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地調査，2015年12月23日～ 12月29日．

上河原献二（2015）フランスにおける侵略的外来水辺

植物管理制度の調査，2015年9月13日～ 22日．

高橋卓也（2015）本学人間学科目「国際環境マネジメ

ントⅠ」学生引率および講義（インドネシア共和国

ボゴール農科大学との共催，ボゴール市およびそ

の周辺で実施），2015年9月20日～ 2015年9月

27日．

松本健一（2015）エネルギー安全保障分析に関する調

査（イギリス）,	2015年9月5～ 16日.

松本健一（2016）気候変動の社会経済側面に関する調

査（アメリカ）,	2016年2月7～ 11日.

松本健一（2015）ESCP	Europeビジネススクール国際

研究員（イギリス），2015年4月～ 2016年3月

4）　その他

小野奈々（2016）日本労働者協同組合（ワーカーズコー

プ）連合会	全国よい仕事研究交流集会2016	コメン

テーター（於：明治大学，東京都），2016年2月

28日．

林宰司（2015）特定非営利活動法人	地球環境市民会

議，理事，2015年度.

13．マスメディアとの対応

1）新聞，雑誌等からの取材による記事

井手慎司（2015）外来魚のリリース、ゼロに　琵琶湖

ルール改定案、滋賀県に答申．京都新聞，2015年

11月19日．

林宰司（2015）フィールドワーク心得帖　スマホ活用

など内容更新　県立大教授ら編集、発売.	京都新

聞，2015年7月3日．

3）　その他

松本健一・立入郁・河宮未知生（2015）地球システム

の応答にみられる不確実性は経済にどれほど影響

するか（海洋研究開発機構より、2015年4月8日）

　http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_

release/20150408/

環境建築デザイン学科

１．受賞

芦澤竜一（2015）第13回	環境・設備デザイン賞　優

秀賞、建築設備綜合協会、セトレマリーナびわ湖

芦澤竜一（2015）FuturArc	Green		Leadership	Award

　2015、FutureArc、	FACTORY	 IN　THE　

EARTH

芦澤竜一（2015）第14回屋上・壁面・特殊緑化技術

コンクール環境大臣賞、公益財団法人　都市緑化

機構、セトレマリーナびわ湖

芦澤竜一（2015）第14回屋上・壁面・特殊緑化技術コ

ンクール審査員特別賞・壁面・特殊緑化部門、公

益財団法人　都市緑化機構、FACTORY	IN	THE	

EARTH

芦澤竜一（2015）ウッドデザイン賞2015ソーシャル

デザイン部門、ウッドデザイン賞運営事務局、風

の音

芦澤竜一（2015）ウッドデザイン賞2015ハートフル

デザイン部門、ウッドデザイン賞運営事務局、風

の音　建具バージョン

芦澤竜一（2015）	BUILDING	OF	THE	YEAR　2016,

　ARCHIDAILY,	FACTORY	IN	THE	EARTH

白井宏昌（2015）日本空間デザイン賞 2015 入選,	

Porsche	Summer	Summit	2014

園田正文（2015）2015年度グッドデザイン賞（素材・

部材／生産・開発・製造技術／製造法），日本デザ

イン振興会，住宅構造用部材「古民家耐震パネル

型面格子壁」，プロデューサー：一般社団法人全国

古民家再生協会，ディレクター・デザイナー：高

田豊文，受賞番号15G070639．

陶器浩一（2015）（仮称）熊本県総合防災航空センタ

ー設計者選定プロポーザル　佳作：熊本県（くまも

とアートポリス）

ヒメネス	 ベルデホ	 ホアン	 ラモン、布野修司

（2015）2015年日本建築学会著作賞、『グリッド

都市―スペイン植民都市の起源,形成，変容，転

生』The	grid	City：	The	Origin,	Formation	and	

Transformation	 of	 Spanish	Colonial	 Cities,	

Published	by	Kyoto	University	Press,	February	

2013 .

