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◆建設工学専攻 建築系

建築鉄筋コンクリート構造特論 Architectural Reinforced Concrete of Advanced Structural

⚑年後期／⚒単位 植松 武是

■授業の概要・方法
鉄筋コンクリート造建物の耐震設計について，力学的な意味を理解し，限界状態設計法を習得することを目的
とする。構造物の地震応答や構造部材の弾塑性挙動に関する理論および構造設計の方法を講義と受講生によるプ
レゼンテーション，および討論により理解を深める。
■授業の到達目標
鉄筋コンクリート造建物の耐震設計における力学的な意味を理解し，保有水平耐力計算と限界耐力計算の基礎
を習得する。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 概説 授業ガイダンスと構造設計の基本について

第⚒回 建物と荷重 建物の荷重の種類や設定方法について

第⚓回 構造物の応力 地震応答や荷重に対する応力について

第⚔回 材料の力学特性 コンクリートと鉄筋の力学特性について

第⚕回 曲げを受ける部材⚑ 曲げを受ける鉄筋コンクリート梁の挙動について

第⚖回 曲げを受ける部材⚒ 鉄筋コンクリート梁の終局曲げ強度について

第⚗回 曲げと軸力を受ける部材 鉄筋コンクリート柱の設計について

第⚘回 せん断力に対する設計⚑ 鉄筋コンクリート部材のせん断破壊について

第⚙回 せん断力に対する設計⚒ 鉄筋コンクリート梁と柱のせん断補強について

第10回 柱梁接合部 柱梁接合部の構造性能について

第11回 耐震壁 耐震壁の構造性能について

第12回 その他の部材 床スラブや基礎の設計について

第13回 保有水平耐力⚑ 保有水平耐力の考え方

第14回 保有水平耐力⚒ 保有水平耐力の確認について

第15回 等価線形化法 等価線形化法の考え方

■履修の心得および準備等
構造力学および鉄筋コンクリート構法について復習しておくことが望ましい。
■準備学習の内容
構造力学を習得している。鉄筋コンクリート構造の許容応力度計算を理解していることが望ましい。
■成績評価方法
出席，発表内容，討論，レポート
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
プリント等を配布する。
■参考書，資料等
鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説，日本建築学会
鉄筋コンクリート構造の設計 ─学びやすい構造設計─，日本建築学会関東支部
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建築構造設計特論Ⅰ Advanced Structural Design I

⚑年後期／⚒単位 向山 松秀＊

■授業の概要・方法
近年のコンピュータ利用による解析技術の発達に伴って，計算技術に偏重させていた構造設計界でいま新たな
息吹が生まれている。木質材料や鉄鋼，膜などによるハイブリッド構造や免震・制振構造の展開はその一例であ
るが，力学の基本原理に忠実な創造技術も多い。講義ではこのような各種構造の実例を示しながら，力学の原理
を解説し，その理解と創造的な技術の習得を目ざす。
■授業の到達目標
授業で取り上げた各種構造の基礎理論を理解・習得して，与えられた構造設計に対して大まかな計画や設計の
プロセスを提案できる。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 建築の構造計画 建築の一般的な構造計画と構造解析の方法について

第⚒回 建築関連法規と基礎構造の諸問題 建築関連法規の概説と基礎構造の最近の諸問題について

第⚓回 木質構造の発展⑴ 木質材料の諸性状や継手，耐火設計法等について

第⚔回 木質構造の発展⑵ 木質構造設計例の紹介と解説

第⚕回 プレストレストコンクリート構造の可
能性⑴

プレストレストコンクリート構造の原理や設計法について

第⚖回 プレストレストコンクリート構造の可
能性⑵

プレストレストコンクリート構造の設計例や様々な工法展開の紹介

第⚗回 空間構造・任意形状建物への展開⑴ 大スパン構造や任意形状建物の解析・設計法について

第⚘回 空間構造・任意形状建物への展開⑵ 空間構造や任意形状建物の設計例の紹介と解説

第⚙回 ハイブリッド構造が拓く未来 ハイブリッド構造の現状と将来への展望

第10回 免震・制振技術は建築をどのように変
えるか⑴

免震・制振技術の基礎理論について

第11回 免震・制振技術は建築をどのように変
えるか⑵

免震・制振技術が建築計画に貢献する可能性について設計例の紹介と
解説

第12回 構造設計を支える施工技術や耐震診
断・改修技術

大規模地盤掘削・リフトアップ工法や既存建物の耐震診断・改修技術に
ついて

第13回 構造設計者の職能はいかにあるべきか 構造計算書偽造事件や建築事故等を通じて構造設計者の職能や倫理に
ついて考える

■履修の心得および準備等
建築計画に整合した構造設計のあり方をテーマに講義する。近・現代の著名建築家とその作品について，建築計画的視点
から見聞を広めておくこと。
■準備学習の内容
学部で履修した｢鉄筋コンクリート構造」（⚓年），「鋼構造」（⚓年），「構造設計法」（⚓年），「建築振動論」（⚔年），「構
造解析」（⚔年）等の内容を理解しておくこと。
■成績評価方法
試験またはレポートによる。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
講義レジメを作成・配布
■参考書，資料等
金田勝徳ほか「建築の耐震・耐風入門」（彰国社）
斎藤公男「空間構造物語」（彰国社）
㈳日本鐵鋼連盟「北海道の構造物あれこれ」ほか
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建築構法特論Ⅰ Advanced Building Construction Method I

⚑年前期／⚒単位 植松 武是

■授業の概要・方法
木質材料・木質構造を主な題材とし，講義と履修者によるプレゼンテーションや討論により，道産木材をはじ
めとする種々の木質材料の特性，建築分野で活用するための加工技術，材料特性を踏まえた単体あるいは他の材
料と併用した活用技術や評価方法に関する理解を深める。
■授業の到達目標
地産材である建築材料の地域性を理解すると共に，木材及び木質構造物の評価技術・設計理論を理解する。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 概論 概論。講義の目的・進め方の説明及びテーマの分担。

第⚒回 木質材料の現状と課題⑴ 世界の木質材料と日本の木質材料の現状と課題の比較

第⚓回 木質材料の現状と課題⑵ 日本の木質材料と北海道の木質材料の現状と課題の比較

第⚔回 木質材料の加工技術と課題⑴ 世界における加工技術の変遷と現状・課題を学ぶ

第⚕回 木質材料の加工技術と課題⑵ 日本における加工技術の変遷と現状・課題を学ぶ

第⚖回 木質材料の加工技術と課題⑶ 北海道における加工技術の変遷と現状・課題を学ぶ

第⚗回 木質材料の評価技術 評価指標値や評価方法・課題を学ぶ

第⚘回 木質構造部材の設計・評価技術 評価指標値や設計・評価方法・課題を学ぶ

第⚙回 木質構造物の設計・評価技術⑴ 新築物を対象とした評価指標値や設計・評価方法を学ぶ

第10回 木質構造物の設計・評価技術⑵ 耐震診断技術を学ぶ

第11回 木質構造物の構造規定⑴ 地震被害と耐震規定の変遷，壁量規定の根拠を学ぶ

第12回 木質構造物の構造規定⑵ 耐力壁の配置技術・構造規定の根拠を学ぶ

第13回 木質構造物の構造規定⑶ 接合部の設計・評価技術を学ぶ

第14回 耐久性確保のための技術 木質材料の耐久性確保・評価技術を学ぶ

第15回 総括 現在の木質材料・木造建築技術を総括し，これからの技術を考える。

■履修の心得および準備等
講義内容を適宜理解し，整理することはもちろん，調べたことや理解したことを適切にわかり易く伝えるための資料作り

やプレゼンテーションの準備に費やす労力を惜しまないこと。また，引き続き「建築構法特論Ⅱ」を履修することが望まし
い。
■準備学習の内容
他の建築材料・構造形式と比較・考察できるよう，鉄筋コンクリート造や鉄骨造に関する知識を整理しておくこと。
■成績評価方法
発表・討論内容，レポート等により評価。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
無し。
■参考書
講義時に適宜紹介する。
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建築構法特論Ⅱ Advanced Building Construction Method II

⚑年後期／⚒単位 植松 武是

■授業の概要・方法
「建築構法特論Ⅰ」で得た知見・養った能力を発展させ，講義と履修者によるプレゼンテーションや討論により，
様々な構造形式となり得る木質構造建築物の構造性能等を確保するための方法を考える。
■授業の到達目標
材料単体の特性を活かす，あるいは補うための構成技術の重要さを知る。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 概論 概論。講義の目的・進め方の説明及びテーマの分担。

