

座長
林博徳

（九州大学）

 D部門  みなとまちづくりの観点から見たみなとオアシスの機能と空間構成
橋本航征 （法政大学大学院）／福井恒明

 B部門  善福寺公園内「みんなの夢水路」事業における市民組織と計画実現プロセスの
研究

滝澤恭平 （九州大学大学院）／中村晋一郎，島谷幸宏
 D部門  都市と川との一体性という観点からみる京都鴨川改修計画の景観設計の変遷

栢原佑輔 （関西大学大学院）／林倫子，尾崎平
 D部門  地域の個性を反映した水辺空間の整備方針検討過程に関する調査

鶴田舞 （国立研究開発法人土木研究所）／星野裕司，坂本貴啓， 
中村圭吾

ー専門分野ー
都市計画，まちづくり，住宅団
地
ー代表プロジェクトー
社会主義時代の集合住宅団地
に関する研究，プラハ11区市
民参加ワークショップ

ー専門分野ー
河川工学，河川環境，合意形成
ー代表プロジェクトー
上西郷川，アザメの瀬自然再生
事業など

休憩・移動	（10分） 休憩・移動	（10分）

11:10

12:50

セッションA2：集落の空間構成	 第3・4会議室 セッションB2：土木施設のデザイン	 第6・7会議室 11:10

12:50

座長
神山藍

（東洋大学）

 D部門  利水システムに着目した山間集落の空間構成 ～伊豆市本柿木地区仲村集落
を対象として～

窪田圭佑 （国士舘大学大学院）／村松幹允，二井昭佳
 D部門  筑後川中流域における伝統的治水と屋地盛集落の形成

寺村淳 （九州大学）／島谷幸宏
 D部門  南魚沼市長森集落における池と水路による利水システム

村松萌生 （国士舘大学大学院）／二井昭佳，東悠介
 D部門  街並み構成要素の変化と住民の記憶の関係　-長野県宮田村宮田宿区域を

対象として-
増田大夢 （早稲田大学大学院）／佐々木葉

座長
増山晃太

（風景工房）

 D部門  ロベール・マイヤールの構造特性の変化とアーチ構造の合理性に関する研究
山崎将寛 （株式会社日本構造橋梁研究所）／関文夫

 A部門  サルバティーコ橋の構造特性を生かした設計手法と活用方法
丸山大貴 （日本大学理工学部）／関文夫，大川千裕

 D部門  利根川沿川市街地における高規格堤防整備の検討過程と現状
亀井優樹 （千葉大学大学院）／秋田典子

 B部門  横浜北線トータルデザイン
太田啓介 （株式会社オリエンタルコンサルタンツ）／金野拓朗，佐藤成禎，
皆川治子

ー専門分野ー
景観工学，ランドスケープアー
キテクチャー
ー代表プロジェクトー
鳩の森神社外構デザイン，KIT
通用門広場デザイン，東洋大学
第2キャンパス外構デザイン

ー専門分野ー
⼟⽊デザイン
ー代表プロジェクトー
三角東港広場デザイン

昼休み	（50分） 昼休み	（50分）

13:40

14:30 ポスター発表　コアタイム	 展示ホール ポスター発表　コアタイム	 展示ホール
13:40

14:30

休憩・移動	（10分） 休憩・移動	（10分）

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

セッション会場
セッションA1～A8 …… 第3・4会議室
セッションB1～B8 …… 第6・7会議室

プログラム…1日目…｜第14回景観・デザイン研究発表会
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14:40

16:20

セッションA3：景観とまちづくり	 第3・4会議室 セッションB3：公共空間のデザイン	 第6・7会議室 14:40

16:20

座長
寺村淳

（九州大学）

 D部門  住民の自伝的記憶から読み解く地域の風景　―新潟市佐潟を対象に―
安達幸輝 （法政大学大学院）／福井恒明

 D部門  枚方市枚方宿の景観まちづくりにおける修景実施のプロセスに関する研究
中田大貴 （大阪市立大学大学院）

 D部門  公園における市民活動の継続の要因　古河総合公園を事例として
山村美保里 （東京工業大学大学院）

 C部門  対馬の漁村・農村における子どもの総合的学習での地域づくり
畑島英史 （長崎県対馬市立仁田小学校）／清野聡子

座長
福島秀哉

（東京大学）

 A部門  臨海公園と一体の津波防護海岸堤防のデザイン案
重山陽一郎 （高知工科大学）／高須祐行，徳武広太郎，児玉翔

 A部門  大槌町中央公民館吉里吉里分館の設計
喜多裕 （喜多裕事務所）／木内俊克，二井昭佳，山田裕貴

 A部門  三角東港広場のデザイン
増山晃太 （風景工房）／星野裕司

 A部門  港歩専道８号の詳細設計とデザイン検討
松井哲平 （大日本コンサルタント株式会社）／末松慎介

ー専門分野ー
⼟⽊史，地域づくり
ー代表プロジェクトー
フットパスネットワーク九州，宮
崎県の近代化遺産など

ー専門分野ー
景観工学，⼟⽊デザイン
ー代表プロジェクトー
群馬県安中市坂本宿道路再整
備，岩手県大槌町復興計画，山
梨県山中湖村の地域デザイン
戦略と公共デザイン