松岡拓公雄（2015）日本建築家協会あかりコンペ入賞

松岡拓公雄（2015）赤れんがテラスグッドデザイン賞

２.　著書

伊丹清、共著（2015）	環境と防災性，琵琶湖と環境　

〜未来につなぐ自然と人の共生〜 ,	サンライズ出

版,	2015年6月
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建築論研究会編（2016）建築制作論の研究．迫田正美，

「建築制作とオートポイエーシス」，中央公論美術

出版，東京

永井拓生，他共著（2015）「2020年以後，アトリエ

事務所としての戦略」，雑口罵乱⑧，pp.136-145，

サンライズ出版，2015 .6

松岡拓公雄（2015）木の家グランプリ 2015、official	

book

滋賀県立大学環境フィールドワーク研究会編（2015）

フィールドワーク心得帖（新版）．小野奈々，林宰司，

村上修一，第3章「社会・コミュニティの調査の

準備」，サンライズ出版，滋賀．

滋賀県立大学環境フィールドワーク研究会編（2015）

フィールドワーク心得帖（新版）．村上修一，コラ

ム 2「フィールドにおける写真撮影の留意点－景

観編」，サンライズ出版，滋賀．

琵琶湖と環境編集委員会編（2015）琵琶湖と環境	未来

につなぐ自然と人との共生．村上修一，第4章3節

「子どもへ繋げる水辺との関わり」，サンライズ出

版，滋賀．

３.　論文

趙冲，布野修司，川井操（2015）学院門社区（開封旧

内城）の住居類型とその変容に関する考察，日本建

築学会計画系論文集，第８０巻，No.710，2015 .4

井上悠紀、趙冲，布野修司，川井操（2015）南京中華

門・門西地区の住居類型とその変化型に関する考

察，日本建築学会計画系論文集,	Vol.81 ,	No.719 ,	

2016 .1

白井宏昌（2015）開かれたオリンピックと閉じられ

たオリンピック、建築雑誌、Vol.130、No.1673、

p.30	

白井宏昌（2015）オリンピックと都市－その歴史的

変遷－、ランドスケープ研究、Vol.79、No.3、

pp.197-199

白井宏昌（2015）オリンピックと都市再編：施設配置

と資金調達の視点から、Beyond	2020	&	Agenda	

2020	から体育・スポーツ社会学の研究はいかな

る方向に向かうべきなのか－都市、地方、多様

性、差別、成熟、開発、震災、日本体育学会第66

回大会体育社会学専門領域シンポジウム報告集、

pp.22-34

陶器浩一，永井拓生（2015）竹を構造材料として用い

た空間構造の設計および施工－竹を構造材料とし

て用いた応急仮設建築物の設計・施工の実例　そ

の１－，日本建築学会技術報告集	vol.21，No.49，

pp.1007~1012，2015 .10

稲垣淳哉，佐野哲史，永井拓生，堀英祐（2016）

Dragon	Court	Village， 日 本 建 築 学 会 建 築 雑

誌 増 刊（ 作 品 選 集	2016），vol.131，No.1682，

pp.114~115，2016 .3

H.	Toki,	T.	Nagai（2015）Design	and	construction	

of	 bamboo	 spatial	 structure	 using	 bended	

bamboo	 arch	 and	 handmade	 joint,	 IABSE 
Con f e r ence  NARA,  E l egance  in  S t ruc tur e s , 
International Association for Bridge and Structural 
Engineering,	pp.368-369 ,	2015 .5

T.	Nagai,	H.	Toki（2015）Aged	changes	of	vibration	

characteristics	 and	mechanical	 properties	of	

actual	bamboo	building,	IABSE Conference NARA, 
Elegance in Structures, International Association for 
Bridge and Structural Engineering,	 pp.370 -371 ,	