第⚒回 木造住宅の構造形式と構造特性⑴ 伝統木造住宅の耐震要素について学ぶ。

第⚓回 木造住宅の構造形式と構造特性⑵ 伝統木造住宅の耐震設計法について学ぶ。

第⚔回 既存木造住宅の耐震改修技術 寒冷地における既存木造住宅の耐震性と断熱性を同時に向上させる改
修技術を学ぶ。

第⚕回 中規模木質構造建築物の設計技術⑴ 中規模建築物の木造・木質化の現状と北海道における課題等を精査・議
論する。

第⚖回 中規模木質構造建築物の設計技術⑵ 北海道における中規模建築物の木造・木質化の課題に対する解決方法
について議論する。

第⚗回 混構造⑴ 木材，鋼材，コンクリート等を併用することの利点や課題等を精査・議
論する。

第⚘回 混構造⑵ 木材，鋼材，コンクリート等を併用することの課題の解決方法について
議論する。

第⚙回 木質化技術⑴ 日本国内外の内装材の木質化技術と道内の同技術の現状と課題を学
ぶ。

第10回 木質化技術⑵ 日本国内外の外装材の木質化技術と道内の同技術の現状と課題を学
ぶ。

第11回 木質化技術⑶ 日本国内外の開口部部材の木質化技術と道内の同技術の現状と課題を
学ぶ。

第12回 世界の木質構造建築物 比較的地震や雪の少ない地域の木質構造建築物をピックアップし，材
料・構造的特徴等を紹介しあう。

第13回 日本の木質構造建築物⑴ 先にピックアップした世界の建築物と比較しながら，地震国・積雪寒冷
地であることによる制約や課題等を精査・議論する。

第14回 日本の木質構造建築物⑵ 先にピックアップした世界の建築物と比較しながら，地震国・積雪寒冷
地であることによる課題等の解決方法を議論する。

第15回 総括 「建築構法特論Ⅰ・Ⅱ」を通して学んだ建築物の木質化・木質構造化の
施策背景・技術等を一例とし，「良い建築物とは何か」について議論す
る。

■履修の心得および準備等
講義内容を適宜理解し，整理することはもちろん，調べたことや理解したことを適切にわかり易く伝えるための資料作り
やプレゼンテーションの準備に費やす労力を惜しまないこと。「建築構法特論Ⅰ」を履修しておくことが望ましい。
■準備学習の内容
「建築構法特論Ⅰ」内容を復習しておくこと。
■成績評価方法
発表・討論内容，レポート等により評価。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
無し。
■参考書
講義時に適宜紹介する。
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建設コンクリート工学特論 Advanced Engineering in Construction Concrete Technology

⚑年後期／⚒単位 杉山 雅＊

■授業の概要・方法
建設技術を支えている建設材料，特にコンクリート材料に着目し，分担したテーマについて事前に調査を行い，
発表，討議等を行いながら理解を深めていく。構内の建物について劣化現象を見出し，劣化の原因と対策を論ず
ることを通じて建物の維持保全に関する理解を深める。
■授業の到達目標
コンクリート材料に関する演習研究の基礎能力を会得する。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 概論 授業予定と今後の進め方，概論

第⚒回 凍結融解抵抗性 凍結作用を受けたコンクリートの挙動と細孔構造。

第⚓回 凍結融解抵抗性，最近の建設材料 凍害のメカニズムと耐凍害性試験。最近の建設材料に関する調査・発
表・討議。

第⚔回 寒中コンクリート 寒中コンクリートの強度発現，積算温度，調合，製造，養生，管理。

第⚕回 セメント硬化体と空𨻶 水和反応と空𨻶，強度と空𨻶。

第⚖回 炭酸化・中性化 二酸化炭素の作用と硬化コンクリートの変化。コンクリートの中性化。

第⚗回 鉄筋の腐食と防食，最近の建設材料 海砂使用，海塩粒子による鉄筋の腐食。鉄筋の腐食対策。最近の建設材
料に関する調査・発表・討議。

第⚘回 遅延剤・超遅延剤，最近の建設材料 遅延剤・超遅延剤の性能。最近の建設材料に関する調査・発表・討議。

第⚙回 アルカリ骨材反応，最近の建設材料 アルカリ骨材反応の機構，試験。最近の建設材料に関する調査・発表・
討議。

第10回 コンクリートの流動性，最近の建設材
料

流動化剤の作用機構，スランプロス。最近の建設材料に関する調査・発
表・討議。

第11回 コンクリート構造物の調査・診断 建物調査の実施。構内の建物の劣化箇所の調査。

第12回 コンクリート構造物の調査・診断 建物調査結果を報告書様式に整理する。

第13回 コンクリート構造物の調査・診断 劣化原因について推定し，その対策として補修・補強を検討する。

第14回 調査結果の発表 調査結果の発表を通じて考察を深める。

第15回 総括 これまでの講義について，演習問題等を通じて総括する。

■履修の心得および準備等
学部において材料系の科目を履修し，十分に理解していることが望まれる。
■準備学習の内容
学部のコンクリート工学・建築材料実験・建築材料・建築仕上材料・建築一般構造等の教科書・資料を復習しておく。ま
た最近の建設に関するニュースに関し，原因と対策等を整理しておく。
■成績評価方法
授業中の発表内容，レポートによる理解度等を総合的に評価する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
必要に応じプリント等を配付する。
■参考書，資料等
講義のなかで紹介する。

─ 30 ─



建築材料工学特論 Advanced Engineering in Construction Materials

⚒年前期／⚒単位 杉山 雅＊

■授業の概要・方法
建築材料，特に積雪寒冷地の環境下において建築構造物を構築する際に必要とされる各種建築材料の性質を理
解する。最近の建設材料について事前に調査を行い，発表，討議等を行いながら理解を深めていく。
■授業の到達目標
建築材料に関する演習研究の基礎能力を会得する。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 概論 授業予定とテーマの分担。概論。

第⚒回 高炉スラグ粉末，最近のトピックス 高炉スラグ粉末の性質とコンクリートに用いた時の性質を理解する。
最近の話題を調査し発表，討議する。

第⚓回 RCD，高炉スラグ粉末 RCDに関する調査研究の発表・討議を行う。高炉スラグ粉末を用いた
コンクリートの性質を理解する。

第⚔回 フライアッシュ，最近のトピックス フライアッシュの性質とコンクリートに用いた時の性質を理解する。
最近の話題を調査，発表，討議。

第⚕回 高流動，FEC，フライアッシュ 高流動コンクリートに関する調査研究の発表・討議を行う。フライアッ
シュを用いた高流動コンクリート（FEC）等フライアッシュコンクリー
トの性質を理解する。

第⚖回 シリカフューム，最近のトピックス シリカフュームの性質とコンクリートに用いた時の性質を理解する。
最近の話題を調査，発表，討議。

第⚗回 高強度①，シリカフューム 高強度コンクリートに関する調査研究の発表・討議を行う。シリカ
フュームを用いたコンクリートの性質を理解する。

第⚘回 AE剤，最近のトピックス AE剤の性質とAEコンクリートの性質を理解する。最近の話題を調
査，発表，討議。

第⚙回 凍結融解抵抗性①，AE剤 凍結融解抵抗性に関する調査研究の発表・討議を行う。AE剤を用いた
コンクリートの性質を理解する

第10回 減水剤・AE減水剤，最近のトピックス 減水剤・AE減水剤の性質とこれを用いたコンクリートの性質を理解
する。最近の話題を調査，発表，討議。

第11回 凍結融解抵抗性②，減水剤・AE減水剤 凍結融解抵抗性に関する調査研究の発表・討議を行う。減水剤・AE減
水剤を用いたコンクリートの性質を理解する

第12回 高性能減水剤
最近のトピックス

高性能減水剤の性質と高性能減水剤を用いたコンクリートの性質を理
解する。最近の話題を調査，発表，討議。

第13回 高強度②，高性能減水剤 高強度コンクリートに関する調査研究の発表・討議を行う。高性能減水
剤を用いたコンクリートの性質を理解する

第14回 高耐久性，収縮低減剤，最近のトピッ
クス

高耐久性コンクリートに関する調査研究の発表・討議を行う。収縮低減
剤の性質とこれを用いたコンクリートの性質を理解する。最近の話題
を調査，発表，討議。

第15回 超遅延コンクリート，凝結硬化調節剤 超遅延コンクリートに関する調査研究の発表・討議を行う。凝結硬化調
節剤の性質とこれを用いたコンクリートの性質。

■履修の心得および準備等
学部において材料系の科目を履修し，十分に理解していることが望まれる。
■準備学習の内容
学部のコンクリート工学・建築材料実験・建築材料・建築仕上材料・建築一般構造等の教科書・資料を復習しておく。ま
た最近の建設に関するニュースに関し，原因と対策等を整理しておく。
■成績評価方法
授業中の発表内容，レポートによる理解度等を総合的に評価する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
プリント等を配布する。
■参考書，資料等
コンクリート実務便覧 オーム社
建築材料用教材 日本建築学会
Concrete Admixtures Handbook V.S. Ramachandran NOYES PUBLICATIONS (USA)
セメント・コンクリート用混和材料 技術書院
その他
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建築生産工学特論 Advanced Building Engineering for Production

⚑年前期／⚒単位 足立 裕介

■授業の概要・方法
この講義では建築生産のうち，鉄筋コンクリートに関連する技術について学ぶ。
建築生産の歴史，特徴やその仕組みを概観した後，現状における鉄筋コンクリート建築物の生産過程，生産技
術，生産管理方法について，日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5鉄筋コンクリート工事」を通し
て学ぶ。
各回のテーマについて，講義と学生によるプレゼンテーション及び討論を行い，そのテーマについての理解を
深める。
■授業の到達目標
建築技術者として必要な建築生産における知識・技術を身につけ，設計・施工や専門分野の研究などへ応用す
るための能力を高める。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 建築生産の歴史 建築生産技術の変遷を学ぶ。