休憩・移動	（10分） 休憩・移動	（10分）

16:30

18:10

セッションA4：計画論・デザイン論	 第3・4会議室 セッションB4：材料と景観	 第6・7会議室 16:30

18:10

座長
山田裕貴

（株式会社
Tetor）

 C部門  地方都市の位置づけについて
出村嘉史 （岐阜大学）

 D部門  熊本市における景観政策の変遷
柴田智史 （熊本大学大学院）／星野裕司，増山晃太

 D部門  目的別系譜図にみる景観研究の動向 －08年から17年を対象として－
柴田久 （福岡大学）／齋藤勝弘，池田隆太郎

 C部門  土木デザイン原論のための予備的考察
中井祐 （東京大学）

座長
岩田圭佑

（国立研究開発
法人土木研究所 
寒地土木研究所）

 D部門  地産地消型の建築生産における空間的・社会的原単位に関する研究 －七尾市・
座主家住宅を対象として－

都出敦貴 （株式会社日建技術コンサルタント）／山田圭二郎
 C部門  コンクリートの地産地消とデザイン

友寄篤 （東京大学大学院）
 B部門  川内川虎居地区の激特事業における建設発生材を活用した川づくりの評価

小林清文 （九州大学大学院／株式会社大進）／島谷幸宏
 D部門  雷電廿六木橋の20年経過したコンクリート壁高欄の表面性状の変化

手塚寛人 （日本大学大学院）／関文夫，山口徹，石垣柳有侍

ー専門分野ー
景観デザイン，⼟⽊デザイン
ー代表プロジェクトー
西仲橋，大槌町吉里吉里復興
計画，岡山県奈義町のまちづく
りなど

ー専門分野ー
道路景観　まちづくり
ー代表プロジェクトー
北海道における無電柱化低コ
ストワーキング，美瑛町景観ま
ちづくりなど

休憩・移動	（20分） 休憩・移動	（20分）

18:30

20:00 懇親会 懇親会 18:30

20:00

プログラム…1日目…｜第14回景観・デザイン研究発表会

長崎県 勤労福祉会館
※発表会場とは別になります

長崎県 勤労福祉会館
※発表会場とは別になります
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プログラム 〜2日目 2018年12月9日（日）〜 プログラム…2日目…｜第14回景観・デザイン研究発表会