2015 .5

ヒメネス	ベルデホ	ホアン	ラモン、	Jesús	Alberto	

PUL IDO 	 ARCAS , 	 Funo 	 Shu j i（2015）、	

CONS IDERAT IONS 	 ON 	 URBAN 	 AND	

BLOCK	FORMATION	URBAN	AND	BLOCK	

FORMATION	OF	THE	OLD	QUARTER	OF	

CADIZ,	 日本建築学会計画系論文集Journal	of	

Architecture	 Institute	of	 Japan,	n.（80）718，

pag	2855頁～ 2552，2860 ,	2015 .07 .01 ,	

ヒメネス	ベルデホ	ホアン	ラモン、	Jesús	Alberto	

PUL IDO 	 ARCAS , 	 Funo 	 Shu j i（2015）、	

CONSIDERATIONS	ON	FORMATION	AND	

TRANSFORMATION	OF	HOUSE	TYPES	 IN	

THE	OLD	QUARTER	OF	CADIZ,	日本建築学会

計画系論文集Journal	of	Architecture	Institute	

of	 Japan,	n.（80）713，pag	1557頁 ～ 1564，

2015 .12 .01

ヒメネス	 ベルデホ	 ホアン	 ラモン、Funo	Shuji

（2015）、ビノンド（マニラ）にみられる住居類型の

成立とその変容に関する考察,	CONSIDERATIONS	

ON	FORMATION	AND	TRANSFORMATION	

OF	HOUSE	TYPES	 IN	BINONDO	DISTRICT	

（MANILA）,	 日本建築学会計画系論文集Journal	

of	Architecture	Institute	of	Japan,	n.（81）721，

pag	625頁～ 632，2016 .03 .01	

ヒメネス	ベルデホ	ホアン	ラモン、		Funo	Shuji、	

Ryosuke	Inoue、	Koji	Mabuchi（2015）、35	仮設

住宅の再利用（セカンドライフ）に関する研究	－タ

クロバン市（フィリピン）での仮設住宅プロジェク

トのケーススタディ－,	REUSE	OF	TEMPORARY	

HOUSING	（SECOND	LIFE） －	Study	on	 the	

Temporary	housing	project	 in	Tacloban	city	

（Philippines）－,	 住宅総合研究財団研究論文集	

Journal	of	 the	Housing	Research	Foundation	
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“JUSOKEN”,	n.	42 ,	Pag	179~	190 ,	2016 ,03 ,31 ,	