第⚒回 コンクリート生産の仕組み 我が国におけるコンクリート生産の仕組みについて学ぶ。

第⚓回 材料・調合と新素材 鉄筋コンクリートの材料・調合と，近年技術開発が進められている各種
の新素材について学ぶ。

第⚔回 コンクリートの運搬技術 超高層部や山中など様々な状況におけるコンクリート打設を可能にす
るコンクリートの運搬技術について学ぶ。

第⚕回 コンクリートの打込み技術 コンクリートの打込みに関する技術について学ぶ。

第⚖回 養生関連技術 コンクリートの品質を確保するための養生に関する技術について学
ぶ。

第⚗回 品質管理技術 複合材料であるコンクリートにおいて所定の品質を確保するための管
理技術について学ぶ。

第⚘回 鉄筋関連技術 鉄筋に関連する技術について学ぶ。

第⚙回 型枠関連技術 鉄筋コンクリート部材に正確な形状を与える型枠に関連する技術につ
いて学ぶ。

第10回 高強度コンクリート 超高層鉄筋コンクリート構造物実現の根幹をなす高強度コンクリート
技術について学ぶ。

第11回 高流動コンクリート コンクリートの施工を容易にして省力化を図る高流動コンクリート技
術について学ぶ。

第12回 寒中コンクリート⑴ 寒冷地で使用する寒中コンクリートの基本的事項とコンクリートの調
合計画を学ぶ。

第13回 寒中コンクリート⑵ 寒中コンクリートの養生・管理計画と検査方法等を学ぶ。

第14回 暑中・マスコンクリート 夏季に使用する暑中コンクリートと，大型構造物に使用するマスコン
クリートについて学ぶ。

第15回 建築生産と資源・環境問題 建築生産を取り巻く，資源・環境問題について学ぶ。

■履修の心得および準備等
建築生産に関する実務に必要な知見や先端の知見を教科書等に基づき修得する。各回のテーマの内容を各自が事前に予
習することが望まれる。
■準備学習の内容
次回講義のテーマについて教科書を用いて予習する。
また，プレゼンテーションの担当となった回にはそのテーマについてのプレゼンテーション準備を行う。
■成績評価方法
授業中のプレゼンテーション，出席状況，レポート等を総合的に評価する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5鉄筋コンクリート工事2018」
■参考書
桑原隆司，他共著：コンクリート技術教本第二版，彰国社，2004.1
American Concrete Institute: Secrets of Hot or Cold Weather Concreting, 1991
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寒地建築工学特論 Advanced Building Engineering in Cold Regions

⚑年後期／⚒単位 足立 裕介

■授業の概要・方法
積雪寒冷地の建築物の特徴を概観した後，同地における建築活動の諸問題と対策について学ぶ。
次に，本講義担当教員が指針作成委員として執筆に参加している日本建築学会の寒中コンクリート建築物用の
施工指針に基づき，積雪寒冷地におけるコンクリート建築物の施工計画方法，施工技術，施工管理方法などにつ
いての理解を深める。
■授業の到達目標
積雪寒冷地の建築物に関する諸問題の理解とともに，積雪寒冷地におけるコンクリート建築物の施工関連技術
について理解する。特に寒中コンクリートの計画を立案できる。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 はじめに 本講義の目的，概要，受講上の注意事項などの説明

第⚒回 積雪寒冷地の建築物 積雪寒冷地の建築物の特徴，建築に際しての諸問題と対策を概観する

第⚓回 積雪寒冷地のコンクリート 積雪寒冷地のコンクリートに関する国内外の現状と動向を概観する

第⚔回 寒中コンクリートの計画⑴ 寒中コンクリートの計画に必要な基本的考え方を解説

第⚕回 寒中コンクリートの計画⑵ 寒中コンクリート建築物建設のための基本計画を解説

第⚖回 寒中コンクリートの材料 寒中コンクリート用の材料の計画・管理を解説

第⚗回 寒中コンクリートの調合 寒中コンクリートの調合計画方法などを解説

第⚘回 寒中コンクリートの発注 レディーミクストコンクリート工場の選定，工場との打ち合わせ，発注
方法を解説

第⚙回 積雪寒冷地におけるコンクリートの製
造・輸送

コンクリート用材料の貯蔵・加熱，製造・輸送方法などを解説

第10回 コンクリート工事の準備と打込み 寒中コンクリート工事の準備作業とコンクリート打込みについて解説

第11回 コンクリートの養生上屋 寒中コンクリートで使用する養生上屋を解説

第12回 コンクリートの保温養生 コンクリートを保温養生する各種の方法を解説

第13回 養生状態などの管理 コンクリートの保温養生状態などの管理方法を解説

第14回 寒中コンクリートの品質管理・検査 寒中コンクリートにおける品質管理・検査方法を解説

第15回 まとめ 積雪寒冷地の建築物の建設方法，建設時の注意事項などをまとめる

■履修の心得および準備等
積雪寒冷地における建築技術などをテキスト等に基づき修得する。積雪寒冷地における建築に興味を持ち，次回のテーマ
について事前に予習することが望まれる。なお，授業の一部が，土曜日の⚑・⚒講目に行われることがある。
■準備学習の内容
コンクリートと建築施工技術に関する基礎的知識を習得している。
■成績評価方法
出席状況およびレポートによる。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
日本建築学会：寒中コンクリート施工指針・同解説，日本建築学会発行，2010
■参考書，資料等
American Concrete Institute: Cold Weather Concreting, ACI306R-88, 2002
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温熱環境計画特論 Advanced Thermal Environment Planning

⚑年前期／⚒単位 小柳 秀光

■授業の概要・方法
建物の温熱環境を快適なものにすることを目的として，気候風土を踏まえた，建築的手法，設備的手法，運用
方法について分析と検討を行う。さらに，地球環境問題などにも配慮した温熱環境計画について学ぶ。
■授業の到達目標
建物の温熱環境について，快適性の向上と環境配慮を両立する計画能力を身に付ける。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 気候風土と建築⑴ 世界の気候風土の特徴について考え，北海道との差異や独自性を明ら

かにする。
第⚒回 気候風土と建築⑵ 室内気候を特徴づける開口部に着目し，日射量などの気候要素と窓の

形態と役目，生活習慣と窓の機能について考える。
第⚓回 気候風土と建築⑶ 気候風土に応じた建築デザインと生活習慣の形成を明らかにする。

第⚔回 快適な温熱環境と建築的手法⑴ 日射遮蔽，日射熱取得など，日射調整手法を紹介する。

第⚕回 快適な温熱環境と建築的手法⑵ 断熱材の特徴と適性，新しい断熱材の紹介と工法を紹介する。

第⚖回 快適な温熱環境と建築的手法⑶ 気密性能の基準と現状を紹介し，その必要性と工法を考える。

第⚗回 快適な温熱環境と設備システム 快適温熱環境を維持する冷暖房システムを紹介する。

第⚘回 快適な温熱環境と空気質 快適空気環境を維持する換気のあり方を説明する。VOC 等の室内濃
度について解説し，シックハウス法について説明する。

第⚙回 温熱環境と省エネルギー⑴ 建物のエネルギー消費の実態を把握し，今後問題となる省エネルギー
の対応方法と快適性の向上について検討する。

第10回 温熱環境と省エネルギー⑵ 省エネルギー手法と冷暖房・換気の技術関連について学ぶ。

第11回 温熱環境と省エネルギー⑶ エネルギーソースと地球環境維持について学ぶ。

第12回 温熱環境と知的生産性 知的生産性向上と温熱環境の関係について学ぶ。

第13回 温熱環境と ZEB・ZEH 温熱環境の快適性とゼロエネルギーを両立している建物事例を紹介す
る。

第14回 温熱環境と総合環境性能 建築物環境性能評価CASBEEについて学ぶ。

第15回 総合的なまとめ 授業を総括し，地球環境問題などを考慮した，温熱環境計画のあり方
を検討する。

■履修の心得および準備等
平素から環境問題に興味を持ち続ける事が大切である。
■準備学習の内容
学部で学んだ建築環境工学系科目の内容，省エネ基準を理解しておく。
■成績評価方法
授業への出席とレポートによる。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
なし。プリント等を配布する。
■参考書
田中，武田，他共著：最新建築環境工学 井上書院
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環境・エネルギー計画特論 Advanced Environment and Energy Planning

⚑年後期／⚒単位 小柳 秀光

■授業の概要・方法
建物の快適な温熱環境形成のための基本的理論と評価方法およびエネルギー計画について検討する。標準住宅
をモデルとして実際に熱負荷計算を実行し，温熱環境と熱負荷の関係およびエネルギー消費の構成とその供給に
ついての分析と評価方法を学習する。
■授業の到達目標
熱負荷計算理論を理解し，プログラムを自由に活用し，エネルギー計画に役立てる事ができるようにする。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 建築環境と使用エネルギーの概要 建築の室内温熱環境を維持する暖冷房換気及び給湯･照明･家電などの

エネルギー消費構造の概要を検討する。
第⚒回 都市気候と温熱環境 都市化による気候変動と建築的要因の因果関係を明確化し，建築周辺

の温熱環境の改善と向上を検討する手法を学ぶ。
第⚓回 地球環境とエネルギー事情 住環境を維持する供給エネルギーが地域や地球環境に与える影響を検

討し最適なエネルギーの供給・使用形態を学ぶ。
第⚔回 温熱環境規準と省エネルギー基準の変

遷
地球温暖化防止に貢献する室内温熱環境や年間暖房消費エネルギーの
削減に関する基準や制度を学ぶ。

第⚕回 室温の形成と変動理論⑴ 室温の形成理論を理解し，室温と熱負荷の関係を学ぶ。

第⚖回 室温の形成と変動理論⑵ 室温の変動理論を理解し，各種の伝熱計算法の基礎を学ぶ。

第⚗回 熱負荷計算法の紹介と熱負荷の構成⑴ 冷房負荷の計算手法を学ぶ。

第⚘回 熱負荷計算法の紹介と熱負荷の構成⑵ 暖房負荷の計算手法を学ぶ。

第⚙回 熱負荷計算法の紹介と熱負荷の構成⑶ BESTプログラムなど，冷暖房負荷の計算プログラムを紹介する。

第10回 熱負荷計算の実行及び計算結果の分析
と評価⑴

標準住宅モデルを使って熱負荷計算ブログラムを実行する。

第11回 熱負荷計算の実行及び計算結果の分析
と評価⑵

プログラムの出力結果から各種熱負荷の検討を行う。
計算結果から快適性やエネルギー使用量について考える。

第12回 熱負荷計算の実行及び計算結果の分析
と評価⑶

プログラムの出力結果から各種熱負荷の検討を行う。
計算結果から快適性やエネルギー使用量について考える。

第13回 建築のエネルギー計画 計算結果からエネルギー計画を立案し，省エネについて学ぶ。

第14回 換気負荷とシックハウス 換気量・換気負荷とシックハウスの関係について学ぶ。

第15回 総合的な検討と評価 授業を総括し，今後の温熱環境とエネルギー使用を検討する。

■履修の心得および準備等
平素より環境問題やエネルギー事情に興味を持ち続ける事が大切と考える。
■準備学習の内容
手計算による熱負荷計算をできるようにする。計算結果の数値・意味を理解しておく。
■成績評価方法
授業への出席とレポートによる。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
なし。プリント等を配布する。
■参考書
田中，武田，他共著，最新建築環境工学，井上書院
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建築環境計画特論Ⅰ Advanced Architectural Built Environment I