9:20

11:00

セッションA5：グリーンインフラ	 第3・4会議室 セッションB5：景観評価	 第6・7会議室 9:20

11:00

座長
西山穏

（NNラントシャ
フト研究室）

 C部門  五島列島福江島の「円畑」をグリーン・インフラの視座で考える-(1)防風林の椿
清野聡子 （九州大学）／永冶克行，井上晃輔

 D部門  相国寺裏方丈庭園枯流の雨水管理機能評価
山下三平 （九州産業大学）／森本幸裕，阿野晃秀，丹羽英之，佐藤正吾，
深町加津枝

 D部門  博多湾今津元寇防塁の文化財保護による砂丘のグリーンインフラ化と緩衝帯
の確保

清野聡子 （九州大学）
 D部門  欧州の農業政策における空石積みの保全の位置づけと運用の実態

金子玲大 （徳島大学大学院）／山中英生，真田純子

座長
白柳洋俊

（愛媛大学）

 D部門  アーケードの有無が街路イメージに与える影響－店舗群の情報発信形態に着
目して－

丸山修平 （東北大学大学院）／平野勝也
 D部門  計画段階での活用を想定した地熱発電所の景観評価手法

久保拓巳 （法政大学大学院）／福井恒明
 D部門  秋田県内の風力発電施設にみる環境影響評価の実態と景観計画の課題

荒井歩 （東京農業大学）／北市裕樹
 A部門  20年経過した雷電廿六木橋のデザイン事後評価と地域への影響評価

関文夫 （日本大学）

ー専門分野ー
近自然⼟⽊設計
ー代表プロジェクトー
通潤用水下井手改修，白川緑
の区間護岸改修，サンデンフォ
レスト近自然コンセプト導入

ー専門分野ー
環境心理学，交通工学
ー代表プロジェクトー
南予地方のまちづくり

休憩・移動	（10分） 休憩・移動	（10分）

11:10

12:50

セッションA6：公共空間の利活用	 第3・4会議室 セッションB6：シーン景観の分析	 第6・7会議室 11:10

12:50

座長
木村優介

（京都大学）

 D部門  公共空間の私的利用にみる地域特性の継承-浦安市元町地区を対象として-
安藤理紗 （東京大学大学院）／福島秀哉

 D部門  プラハの大規模集合住宅開発地における公共空間に対する住民の関心
田中由乃 （東京工業大学）

 D部門  地方都市における小規模駅前広場の活用可能性に関する研究
光野育恵 （熊本大学大学院）／星野裕司，増山晃太

 C部門  まちなか広場の公共性を高める社会構造のデザイン試論
西村亮彦 （国士舘大学）

座長
尾野薫

（徳島大学）

 D部門  スカイラインから見た景観の構図に関する考察
佐藤康一 （山形県庁）

 D部門  Instagramの投稿写真における大阪の都市風景に関する研究
武島侑里 （大阪市立大学大学院）

 D部門  都市内の観光地区とその周辺における色彩環境の関係性と魅力の創出について
西畑光 （大阪工業大学大学院）／田中一成

 D部門  地域色の可能性の考察
杉山朗子 （株式会社日本カラーデザイン研究所）

ー専門分野ー
インフラ利活用と都市再生，歩
行空間分析
ー代表プロジェクトー
文化庁近現代建造物緊急重点
調査事業（⼟⽊）

ー専門分野ー
景観，地域づくり，日常景
ー代表プロジェクトー
徳島県佐那河内村の地域交流
拠点「新家」の活用など

昼休み（50分） 昼休み（50分）

13:40

15:20

セッションA7：地域性の保全・展開	 第3・4会議室 セッションB7：街路のイメージ・構造	 第6・7会議室 13:40

15:20

座長
林倫子

（関西大学）

 D部門  米国ワシントン州シアトル市旧日本人街における歴史的景観の保全・活用実態
柳川星 （日本大学大学院）／阿部貴弘

 D部門  停滞する地域の社会的作用と保存に関する一考察：米国のラドバーンを対象
として

神山藍 （東洋大学）
 C部門  歴史的アプローチによる地域特性の読み取りと場所づくりの試み

福島秀哉 （東京大学）
 C部門  農地石積みの景観および技術の保全方策

真田純子 （東京工業大学）

座長
笠間聡

（国立研究開発
法人土木研究所 
寒地土木研究所）

 D部門  看板を用いた街路のイメージに関する研究
岸川明弘 （大阪工業大学大学院）／田中一成

 D部門  全国街路事業コンクール受賞事例にみる景観形成の修景イメージによる分類
と特徴

中村遥 （早稲田大学大学院）／佐々木葉
 D部門  居住地周辺の歩行活動と街路構造の関連分析：Space syntax理論と

Walkability Indexに着目して
東川晃久 （京都大学大学院）／山田真実，木村優介

 D部門  Walkability Indexに基づく歩行空間整備と近隣歩行環境との関連評価– 
ハイラインにおける機能転換に着目して–

渡邉健斗 （京都大学大学院）／木村優介

ー専門分野ー
⼟⽊史，景観形成史
ー代表プロジェクトー

「日本風景史」（共著），滋賀県
水害履歴調査

ー専門分野ー
景観整備と地域の魅力向上，自
然域のインフラ景観
ー代表プロジェクトー
北海道の色彩ポイントブック，
茨城空港景観修正計画検討，
大分市景観計画

休憩・移動	（10分） 休憩・移動	（10分）

A5セッション（２日目、A会場、第一セッション）は発表の辞退があったため、9:45からの開始とします。
また、４本目の予定だった金子玲大氏の発表を３本目の時間帯に行い、４本目の時間帯は司会者を含めた
議論の時間とします。

変更
9：45
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Ran Kamiyama
ハイライト表示
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15:30

17:10

セッションA8：主体と風景・景観	 第3・4会議室 セッションB8：空間・環境とイメージ	 第6・7会議室 15:30

17:10

座長
山口敬太

（京都大学）

 D部門  日常の風景における干渉効果の検討
菊池佳奈 （東北大学）／平野勝也，和田裕一

 C部門  インターフェースとしての景観デザイン
山田裕貴 （株式会社Tetor）

 C部門  「見た目」時代における私の風景体験の価値の自己了解について
佐々木葉 （早稲田大学）

 C部門  「風景の集団表象」論再考
齋藤潮 （東京工業大学）

座長
石橋知也

（長崎大学）

 D部門  LRT関連施設デザインが都市風景のダイナミズムに与える影響要因に関する
基礎的考察

ペリー史子 （大阪産業大学）／塚本直幸
 D部門  検索誘導性忘却に着目した商業地における空き店舗の想起の抑制

香川恵 （愛媛大学工学部）／大井梨紗子，白柳洋俊
 D部門  仮想街歩き体験におけるチェーン店と個別店舗の記憶特性

真田修志 （東北大学大学院）／平野勝也
 D部門  都市空間における居場所提供ビジネスのサービス実態と利用者意識 

―多様化するサードプレイスと細分化される人びと―
金子隼大 （株式会社DO設計）／荻原知子，福井恒明

ー専門分野ー
景観（歴史・計画・デザイン）
ー代表プロジェクトー
久御山まちのにわ構想，伊庭・
近江八幡・宇治茶の景観まちづ
くり

ー専門分野ー
景観学，地域計画，都市形成史
ー代表プロジェクトー
福岡県星野川分水路，風景デ
ザイン研究会事務局長，「風景
のとらえ方・つくり方-九州実践
編」（共著）など

休憩・移動	（10分） 休憩・移動	（10分）
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17:35 クロージング	 第3・4会議室 クロージング	 第3・4会議室
17:20

17:35

プログラム…2日目…｜第14回景観・デザイン研究発表会
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