村上修一（2015）旭川水系に現存する堰と川の地形と

の関係についての研究，ランドスケープ研究（オン

ライン論文集）（8）：18-21．

金栄，村上修一（2015）北京市の集合住宅における緑

地がその住宅価格におよぼす影響に関する研究，

ランドスケープ研究78	（5）：539-544．

村上修一（2015）歴史的斜め堰の取水口および幹線水

路における景観の特徴－大井手用水と堀川用水を

事例として－，都市計画報告集（13）：136-142．

４．作品

芦澤竜一（2015）宇都宮の家,設計監理,栃木県宇都宮

市,2011 ～ 2015

芦澤竜一,	陶器浩一,	永井拓生（2015）田園調布の家,設

計監理,東京都大田区,2010 ～

芦澤竜一（2015）JSTデトロイト営業・技術センター ,

基本設計,	アメリカ	ミシガン州2012 ～

芦澤竜一,	陶器浩一,	永井拓生（2015）,	JSTハリスバー

グ生産技術センター ,基本設計,アメリカ	ペンシル

バニア州,	2011 ～

芦澤竜一,	陶器浩一（2015）天神橋テナントビル,設計

監理,	大阪府大阪市,2013 ～

芦澤竜一,	陶器浩一,	永井拓生（2015）,	淡路島の家,基

本設計,兵庫県岩屋市、2013 ～　　　

芦澤竜一（2015）土の間/草木の間、設計監理、大阪

府大阪市，2012 ～ 2015

芦澤竜一（2015）南花田の家、基本設計、大阪府堺市、

2015 ～

芦澤竜一、陶器浩一（2015）、八光自動車芦屋ショー

ルーム、基本計画、2015 ～

芦澤竜一、陶器浩一（2015）、恵比寿のオフィス、改

修基本設計・実施設計,東京都渋谷区,	2015

芦澤竜一、川井操、林操輝、浅井翔平、石見春香、

山岡大樹、中村睦美（2015）鄞州区九曲河（城区段）

景観整治工事提案コンペ計画案、中国寧波市鄞州

区、2015年4月

芦澤竜一、駒井健也、浅井翔平、石見春香、山岡大

樹、中村睦美（2015）寧波双中心ランドスケープ計

画案、中国寧波市、2015年4月

芦澤竜一、永井拓生、大野宏、駒井健也、林操輝、

後藤優治、浅井翔平、石見春香、山岡大樹、中村

睦美（2015）多賀町中央公民館建築基本設計委託業

務コンペ計画案、滋賀県犬上郡多賀町、2015年7

月

芦澤竜一、永井拓生、大野宏、林操輝、後藤優治、

浅井翔平、石見春香、山岡大樹（2015）市立気仙小

学校建築設計業務公募型プロポーザル計画案、岩

手県陸前高田市、2015年8月

芦澤竜一、永井拓生、大野宏、駒井健也、林操輝、

後藤優治、浅井翔平、石見春香、山岡大樹、今村

奈美、澤村優佳、寺元千智、萩崎敬太、伊勢俊介、

中村優、西本拓郎、山田亮（2015）高松市屋島山上

拠点施設基本設計業務プロポーザル計画案、香川

県高松市、2015年11月

芦澤竜一、永井拓生、駒井健也、林操輝、後藤優治、

今村奈美、澤村優佳、寺元千智、萩崎敬太（2015）

（仮称）まちなか交流センター基本設計・実施設計

業務委託公募プロポーザル、栃木県黒磯市、2015

年11月

芦澤竜一、大野宏、林操輝、今村奈美、澤村優佳、

寺元千智、萩崎敬太（2015）和田興産「住宅建築ア

ワード」設計競技、兵庫県明石市、2015年12月

芦澤竜一，白井宏昌，永井拓生，ヒメネス・ベルデホ・

ホアンラモン，川井操，松岡拓公雄（2016）守山新

川河畔林活用プロジェクト，守山市，2015 ～

川井操（2015），FUJIKI	 RENOVATION，滋賀県

甲賀市信楽町，改修基本設計・実施設計・施工，

2015 .7−10

川井操（2016），VOID	A	PART，滋賀県彦根市，改修・

基本設計・実施設計・施工，2016 .1 -4

白井宏昌、平原秀樹（2015）剣潭のホテル、台湾台北

市、2012年5月～

白井宏昌、平原秀樹（2015）天母の集合住宅、台湾台

北市、2012年10月～

白井宏昌、平原秀樹（2015）仁愛の集合住宅、台湾台

北市、2013年4月～

白井宏昌、鄭秀和、海野典生（2015）I O R I 	 A q u a 	

Resort、愛媛県松山市、2014年4月～

白井宏昌（2015）渋谷のオフィス、東京都渋谷区、

2014年10月～ 2015年4月

白井宏昌（2015）池袋のオフィス、ペイント・リノベ

ーション、東京都豊島区、2015年3月～ 5月

白井宏昌（2015）勝鬨2丁目再開発全体コンセプト、

東京都中央区、2015年3月～

白井宏昌（2015）Porsche	Summer	Summit	2015 ,	

Tokyo、東京都渋谷区、2015年1月～ 7月

白井宏昌（2015）Porsche	Summer	Summit	2015 ,	

Osaka、大阪府北区、2015年1月～ 7月

白井宏昌（2015）Porsche	Summer	Summit	2015 ,	

Nagoya、愛知県名古屋市、2015年1月～ 7月

白井宏昌（2015）世界耐久レース、日本戦、ポルシェ・

パビリオン、2015年7月～ 10月

白井宏昌（2015）大阪モーターショー、ポルシェ・パ

ビリオン、大阪市住之江区、2015年10月～ 12月

白井宏昌（2015）名古屋モーターショー、ポルシェ・
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パビリオン、愛知県名古屋市、2015年10月～ 11