⚑年前期／⚒単位 三澤 温

■授業の概要・方法
建築環境計画の観点から設計課題に取り組む。課題への取り組みは個人またはチームで行い，課題に対するア
プローチを考え，建築環境計画の観点を盛り込んだプレゼンテーションを行う。必要な考え方のインプットは課
題の主旨説明ならびにエスキスにおいて適宜行う。
■授業の到達目標
意匠・構造・環境，その他の専門技術とのトータルデザインが理解できる素養を身につける。コンセプトスケッ
チや図面などのアウトプットができる能力を身につける。
■授業計画

回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 建築と環境 概要 本講義の位置づけと課題の説明・課題を理解する

第⚒回 建築環境の考えかた 環境建築のありかた・コンセプトを理解する

第⚓回 環境計画と外的要因 環境と建築のかたち・かたちのプロセスを理解する

第⚔回 環境建築の設計⑴ 第⚓回までの講義を踏まえた設計エスキス concept

第⚕回 環境建築の設計⑵ 第⚔回までの講義を踏まえた設計エスキス approach

第⚖回 環境建築の設計⑶ 中間発表，ディスカッションと設計エスキス

第⚗回 環境建築の設計⑷ 第⚖回までの講義を踏まえた設計エスキス comprehensive

第⚘回 環境建築の設計⑸ プレゼンテーションとディスカッション 講評

第⚙回 統合設計 設計課題 設計課題の主旨説明と設計の進め方・課題を理解する

第10回 統合設計の実践⑴ 敷地などの調査と分析 個別エスキス

第11回 統合設計の実践⑵ 統合設計案に対する個別エスキス concept

第12回 統合設計の実践⑶ 統合設計案に対する個別エスキス approach

第13回 統合設計の実践⑷ 統合設計案に対する個別エスキス comprehensive

第14回 統合設計の実践⑸ 統合設計案に対する個別エスキス integration

第15回 統合設計の実践⑹ プレゼンテーションとディスカッション 講評

■履修の心得および準備等
本講義では，⚒つの設計課題を予定している。設計課題と言っても図面一式を要求するものではなく，自らの案を説明
するためのコンセプトスケッチやそれを補足する資料（観察，調査やデータ等）をもとにしたプレゼンテーションを求め
ている。エスキスやプレゼンテーションを行えるように準備する。なお，課題の進捗により講義予定が変更されることが
ある。
■準備学習の内容
各回の講義に臨むうえで，講義前にエスキスの内容を踏まえた設計課題への事前準備，プレゼンテーション資料の作成
が必要となる。これらの準備は講義外の時間で各自が行うことを前提としている。
■成績評価方法
設計課題への取り組みかた，協働への姿勢，プレゼンテーションにより評価する。課題等の実施結果については個々に
コメントする。
■教科書
使用しない。
■参考書，資料等
建築専門誌（新建築やディテール）のほか，講義において適宜紹介する。
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建築環境計画特論Ⅱ Advanced Architectural Built Environment II

⚑年後期／⚒単位 三澤 温

■授業の概要・方法
環境建築の事例を俯瞰し，コンセプトスケッチなどの課題を通して，環境建築に求められることや各自の提案
内容を深められるよう講義を構成している。建築の設計や運用に求められる技術について，図面や解析ツールな
どを通し実践的アプローチに触れられる講義としている。
■授業の到達目標
環境建築の意図が理解できる。その理解をもとに図面が読めるようになる。設計手法に触れ，実践的なアプ
ローチが理解できる。
■授業計画

回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 環境建築とは 概略と考え方 環境建築のありかた・環境建築のコンセプトを理解する

第⚒回 環境建築の解説⑴ 事例解説⚑・プロセスを理解する

第⚓回 環境建築の解説⑵ 事例解説⚒・解決法を理解する

第⚔回 環境建築の解説⑶ 事例解説⚓・個別の事象に対する解決法を理解する

第⚕回 環境建築の課題発表 プレゼンテーションとディスカッション 講評

第⚖回 環境建築の実践⑴ 環境のコンセプトスケッチ・スケッチの重要性を理解する

第⚗回 環境建築の実践⑵ コンセプトスケッチの課題作成・表現力を身につける

第⚘回 環境建築の実践⑶ コンセプトスケッチのプレゼンテーションと講評

第⚙回 設計手法とツール 設計における要求性能と仕様

第10回 設計手法⑴ 図面表現 図面に現れる建築環境計画・概略を理解する

第11回 設計手法⑵ ディテール 図面に現れる建築環境計画・ディテールを理解する

第12回 設計手法⑶ かたち 形状決定における設計手法に触れる・提案方法を理解する

第13回 設計手法⑷ 環境指標 環境配慮型設計／環境指標・方法論と指標を理解する

第14回 設計手法⑸ これから 望ましい環境 設計と課題・課題を理解する

第15回 課題の発表 プレゼンテーションとディスカッション 講評

■履修の心得および準備等
本講義では，ディスカッション，課題作成，プレゼンテーションを予定している。環境建築とはなにかを意識し，日ごろ
から建築専門誌などで建物の構成をとらえ，設計コンセプトが実現するまでのプロセスを追体験することが望ましい。な
お課題の構成は受講者の特性により変更することがある。
■準備学習の内容
⚓回の課題に対する課題作成，プレゼンテーションの準備が求められる。これらの準備は講義外の時間で各自が行うこ
とを前提としている。
■成績評価方法
講義におけるディスカッション，プレゼンテーション，課題により評価する。課題等の実施結果については個々にコメ
ントする。
■教科書
使用しない。
■参考書，資料等
建築専門誌（新建築やディテール）のほか，講義において適宜紹介する。
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設備計画特論 Advanced Building Facility Planning

⚑年前期／⚒単位 小柳 秀光

■授業の概要・方法
設備計画におけるエネルギーの有効的利用と省エネルギーについて，その基本的な概念を学び，具体的な構成
システムのあるべき姿と評価法を学習する。生活環境と省エネルギー，エネルギーの現状と問題点，エネルギー
の評価法などを習得した後に，未利用エネルギーと廃熱利用システム，コージェネレーション，広域熱供給シス
テム，再生可能エネルギーシステムなどのエネルギー利用システムを具体的に学習し，未来志向型の環境設備シ
ステムのあり方を学ぶ。
■授業の到達目標
現代都市の維持エネルギーの構成と多様性の理解から，建築～都市のエネルギーシステムを計画する。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 生活環境とエネルギー⑴ 温熱環境の評価，空気質環境の評価，冷暖房設備の構成，エネルギーフ

ローの学習。
第⚒回 生活環境とエネルギー⑵ 建物および設備の省エネルギーの基本，建物と都市のエネルギー有効

利用と評価。
第⚓回 建物のエネルギーシステム 自然エネルギー利用，世界と日本の建物のエネルギーシステムを学ぶ。

第⚔回 建築及び設備計画 実際の建物を例に，設備計画，エネルギー構成，実績，地方性と地域性
を学ぶ。

第⚕回 世界と日本のエネルギーの現状と問題
点

世界のエネルギーの現状と問題点，日本のエネルギーの現状と問題点，
グローバル環境問題を学ぶ。

第⚖回 未利用エネルギーによる冷暖房一⑴ 冷凍機とヒートポンプの原理，逆カルノーサイクル，未利用エネルギー
による暖冷房を学ぶ。

第⚗回 未利用エネルギーによる冷暖房一⑵ 熱源温度と成績係数，有効エネルギーの概念の紹介。

第⚘回 未利用エネルギーの評価法一⑴ エクセルギーの概念と各種設備システムのフローの紹介。

第⚙回 未利用エネルギーの評価法一⑵ エクセルギーの具体的計算を学ぶ。

第10回 コージェネレーションシステム コージェネレーションシステムの仕組みを紹介する。

第11回 再生可能エネルギー利用⑴ 各種再生可能エネルギーの仕組みと特徴を学ぶ。

第12回 再生可能エネルギー利用⑵ 太陽光発電に着目し，発電量の計算方法を学ぶ。

第13回 地域冷暖房 地域冷暖房の特徴を事例紹介を通じて学ぶ。

第14回 スマートエネルギーネットワーク スマートエネルギーネットワークの特徴を事例紹介を通じて学ぶ。

第15回 総合的なまとめ 授業を総括し，地球環境問題や防災を考慮した，エネルギーシステム
計画について検討する。

■履修の心得および準備等
特別な準備を必要としないが，「環境とエネルギー」について普段から関心を持ち，自分達の生活や建築・都市とのかか
わりについて考えておくこと。
■準備学習の内容
建築と建築設備の相互関係及び建築に関連するエネルギー設備の概要を理解している。
熱利用について，その手法，システムの概要を理解している。
■成績評価方法
演習問題および宿題の成果により判定。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
なし，テキスト配布。
■参考書
空気調和衛生工学会編，空気調和設備 計画設計の実務の知識，オーム社
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建築設備特別演習Ⅰ Advanced Exercise on Building Equipment System I

⚑年前期／⚒単位 梅澤 洋＊

■授業の概要・方法
設備設計施工会社でのインターンシップ実習に先立ち，建築設備に関する設計・工事監理および施工管理の業
務概要を学習し，業務での具体的な体験事例を紹介し，これらの内容を議論することにより業務責任の理解を深
める。
■授業の到達目標
建物ができるまでの建築設備について，設計・工事監理と施工管理の業務内容を理解する。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 ガイダンス 授業の目的と授業内容を紹介し，全貌を把握する。

第⚒回 設計・施工の実務概要 建築物の設計から施工までの実務の概要を理解する。

第⚓回 建築設備技術者の役割 設計・工事監理，施工管理業務に関する技術者の役割を理解する。

第⚔回 設計・工事監理業務のフロー 設備設計業務フロー，設計・工事監理業務の作業内容を理解する。

第⚕回 設計・工事監理業務契約約款 設計・工事監理業務の契約約款の内容を理解する。

第⚖回 施工管理業務内容 建築設備の施工管理内容と，設計・工事監理との関連性を理解する。

第⚗回 施工管理業務内容 建築設備の施工管理内容と，設計・工事監理との関連性を理解する。

第⚘回 設計・工事監理業務具体内容 設計・工事監理業務における作成書類を検討し，内容を理解する。

第⚙回 設計・工事監理業務事例紹介 建築設備に関する設計・工事監理業務の具体的事例を理解する。

第10回 トラブル事例と対応策 設計・工事監理業務で発生したトラブル事例と対応策を理解する。

第11回 トラブル事例と対応策 設計・工事監理業務で発生したトラブル事例と対応策を理解する。

第12回 トラブル事例と対応策 設計・工事監理業務で発生したトラブル事例と対応策を理解する。

第13回 インターンシップ業務 インターンシップ先における業務の内容を理解する。

第14回 課題提示 課題の解説

第15回 課題作成 課題レポートの作成

■履修の心得および準備等
設計事務所でのインターンシップ実習に先立ち，設計・工事監理の業務内容の概略を学ぶ。
建築物の企画から竣工までの過程について平素から関心を持つことが重要である。
■準備学習の内容
身近な建築（自宅など）における設備技術の基本的な役割を理解している。
■成績評価方法
授業への出席とレポートによる。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
なし。プリント等を配布する。
■参考書，資料等
随時授業の中で紹介する。
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建築設備特別演習Ⅱ Advanced Exercise on Building Equipment System II

⚑年後期／⚒単位 山本 進＊

■授業の概要・方法
インターンシップでの学習をもとに，その内容に関連する計算と設計の実務演習を行う。
空気調和の熱負荷，換気量の計算と設備容量の決定，給排水量と管径の算定や冷暖房他の配管ダクト設計に関
し，システム計画も合わせた実務的な演習を行う。又設備系の維持管理，点検補修など，設計計画からメンテナ
ンスまで一連の設備業務の流れを習得する。
■授業の到達目標
熱負荷計算から機器選定，配管・ダクトのサイズ決定までの一連の設計業務の内容を理解する。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 建築設備演習の実施概要 インターンシップ学習の復習と疑問事項の確認

第⚒回 居室の熱負荷について 建物種別による温熱環境の違いを理解し，環境改善を検討する

第⚓回 熱負荷計算と空気線図 建物の熱負荷計算と空気線図の関係を学び，課題による実務演習を行
う。

第⚔回 設備容量の算定 設備容量を決定し，概略機器選定を行う。省エネルギー対策を合わせて
学ぶ。

第⚕回 空気調和の計画 建築と設備の連携の重要性を確認し，空気調和方式の適合性を検討す
る。

第⚖回 換気量の算出演習 各種建物の必要換気量の考え方とその計算を行う。又建物全体の換気
バランスについて学ぶ。

第⚗回 給水設備の演習 建物の給水設備の重要点及び各方式の留意点を学ぶ。

第⚘回 排水系設備について 汚水・雑排水・通気・雨水設備の考え方を復習し，理解をする。

第⚙回 排水系設備の演習 各排水量の算定の概要を理解する。

第10回 配管計画と配管設計 冷・温水配管，冷媒配管の内容と方式等を理解する。

第11回 配管計画と配管設計 設計・計算を寒冷地対応と合わせて学ぶ。

第12回 ダクト設備設計 ダクト設計を学ぶ

第13回 防災設備設計 排煙設備の設計と消防設備の設計を学ぶ。

第14回 設備の検査と維持管理 建物竣工後の多い問題点とメンテナンスの考え方を学ぶ。

第15回 総合的な検討と評価 授業を総括し，今後の設備の考え方を検討する。

■履修の心得および準備等
設備環境は人間の健康と生産物の品質向上に欠くことが出来ないものである。ビル，住宅建築と設備の適合性と，設備の
必要性を，普段の生活行動の中で考えていく習慣をつけたい。
■準備学習の内容
建築設備の概要について復習しておく。
■成績評価方法
授業への出席とレポートによる。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
なし。プリント等を配布する。
■参考書，資料等
・空気調和設備計画設計の実務の知識（改訂⚔版） 空気調和・衛生工学会編，オーム社
・給排水衛生設備計画設計の実務の知識（改訂⚔版） 空気調和・衛生工学会編，オーム社
・図解建築と設備の接点 トラブル予防のツボ 日本建築協会企画 仲本尚志・馬渡勝昭・赤澤正治著 学芸出版社
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建築史・建築論特論Ⅰ Advanced History and Theory of Architecture I

⚑年前期／⚒単位 清水 信宏

■授業の概要・方法
建築や都市を考える上で重要な書物を実際に読むことを通じ，それにかかる知識を深め，また興味関心を広げ
ることを目的とする。関連して，都市や建築の過去を考える際に担当者が重要だと思うトピックやケーススタ
ディをいくつか話題として提供する。
■授業の到達目標
・建築・都市に関連する書物を読み，その本に書かれている内容や時代背景について理解すること。
・本を読む際，著者の伝えようとしている内容，そしてそれをどう伝えようとしているのかに意識的になること。
■授業計画

回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 イントロダクション 講義内容に関する確認と，講義で扱う文献に関する調整を行なう。

第⚒回 都市のかたちが語ること 世界中の都市のかたちに着目し，空間構成や都市組織について議論す
ることで，都市の形成にかかる思考を考える。

第⚓回 文献を理解し考える⑴ 指定した書籍の書かれた時代背景に関する説明を行ない，次回の発表
に向け質問を受け付ける。

第⚔回 文献を理解し考える（⚑：発表） 書籍の内容や著者の意図，そこから得られる問いについて発表し，そ
の問いについて実際に議論する。

第⚕回 都市とはなにかを改めて考えるために エチオピアにおける都市のありようなどを参照し，都市とはなんなの
かということについて問題を投げかける。

第⚖回 文献を理解し考える⑵ 指定した書籍の書かれた時代背景に関する説明を行ない，次回の発表
に向け質問を受け付ける。

第⚗回 文献を理解し考える（⚒：発表） 書籍の内容や著者の意図，そこから得られる問いについて発表し，そ
の問いについて実際に議論する。

第⚘回 つくられたものとつくるひと 歴史ある建物から，過去の痕跡やそれをつくるのに携わった人をどう
見出すことができるのか，議論を行なう。

第⚙回 文献を理解し考える⑶ 指定した書籍の書かれた時代背景に関する説明を行ない，次回の発表
に向け質問を受け付ける。

第10回 文献を理解し考える（⚓：発表） 書籍の内容や著者の意図，そこから得られる問いについて発表し，そ
の問いについて実際に議論する。

第11回 北部エチオピアにおける建築のローカ
リティとその変容

エチオピアにおけるローカルな技術のあり方とその変化の話をもと
に，フィールドワークについて議論を行なう。

第12回 文献を理解し考える⑷ 指定した書籍の書かれた時代背景に関する説明を行ない，次回の発表
に向け質問を受け付ける。

第13回 文献を理解し考える（⚔：発表） 書籍の内容や著者の意図，そこから得られる問いについて発表し，そ
の問いについて実際に議論する。

第14回 アフリカの建築・都市の諸相 担当者が最近考えている研究テーマについて共有する。

第15回 研究と文献の関係（発表） 受講者が研究しているテーマに対して，読んだ文献がどのように位置
付きうるか議論する。

■履修の心得および準備等
知識をインプットするだけではなく，自ら文献を読み，考え，問いを設定するという積極的な学びの姿勢が求められる。
何か挑戦したいと思っている本があれば，内容によってはそれを考慮に入れることも視野に入れるので提案してください。
■準備学習の内容
数回ある発表に際し，指定した文献（具体的にどの文献とするかは初回講義時に調整する）を読み込むこと，その書籍の
構成や著者の主張について理解すること，そしてそこから得られる何らかの問いについて自分で考えることが求められる。
■成績評価方法
講義への取り組みと積極性，プレゼンテーションの内容をもとに評価する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
いくつか候補を用意しているが，最終的には受講者との話し合いによって決定する。
■参考書，資料等
いくつか候補を用意しているが，最終的には受講者との話し合いによって決定する。
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建築史・建築論特論Ⅱ Advanced History and Theory of Architecture II

⚑年後期／⚒単位 清水 信宏

■授業の概要・方法
北海道の建築や都市に関連する書物を読んだり，現地を訪ねたりすることによって，それにかかる知識を深め，
また興味関心を広げることを目的とする。暫定的に各回のテーマを記しておくが，適宜変更の可能性がある。
■授業の到達目標
・北海道の建築・都市に関連する書物を読み，その議論の内容を理解する。
・実際に関連する場所を訪ねることで，理解をより確かなものとする。
・建築と都市にまつわる北海道の地域性について，自分で問いを設定することができる。
■授業計画

回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 イントロダクション 講義内容に関する確認と，講義で扱う文献やスケジュールに関する調