月

白井宏昌（2015）池尻の家、リノベーション、東京都

渋谷区、2015年6月～ 11月

白井宏昌（2016）札幌モーターショー、ポルシェ・パ

ビリオン、北海道札幌市、2015年10月～ 2016年

1月

白井宏昌（2016）豊島区立西巣鴨小学校、ペイント・

リノベーション、東京都豊島区、2015年8月～

2016年2月

白井宏昌、神戸涼、木下潤一、黒崎健士郎、辻裕美、

野田慎司（2015）守山新川河畔林活用プロジェク

ト，滋賀県守山市，2015年8月～

白井宏昌、神戸涼、木下潤一、黒崎健士郎、辻裕美、

野田慎司（2015）近江八幡市葦パビリオン基本計

画、2015年10月～ 12月

白井宏昌、神戸涼、木下潤一、黒崎健士郎、辻裕美、

野田慎司（2015）近江八幡市葦パビリオン基本計

画、2015年10月～ 12月

白井宏昌、神戸涼、木下潤一、黒崎健士郎、辻裕美、

野田慎司（2015）洋光台北団地、集会所および周辺

外構再整備コンペ、神奈川県横浜市、2015年10

月～ 12月

白井宏昌、神戸涼、木下潤一、黒崎健士郎、野田慎

司（2015）津和野駅一帯デザインコンペ、島根県津

和野町、2015年12月～ 2016年2月

陶器浩一，永井拓生（2015）「生きる自然は地域を育

む」，滋賀県湖南市，2013 ～

o+h,	陶器浩一	（2015）「大谷交通」，宮城県気仙沼市，

2014 ～

芦澤竜一，陶器浩一（2015）（仮称）天神橋プロジェ

クト，大阪市,2014 ～

陶器浩一（2015）（仮称）熊本県総合防災航空センタ

ー設計者選定プロポーザル　佳作

飯田善彦，陶器浩一（2015）守山市立図書館「本の森」

改築設計プロポーザル　次点

栗原雄次郎，永井拓生，他（2015）（仮称）武蔵境プ

ロジェクト，東京都武蔵野市，2013 ～ 2016（栗

原は学外の主担当者）

MAD	Architects， 永 井 拓 生， 他（2015）（ 仮 称 ）

Clover	House，愛知県岡崎市，2014 ～

永井拓生，芦澤竜一，川井操，上田洋平（2015）八坂

町プロジェクト，空き家の学生シェアハウスへの

リノベーション設計，滋賀県彦根市，2014 .8 ～

中川純，永井拓生，他（2015）15Aの家，住宅リノ

ベーション・耐震改修設計，東京都大田区，2011～

博多努，永井拓生，他（2015）Ｙ邸，東京都豊島区，

2014 ～ 2015

米田雅樹，永井拓生，他（2015）Ｓ邸，三重県伊勢市，

2015

池村潤，永井拓生，他（2015）Ｗ邸，東京都杉並区，

2015

吉村昭範，永井拓生，他（2015）Ｔ邸，愛知県名古屋市，

2014 ～ 2016

吉村昭範，永井拓生，他（2015）Ｓ邸，愛知県名古屋市，

2014 ～ 2015

永井拓生，松岡拓公雄，白井宏昌，田口真太郎（2015）

西の湖水上葦レストラン計画，滋賀県近江八幡市，

2015

稲垣淳哉，佐野哲史，永井拓生，堀英祐（2015）（仮称）

小野商店，茨城県つくば市，2014 ～

稲垣淳哉，佐野哲史，永井拓生，堀英祐（2015）（仮称）

Sakura	Y&T	House，東京都世田谷区，2015 ～

伊原慶，永井拓生（2015）（仮称）東東京シェアハウ

ス計画，東京都江戸川区，2014 ～ 2015

ヒメネス	ベルデホ	ホアン	ラモン、Donal　Lara,　

Melva	Java	（2015）	RESTAURATION	PROJECT	

OF	SAN	GUILLERMO	DE	AQUITAÑA	PARISH	

CHURCH,	Dalaguete,	Cebu,	Philippines,	Cultural	

Emergency	Response	（CER）.	Claus	Foundation.

（FY2014 ,	Cost	4　millions	Philippines	pesos）.	