整を行なう。
第⚒回 文献をもとに議論する（建築／⚑） 指定した書籍や資料の内容をもとに議論を行なう。

テーマ：欧米の技術の導入
第⚓回 文献をもとに議論する（建築／⚒） 指定した書籍や資料の内容をもとに議論を行なう。

テーマ：住宅改良の努力と屯田兵住宅
第⚔回 文献をもとに議論する（建築／⚓） 指定した書籍や資料の内容をもとに議論を行なう。

テーマ：寒地住宅
第⚕回 文献をもとに議論する（建築／⚔） 指定した書籍や資料の内容をもとに議論を行なう。

テーマ：暖房設備
第⚖回 見学⑴ 議論した内容をもとに見学する（開拓の村の建築）。

第⚗回 見学⑵ 議論した内容をもとに見学する（開拓の村の展示）。

第⚘回 文献をもとに議論する（都市／⚑） 指定した書籍や資料の内容をもとに議論を行なう。
テーマ：札幌・函館・小樽

第⚙回 文献をもとに議論する（都市／⚒） 指定した書籍や資料の内容をもとに議論を行なう。
テーマ：大通

第10回 文献をもとに議論する（都市／⚓） 指定した書籍や資料の内容をもとに議論を行なう。
テーマ：公園

第11回 見学⑶ 議論した内容をもとに見学する（市街地の建築・都市）。

第12回 見学⑷ 議論した内容をもとに見学する（大通公園）。

第13回 文献をもとに議論する（アイヌ） 指定した書籍や資料の内容をもとに議論を行なう。
テーマ：住まい

第14回 文献をもとに議論する（アイヌ） 指定した書籍や資料の内容をもとに議論を行なう。
テーマ：交易と番屋

第15回 北海道の建築・都市（発表） 受講者によるプレゼンテーションとフィードバック

■履修の心得および準備等
知識をインプットするだけではなく，自ら本を読み，考え，問いを設定するという積極的な学びの姿勢が求められる。
現地見学については別日とする予定なので，初回に日程調整を行なう。
■準備学習の内容
毎回の講義を通じ，指定した文献を読みこんでくることを求める。各回それを前提として議論する。
■成績評価方法
講義への取り組みと積極性，プレゼンテーションの内容をもとに評価する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
適宜資料を配布する。
■参考書，資料等
以下に一例を挙げる。
遠藤明久（1994）」『住まい学体系062：北海道住宅史話（上）（下）』住まいの図書館出版局
俵浩三（2008）『北海道・緑の環境史』北海道大学出版会
日本建築学会北海道支部＝編（1975）『北海道の建築 1863-1974』丸善
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建築計画特論Ⅰ Advanced Architectural Planning I

⚑年前期／⚒単位 石橋 達勇

■授業の概要・方法
建築計画の観点は，生活を建築に即して考究することにある。本講義では，建築設計を進める上で必要となる
知識と素養を身につけるため，その基礎的なテーマとして，建築をはじめとする生活空間の諸領域，空間演出，
景観計画，コミュニティの課題，空間の記述・分析法など，幅広い角度から講義する。このため建築計画と表裏
にある建築デザイン領域にも必要に応じ踏み込む。各テーマの具体的な項目については受講者の関心に配慮して
設定する。
■授業の到達目標
生活空間の諸領域，空間演出，景観計画，コミュニティの課題，空間の記述・分析法などに関する，より高度・
専門的な建築計画に関する知識の習得と，現状の課題が指摘できる。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 様々な空間領域の概念と意義⑴ 建築レベルにおける単位空間

第⚒回 様々な空間領域の概念と意義⑵ 建築レベルにおける内部・外部空間，中間領域

第⚓回 様々な空間領域の概念と意義⑶ 都市レベルで特化される場所，造形，外部空間

第⚔回 空間の演出の構成原理⑴ 日常の中の感動体験を重視する空間

第⚕回 空間の演出の構成原理⑵ 非日常的な感動体験の空間（宗教空間など）

第⚖回 景観計画の基礎⑴ 景観・風景論について

第⚗回 景観計画の基礎⑵ 景観の計画的な捉え方（景観単位・構造，保全，景観のデザイン）

第⚘回 コミュニティと空間的な課題⑴ 歴史・地理学にみるコミュニティと空間の関係

第⚙回 コミュニティと空間的な課題⑵ 現代の空間的課題

第10回 空間の特質に関する記述法と効用⑴ 様々な空間記述法（用語やモデル）

第11回 空間の特質に関する記述法と効用⑵ 空間の解読・情報化における効用性について

第12回 建築計画の関連分野⑴ 建築学の諸分野と建築計画の位置

第13回 建築計画の関連分野⑵ 建築学以外の関連分野と意義

第14回 計画的研究のための調査方法⑴ 生活・空間研究に用いられる調査方法

第15回 計画的研究のための調査方法⑵ 調査と分析の関係

■履修の心得および準備等
授業は資料の輪読を中心にして進める。各自の担当分について事前に重要と感じた点，補足説明，論点などを報告できる
ような取り組みが望まれる。また相互に議論することで問題意識や考察力を高めてほしい。
■準備学習の内容
担当教員から事前に提示された文献資料を熟読をし，内容の把握を行っておくこと。
■成績評価方法
各自の担当分の取り組みや授業への全体的な参加状況とレポートなどにより総合的に評価する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
適宜資料を配付する。
■参考書，資料等
適宜，紹介する。
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建築計画特論Ⅱ Advanced Architectural Planning II

⚑年後期／⚒単位 石橋 達勇

■授業の概要・方法
都市建築や公共的建築に関する建築計画上の今日的テーマである建築の複合化，再利用，環境共生，参加型設
計，バリアフリーについて取り上げ，それらの基本知識と典型的な課題を理解し，その方策等について検討する。
講義では，建築設計への応用力をつけるため，具体事例を取り上げ，一般的課題に加え個別的な問題にも踏み込
み幅広い知識と問題意識を身につけるようにする。
■授業の到達目標
建築の複合化，再利用，環境共生，参加型設計，バリアフリーなどに関する，より高度・専門的な建築計画に
関する知識の習得と，現状の課題が指摘できる。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 建築の複合化⑴ 建築の複合化の意義と空間的課題

第⚒回 建築の複合化⑵ 複合化における機能構成の要点

第⚓回 建築の複合化⑶ 積層型複合の所有と維持管理に関する課題

第⚔回 建築の再利用⑴ 建築の保存・再生・用途変更の計画学的意義

第⚕回 建築の再利用⑵ 創造的な再利用事例

第⚖回 建築の再利用⑶ 事例に学ぶ課題

第⚗回 環境共生建築⑴ 建築の居住性と環境共生の関係

第⚘回 環境共生建築⑵ 環境保全の建築事例と課題

第⚙回 環境共生建築⑶ 建築と自然との親和事例と課題

第10回 参加型設計の方法⑴ 利用者参加の設計の意義と公共建築のあり方

第11回 参加型設計の方法⑵ 利用者参加の各方式について

第12回 参加型設計の方法⑶ 各方式の実践例と課題

第13回 高齢者・身障者のためのバリアフリー
計画⑴

バリアーフリー新法と公共建築の課題

第14回 高齢者・身障者のためのバリアフリー
計画⑵

基本的な設計基準の理解

第15回 高齢者・身障者のためのバリアフリー
計画⑶

失敗事例に学ぶ創意・応用性

■履修の心得および準備等
授業は資料の輪読を中心にして進める。各自の担当分について事前に重要と感じた点，補足説明，論点などを報告できる
ような取り組みが望まれる。また相互に議論することで問題意識や考察力を高めてほしい。
■準備学習の内容
担当教員から事前に提示された文献資料を熟読をし，内容の把握を行っておくこと。
■成績評価方法
各自の担当分の取り組みや授業への全体的な参加状況とレポートなどにより総合的に評価する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
適宜資料を配付する。
■参考書，資料等
適宜，紹介する。
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建築設計特論 Advanced Architectural Design

⚑年前期／⚒単位 米田 浩志

■授業の概要・方法
建築を設計する場合，建築家の創造的衝動を本源とするその設計手法は極めて多様であるが，その多様な設計
手法は様々な社会的与条件に制約される。つまり，建築における表現性と社会性の問題である。本講義において
は，上記の問題点を中心にとらえながら現代建築作品の設計手法を分析し，同時に建築設計の実践的能力を身に
付けることを目的としている。
■授業の到達目標
主に現代建築家における建築作品の特性を参考にしながら建築設計の技術を身に付ける。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 現代建築設計手法論分析 その⚑－⚑ 具体的な建築作品①について，形態の観点から分析し議論する。

第⚒回 現代建築設計手法論分析 その⚑－⚒ 同上作品について，空間の観点から分析し議論する。

第⚓回 現代建築設計手法論分析 その⚑－⚓ 同上作品について，総合的観点から分析し議論する。

第⚔回 現代建築設計手法論分析 その⚒－⚑ 具体的な建築作品②について，形態の観点から分析し議論する。

第⚕回 現代建築設計手法論分析 その⚒－⚒ 同上作品について，空間の観点から分析し議論する。

第⚖回 現代建築設計手法論分析 その⚒－⚓ 同上作品について，総合的観点から分析し議論する。

第⚗回 現代建築設計手法論分析 その⚓－⚑ 具体的な建築作品③について，形態の観点から分析し議論する。

第⚘回 現代建築設計手法論分析 その⚓－⚒ 同上作品について，空間の観点から分析し議論する。

第⚙回 現代建築設計手法論分析 その⚓－⚓ 同上作品について，総合的観点から分析し議論する。

第10回 現代建築設計手法論分析 その⚔－⚑ 具体的な建築作品④について，形態の観点から分析し議論する。

第11回 現代建築設計手法論分析 その⚔－⚒ 同上作品について，空間の観点から分析し議論する。

第12回 現代建築設計手法論分析 その⚔－⚓ 同上作品について，総合的観点から分析し議論する。

第13回 現代建築設計手法論分析 その⚕－⚑ 具体的な建築作品⑤について，形態の観点から分析し議論する。

第14回 現代建築設計手法論分析 その⚕－⚒ 同上作品について，空間の観点から分析し議論する。

第15回 現代建築設計手法論分析 その⚕－⚓ 同上作品について，総合的観点から分析し議論する。

※上記建築作品①～⑤については，初回講義時に説明する。

■履修の心得および準備等
建築設計に対する主体的および積極的な姿勢が要求される。
■準備学習の内容
様々な現代建築家の特性を理解しておくこと。
上記資料については初回のガイダンスで紹介する。
■成績評価方法
講義における建築作品に対する批評力とレポートによって評価する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
適時資料を配布する。
■参考書，資料等
建築専門誌（新建築，住宅建築，a＋ u，GA），建築や美術に関する本を適時紹介する。
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建築設計特論演習 Exercise on Advanced Architectural Design

⚑年後期／⚒単位 米田 浩志・植田 曉＊

■授業の概要・方法
建築を創作するためには，建築家の直感的発想と共にそれを裏付ける理論の構築は必要不可欠である。また，
理論の構築に加え建築を実現するために図面化する設計プロセスは尚一層必要不可欠である。本演習においては，
実際のデザインコンペティションの作品を制作しながら建築設計の実践的技術を身に付けることを目的としてい
る。
■授業の到達目標
具体的な建築作品の制作を通して，自らの考えを建築造形及び空間に変換する能力を身に付ける。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 デザインコンペティション課題選定 デザインコンペティション①②についての課題検討及び選定

第⚒回 デザインコンペティション作品制作
その⚑－⚑

デザインコンペティション①に応募する作品のスタディ（作品制作の
ための建築作品の調査及び見学も含む）

第⚓回 デザインコンペティション作品制作
その⚑－⚒

上記作品のスタディ

第⚔回 デザインコンペティション作品制作
その⚑－⚓

上記作品のエスキス

第⚕回 デザインコンペティション作品制作
その⚑－⚔

上記作品のエスキス

第⚖回 デザインコンペティション作品制作
その⚑－⚕

上記作品のエスキス

第⚗回 デザインコンペティション作品制作
その⚑－⚖

上記作品のプレゼンテーション方法の検討

第⚘回 デザインコンペティション作品制作
その⚑－⚗

作品の発表と講評

第⚙回 デザインコンペティション作品制作
その⚒－⚑

デザインコンペティション②に応募する作品のスタディ（作品制作の
ための建築作品の調査及び見学も含む）

第10回 デザインコンペティション作品制作
その⚒－⚒

上記作品のスタディ

第11回 デザインコンペティション作品制作
その⚒－⚓

上記作品のエスキス

第12回 デザインコンペティション作品制作
その⚒－⚔

上記作品のエスキス

第13回 デザインコンペティション作品制作
その⚒－⚕

上記作品のエスキス

第14回 デザインコンペティション作品制作
その⚒－⚖

上記作品のプレゼンテーション方法の検討

第15回 デザインコンペティション作品制作
その⚒－⚗

作品の発表と講評

■履修の心得および準備等
建築設計に対する主体的および積極的な姿勢が要求される。
■準備学習の内容
現代建築家の代表的な建築作品（プロジェクトも含む）を再確認しておくこと。
■成績評価方法
提出された作品をもとに評価する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
適時資料を配布する。
■参考書，資料等
建築専門誌（新建築，住宅建築，a＋ u，GA），建築や美術に関する本を随時紹介する。
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都市計画特論 Advanced City Planning

⚑年前期／⚒単位 岡本 浩一

■授業の概要・方法
建設は，建築施設，土木施設，情報，環境など様々に関係する。施設はそれぞれ企画，計画，設計などを経て
実現するが，都市計画はそれら全体について，個別の計画と調整を図るため規制・誘導策として働きかける。安
心・安全・安定した美しい社会の実現に向け都市計画の担う役割と意味，最新の動向，「計画者」と「利用者」な
らびに「両者の関係性」，「理論」と「実態」について現地調査・体験も踏まえ講義する。インターンシップにお
いて，成熟社会の都市・住環境構築に配慮し寄与する建築のあり方を考える建築設計者に必要な素地を身につけ
させる。
■授業の到達目標
都市計画の意味・役割を正しく理解し，建築設計者に求められる「成熟社会の都市・住環境構築に配慮し寄与
する建築のあり方を考える力」の素地を身につける。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 講義の概要と要領 講義目標と予定，要領の説明。学生の関心の聴取

第⚒回 社会と都市問題の関係
⑴ 問題認識と計画

都市問題の諸相と現代都市問題の特徴

第⚓回 社会と都市問題の関係
⑵ 住宅・住環境，交通問題

発生メカニズムと諸要因の相互連関

第⚔回 社会と都市問題の関係
⑶

都市問題の現地体験

第⚕回 都市問題と都市の計画課題⑴ 計画的対処を必要とする課題の実態認識と予測

第⚖回 都市問題と都市の計画課題⑵ 都市のタイプと計画課題

第⚗回 計画の構造と計画プロセス
⑴ 計画概念の定式化

計画行為の構造と計画プロセスの認識

第⚘回 計画の構造と計画プロセス
⑵ 計画諸行為

計画諸行為の特性と限界性

第⚙回 計画の構造と計画プロセス
⑶ 計画と意思決定

計画主体とプランナー。計画への住民参加

第10回 都市計画体系の認識枠組
⑴ 都市計画体系の認識

理念として，制度として，実態として

第11回 都市計画体系の認識枠組
⑵ 都市計画体系の実際

法定都市計画，都市マス，都市総合計画の関係

第12回 都市計画の実際⑴ 都市計画の事例紹介及び現地体験

第13回 都市計画の実際⑵ 都市計画の事例紹介及び現地体験

第14回 都市計画と情報化 情報化社会と都市計画の関わり

第15回 都市計画技法 今の都市計画技法の紹介

■履修の心得および準備等
上記の授業計画は予定。受講生の関心や都市計画関連のトピックスを中心に内容を変更することもある。講義の核心は計
画的思考と実態との関係を基本的視点から問い直す端緒となることである。身の回りで起きている事態に常に感性鋭く問
題意識を持って見つめ考えてほしい。
■準備学習の内容
内閣府や国土交通省，経済産業省のホームページ，国土交通白書，観光白書などの各種白書，建設新聞などに目を通し，
都市計画関連の新しい動向を知っておくこと。
■成績評価方法
講義参加状況で総合評価する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
使用しない。
■参考書，資料等
イラストレーション都市計画法 学芸出版社
イラストレーション建築基準法 学芸出版社
新都市計画総論 鹿島出版会

─ 47 ─



都市計画特論演習 Exercise on Advanced City Planning

⚑年後期／⚒単位 岡本 浩一・金田一淳司＊

■授業の概要・方法
実際の社会における都市計画とは何か，どのような仕組で成り立ち，どのような形で人々の生活の場に関わる
のか，等の視点で実践的な都市計画を学習する。特に建築と土木の技術や思想によって成り立つ現実の都市計画
を体感し，今後に生かせる体験や社会に出て参考となる学習を実施する。そのため，計画実践の場に参加し，知
識や技術を学習するとともに，場合によってはチームの一員として計画立案に参画することもある。インターン
シップにおいて，建築設計業務に必要な都市的視点，都市環境への配慮，建築と都市とを総合的に理解する力を
身につけさせる。
■授業の到達目標
実務に於ける都市計画の実情について経験を通じて理解し，関連する様々な事象に配慮しながら具体的な計画
提案をするために必要な総合力の素地を身につける。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 演習の目標と概要⑴ 演習の目標とスケジュール

第⚒回 演習の目標と概要⑵ 対象プロジェクトの選定

第⚓回 都市計画プロジェクト⑴ 計画の必要性と計画立案手法の概要

第⚔回 都市計画プロジェクト⑵ 計画立案における問題意識の整理手法

第⚕回 都市計画プロジェクト⑶ 現地調査，資料収集，ヒアリング

第⚖回 都市計画プロジェクト⑷ 現地調査，資料収集，ヒアリング

第⚗回 都市計画プロジェクト⑸ データ分析，問題点の整理

第⚘回 都市計画プロジェクト⑹ 計画素案の検討

第⚙回 都市計画プロジェクト⑺ 計画素案の検討

第10回 都市計画プロジェクト⑻ 計画の検証

第11回 都市計画プロジェクト⑼ 計画の検証

第12回 計画実践参加結果の整理⑴ 計画策定過程の検証

第13回 計画実践参加結果の整理⑵ 計画策定過程の検証

第14回 計画実践参加結果の整理⑶ 演習における体験の評価

第15回 演習の総括 この演習を今後の学習・研究にどう生かすのか

■履修の心得および準備等
都市計画コンサルタントのプロジェクトチームに参加し，計画プロセスの一部を体験する（インターンシップ的）。プロ
ジェクトに参加することによって，社会の仕組や役割を把握する。そのため，集中講義を行う場合もある。なお，上記「授
業計画」の内容は想定であり，実際のプロジェクトやスケジュールは演習開始時に決める。取組みのなかで身につけたこと，
疑問点，自分なりの提案をまとめ，講義毎に提出・報告発表することを義務づける。受講者の相互に説明・議論することを
通じて，理解を深め自分の言葉・視点とするプロセスであり，これは，一過性の経験として終わらせず，今後に活かす蓄積
としての意味を持つ。
■準備学習の内容
参加するプロジェクトに関連する各種の施策について，正しく・深く情報を収集し，ビジョン・プロセス・マネジメント
の構造に沿って理解しておくこと。
■成績評価方法
プロジェクトチームでの活動状況の結果ならびに報告発表の内容で総合評価する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
使用しない。
■参考書，資料等
参加する具体的なプロジェクトの内容や計画手法などに応じて，適宜紹介する。
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建築インターンシップ Internship on Architecture and Building Engineering