松岡拓公雄、古賀勝（2015）三田邸、設計監理、岡山

県岡山市、２０１４～２０１６

松岡拓公雄、古賀勝（2015）安全策動玉原基地、基本

計画、設計、玉原スキー場、群馬県沼田市

松岡拓公雄、西川聡（2015）安全策動、八方基地、基

本計画、設

松岡拓公雄、古賀勝（2015）Mtree保育園、神奈川県横

浜市、基本設計＋実施設計、２０１４～２０１６

松岡拓公雄、古賀勝（2015）ココノマの家ベトナムバ

ージョン２、基本設計＋実施設計。ベトナムダナ

ン市

松岡拓公雄、古賀勝（2015）ココノマの家中国バージ

ョン２、基本設計＋実施設計＋設計監理。中国昆

明市

松岡拓公雄、古賀勝（2015）小宮山印刷基本設計、埼

玉県ふじみ野市

松岡拓公雄、嶋崎迅、菊川裕規、平郡元貴、中安未来、

浅居里歩、伊藤有輝、川井茜理、溝口尚人、山下達也、

吉田瑛里奈（2015）野洲湖の駅基本構想

松岡拓公雄、吉田瑛里奈（2015）愛知川交流拠点基本

設計、滋賀県愛荘町

松岡拓公雄、川井操、浅居里歩、伊藤有輝、川井茜理、

溝口尚人、山下達也、吉田瑛里奈（2015）愛知川交

流拠点基本設計、滋賀県愛荘町

松岡拓公雄、黒崎、木下チーム（2015）近江高校内装
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改造計画、滋賀県彦根市