⚑年前期（夏期休業期間)／⚔単位 成績評価：専攻主任 実習授業および実習評価：建築事務所等

■授業の概要・方法
一級建築士事務所等において建築設計および工事監理を体験しつつ，実践的な能力を培うことを目的とする。
学生が建築士事務所等に出向き，一級建築士（設備設計の場合は建築設備士も可）の指導の下に，設計や工事監
理に関わる業務の補助を行う。実習の時期は⚑年の夏期休業期間とし，180時間以上（ガイダンス・報告会等を除
く）とする。
■授業の到達目標
学んでいる知識の意義と社会とのつながりをより明確に自覚する。
■授業計画
インターシップは次の⚓分野の専門領域から一つ選択し，分野別の実習先にて一級建築士（設備設計の場合は
建築設備士も可）の指導の下に実務訓練を行いつつ，実務に必要な学習を並行して行うこととする。いずれの分
野においても，実習先において就業体験を積むことによって，専門的知識をより深く理解するとともに，関連す
る他分野への関心や知的好奇心の向上に努めることとする。
⑴ 意匠設計：意匠系設計事務所における意匠設計と工事監理に関する実務実習
具体的な内容として，例えば次の諸点が挙げられる。
① 建築を計画する敷地及び周辺状況の特性を把握する。
② クライアントの要求を的確に把握し整理する。
③ クライアントからの要求内容を建築計画としてまとめる。
④ 計画された内容を前提に，企画設計及び基本設計に反映させる。
⑤ 建築設計における各図面の表し方，また読み方のルールを把握する。
⑥ 基本的な図面の情報を，さらに各詳細図に反映させる。
⑦ 建築施工における総予算と設計図面に表されている内容とのバランスを検討する。
⑧ 図面化された内容を的確に現場の技術者に伝える能力を養う。
⑨ 現場で施工されている内容が各図面と一致しているかを確認する。
⑩ 初期の建築計画及び設計と最終的に竣工した建築との整合性を再確認する。
⑵ 構造設計：構造系設計事務所における構造設計と工事監理に関する実務実習
具体的な事項として，例えば次の諸点が挙げられる。
① 構造計算書の構成と検討事項の把握
地震，雪，風等に対する構造安全性の検討手順を理解する。例えば，構造解析ソフトへのデータ入力や構
造計算書の作成に係る補助作業を経験する。

② 耐震診断報告書の作成補助。例えば建物の破損，ひび割れ，不同沈下，コンクリートコアの採取と検査な
どに関わる事項。

③ 改修工事の過程に関わる事項。
④ 構造解析ソフトを利用した具体的な建物の応力計算，断面設計。
⑤ 鉄工所において，鉄骨加工現場や設計者と発注者との打ち合わせ業務の視察研修
⑥ 建築現場における監理補助業務の体験。
⑶ 設備設計：設備系設計事務所における設備設計と工事監理に関する実務実習
具体的な事項として，例えば次の諸点が挙げられる。
① 各種建築物の最大熱負荷，期間暖冷房負荷などの熱負荷計算書の作成。
② 自治体への省エネ改善書の作成。現地調査と資料収集及び作成補助作業。
③ CAD入力の補助。
④ 設計図書（図面，計算書，見積書）の点検，検算。
⑤ 建築現場における監理事務所の見学。
⑥ 建築現場における機械室など設備関連施設の見学と意匠，構造設計との打ち合わせ。
⑦ 耐震補強工事の設備部分の見学。

■履修の心得および準備等
⚑年前期に開講されるインターンシップ関連科目を十分に学習し，理解しておくこと。
■準備学習の内容
自分の適性，進む道を考えること。社会で起こっていることに興味を持ち，調べること。インターンシップを実施する
企業等について，調べること。
■成績評価方法
インターンシップ報告書（実習内容とその成果や考察を記載したもの）及び報告会における発表内容と質疑応答によっ
て総合的に評価する。
■教科書
なし
■参考書，資料等
実習に必要な資料は適宜配付し，必要となる書籍や指針などは適宜紹介する。
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建築学特論ゼミナールⅠ・Ⅱ Advanced Seminar on Architecture and Building EngineeringⅠ・Ⅱ

Ⅰ ⚑年後期／必修／⚓単位
Ⅱ ⚒年前期／必修／⚓単位 建設工学専攻（建築系）各教員

■授業の概要・方法
⚑年前期の学修内容を基礎に，研究の深化を目的とし，構造領域，設備領域，意匠領域等を対象に，学生自身
の指導教員の専門領域の中から特定のテーマを設定し，指導教員とのゼミナール形式で問題解決能力を育成す
る。以下は各教員による授業の概要である。
・米田 浩志＊3

「建築の空間造形」に関する様々なテキストにふれながら知識を深め，同時に現実の建築作品を体感し，複数
の設計演習を試みる。
・植松 武是＊1

建築物の構成部材や建築物全体に要求される諸性能を実現するための構成技術や評価技術に関する現状と課
題，及び課題解決に向けての取り組み等を精査することを通して，研究を遂行する上で必須となる，技術の体
系的な整理手法の習得と，課題抽出能力及び問題解決能力の向上を図る。
・石橋 達勇＊3

特に，医療福祉分野に関する施設や空間に関連する既往文献・資料の収集・講読・分析を通じて，近年の傾
向と共に計画的諸課題を抽出・整理する。
・小柳 秀光＊2

建築・都市環境および建築・都市設備に関する既往研究や文献を収集・分析することで，現在の環境に関す
る課題と技術動向を把握する。さらに，これらの作業を通じて，課題抽出から仮説，実証にいたる基礎的な研
究手法を身につける。
・三澤 温＊2

建築の環境と計画が，各分野と統合された建築へと展開する過程について，実例や設計資料，課題を通して
知識を深める。プロセスを学ぶことで，背景や既往の研究の位置づけを知り，現状の課題と研究の焦点を見定
める能力を習得する。さまざまなアプローチを知ることで，設計や研究の進め方，視点，論点が整理でき，分
析方法や成果の表現力を身につける。
・岡本 浩一＊3

都市・住環境に関する既往研究を収集・分析し，現在の都市・住環境の形成過程について整理及び理解する
と同時に，今後の計画に求められる視点を考える。これを通じて，自己の関心の明確化を図りながら，実際に
フィールドワーク（現地調査，実務者との交流，あるいは実務への部分的な参加など）をおこない，社会的・
地域的な実情を踏まえた都市・住環境に関する認識と研究の手法を身につける。
・足立 裕介＊1

建築物の各種劣化やその診断，補修方法等に関連する基礎知識を文献購読や実際の建築物を観察・調査し，
演習を行う。また，文献購読を通して研究の現状やそこに存在する問題点，さらにはその解決手法を学ぶ。
・清水 信宏＊3

設定したテーマに基づき，既往研究や文献を探し，読み，分析することで，また実際にフィールドワークを
行なうことで，より詳細な問題設定を行なう。特に，建築や都市の歴史に関連するテーマが想定される。
■授業計画
具体的な授業計画は設定したテーマによるため，指導教員がその都度設定する。授業回数は，Ⅰ・Ⅱそれぞれ
15回である。
■履修の心得および準備等
⚑年前期の受講科目を十分に学習し，理解しておくこと。
■成績評価方法
指導教員がテーマに応じて設定する。
※課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
テーマに基づき，指導教員が選定する。
■参考書，資料等
テーマに基づき，指導教員が選定する。

＊一級建築士受験のための大学院における実務経験の要件に関わる各専門領域の担当教員
（＊⚑構造領域 ＊⚒設備領域 ＊⚓意匠領域）
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建築学特別研究Ⅰ･Ⅱ Advanced Research on Architecture and Building EngineeringⅠ･Ⅱ

Ⅰ ⚒年前期／必修／⚓単位
Ⅱ ⚒年後期／必修／⚓単位 建設工学専攻（建築系）各教員

■授業の概要・方法
・米田 浩志
建築学特論ゼミナールにおいて得られたテーマを前提に，実践的なプログラムを構築し「空間造形」との関
係性を探求する。
・植松 武是
「建築学特論ゼミナールⅠ・Ⅱ」を通して履修者自身が定めた研究テーマの妥当性や，研究遂行上の課題・解
決方法等に関する助言・指導を行う。
・石橋 達勇
特に，医療福祉分野に関する施設や空間に関する近年の研究の傾向と計画的諸課題を踏まえ，具体的に設定
した研究テーマに基づいて各種調査の実施・分析・考察を行う過程全般において，助言や指導を行う。
・小柳 秀光
「建築学特論ゼミナールⅠ・Ⅱ」で得られた成果をもとに，建築・都市環境，建築・都市設備に関する研究テー
マを設定し，研究を進めるための助言・指導を行う。
・三澤 温
建築学特論ゼミナールⅠ・Ⅱで得られた成果をもとに，建築や都市に求められる環境と計画を対象に研究テー
マを設定し，設計や分析手法，研究プロセスについての助言・指導を行う。
・岡本 浩一
ゼミナールを通じて明確化した今後求められる都市・住環境形成の視点や仕組みや実現プロセスに言及する
計画論の確立につながる助言・指導をおこなう。
・足立 裕介
建築学特論ゼミナールにおいて得られた成果をもとに，建築物の各種劣化やその診断，補修方法等に関連す
る研究テーマを設定し，研究を進め，修士論文をまとめるための助言・指導を行う。
・清水 信宏
「建築学特論ゼミナールⅠ・Ⅱ」を通じて練り上げた問題設定に基づき，それに必要な調査活動を行ない，分
析や考察を行なう。これらを通じ修士論文を仕上げていくための助言・指導を行なう。
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