竹花香織，松岡実希，宮川絵充，山添雄貴（2015）コ

トナリエサマーフェスタ会場イルミネーション計

画，滋賀県東近江市，2015年4～ 8月．

５．報告書、その他著作、一般向け記事

1）　科研費他外部研究費による研究の成果報告書

なし

2）　受託研究等の報告書

伊丹清（2015）カーテンウォール熱貫流率計算法原

案作成分科会	欧州調査出張報告	3-2 .	Fraunhofer	

IBP	 訪問（pp526−535）、3-4 .	 英国BFRC	 訪問

（pp543-549）、グリーン建材・設備製品に関する

国際標準化・普及基盤構築事業（経産省委託）	成果

報告書、一社日本建材・住宅設備産業協会、2015

年3月

高田豊文（2015）受託研究報告書，「平成27年度（産

委）多賀町産木材の力学性能の検証試験業務委託」

結果報告書．

高田豊文（2015）受託研究報告書，「地域産木材を活

用した木造ロングスパン架構（すだれ梁）の実大実

験による力学特性の研究」結果報告書．

3）　ハンドブック、辞典、図鑑などへの執筆

なし

4）　新聞、一般向け雑誌等への解説記事など

芦澤竜一（2015）	「セトレマリーナびわ湖」, 企業に広

がる都市の木づかいp.9	p.62-63	：2015年4月

芦澤竜一（2015）	「FACTORY	IN	THE	EARTH」,

　Exterior/Architectual	Façade	Magazine：表紙、

p.54-59 ,	2015年4月

芦澤竜一（2015）	「セトレマリーナびわ湖､風の音」

,UA3.2015　NO168	：	p.80-87 ,2015年4月

芦澤竜一（2015）「ECOTONE	HOTEL	 IN	BIWA	

LAKE/SOUND	OF	WIND」,TRAVEER：p.16 -

17 ,2015年5月

芦澤竜一（2015）「セトレマリーナびわ湖,風の音」

JIA建築年間2014：	p.178-179 ,2015年6月月

芦澤竜一（2015）「FACTORY	 IN	THE	EARTH」

,FUTUREAR	volume42	MAY-JUNE2015：p.40-

45 ,2015年6月

芦澤竜一（2015）「FACTORY　IN	THE　EARTH」

,the	bridge：16：p.3 ,2015	年6	月

芦澤竜一（2015）「ECOTONE	HOTEL	IN	BIWA	

LAKE/SOUND	OF	WIND」,tra!：p.7	2015年7月

芦澤竜一（2014）「FACTORY	IN	THE	EARTH/

JST	MALAYSIA」,ARCHITECTURE	CULTURE	

No.400	：20-31	,2014年9月

芦澤竜一（2015）「FACTORY	IN	THE	EARTH」,

　C3	373：p.102-115 ,2015年9月

芦澤竜一（2015）「Sg」,ランドスケープデザイン

No.104 ,2015年10月

芦澤竜一（2015）「ECOTONE	HOTEL	IN	BIWA	

LAKE/SOUND	OF	WIND」,architecture	asia：	

p.58-63 ,2015年9月	

芦澤竜一（2015）「MA	of	Wind」,de	architectura	

no.40：	p.58-63 ,2015年9月

芦澤竜一（2015）「Sg」,群馬建築ガイド：	p.41 ,2015

年11月

芦澤竜一（2015）「風の音」,新建築2016年3月号別

冊都市に森をつくるⅡ：	p.56-63	-	,2016年2月

芦澤竜一（2015）「ECOTONE	HOTEL	IN	BIWA	

LAKE/SOUND	OF	WIND」,Zielein　Miejska	

032016：p.6	,2016年3月

芦澤竜一（2015）「Architecture	of	the	year	2015/

設計者選定を考える」,建築設計02：	p.12-23	,2016

年3月

川井操他（2015），「「 限 定 」 が ひ ら く 複 合 性〜
403 architecture[dajiba]の作品とそのコンテ

クスト」WEB版建築討論005号：巻頭スクロール

「403architecture	[dajiba]」，2015 .7

川井操（2015），「小さな試みの最大化」WEB版建築

討論006号：巻頭スクロール特集「北京四合院を

改修する、住む」，2015 .10

川井操他（2015）、「北京四合院を改修する、住む」

WEB版建築討論006号：巻頭スクロール特集「北

京四合院を改修する、住む」，2015 .10

白井宏昌、藤井剛（2015）「オリンピックがもたらす

都市イノベーションの可能性」、ハーバード・ビジ

ネス・レビュー（WEB版）、2015年6月30日

白井宏昌、藤井剛（2015）「モノ・コト創りの変

化」ハーバード・ビジネス・レビュー（WEB版）、

2015年9月4日

白井宏昌（2015）建築とツーリズム、建築士、Vol.64、

No.757、p.3

白井宏昌（2015）境界を超える、建築士、Vol.64、

No.758、p.3

白井宏昌（2015）建築のカスタマイゼーション、建築

士、Vol.64、No.759、p.3

H.Shirai（2015）Reinventing	 Public	 Spaces	 in	

Tokyo、New	Cities	Foundation（WEB版 ）2015

年9月5日

白井宏昌（2015）都市をよむ‐オリンピック都市をよ

む、KAJIMA、2015年8月号、pp.16-19
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白井宏昌（2015）都市をよむ‐建築家がよむグローバ

ル都市、KAJIMA、2015年9月号、pp.14-17

白井宏昌（2015）都市をよむ‐社会問題の縮図をよむ、

KAJIMA、2015年10月号、pp.20-23

白井宏昌（2015）都市をよむ‐ツーリズムをよむ、

KAJIMA、2015年8月号、pp.14-17

白井宏昌（2015）都市をよむ‐「時間地図」をよむ、

KAJIMA、2015年8月号、pp.20-23

白井宏昌（2015）ペイントで変わる、これからの暮ら

しのかたち（「池尻の家、ペイント・リノベーション」

掲載）、カサ・ブルータス、No.191、p.142

白井宏昌（2015）オリンピック都市の変遷、日本版ロ

ーリング・ストーン　Vol.100　2015年8月号、

pp.38-39

白井宏昌（2015）東京2020を理解するためのキーワ

ード、オリンピック都市の変遷、日本版ローリング・

ストーン　Vol.100　2015年8月号、p.40

白井宏昌（2015）オリンピックシティとパブリックス

ペース、日建設計「Pubic	space」、pp.11-13

陶器浩一（2015）変わるものと変わらないもの　澄心

寺庫裏，建築技術2015．9　建築技術

陶器浩一（2015）形態にあらわれた構造，建築と社会,

　2015．11　日本建築協会

陶器浩一（2015）建築ワークショップ高野山2015 ,ア

ートアンドアーキテクトフェスタ

稲垣淳哉，佐野哲史，永井拓生，堀英祐（2015）第２

特集：いま注目すべき，若手建築家の仕事。ドラ

ゴン・コート・ビレジ	-	軒下に人々が集う，アジ

ア的集落の現代長屋，「Pen」，No.379，2015年

4/1号，p.164~167，CCCメディアハウス

稲垣淳哉，佐野哲史，永井拓生，堀英祐（2015）

fratto	vol.21	2015年4月25日号（プライズメン

ト）特集：まちをつくる仕事　ちいさな“まち”を

つくる仕事　集合住宅のデザイン　竜美丘コート

ビレジ，通巻第21号，pp.76-81，2015 .4

稲垣淳哉，佐野哲史，永井拓生，堀英祐（2015）

"Dragon	Court	Village"コロカルニュース	#1125

（マガジンハウス）http://colocal.jp/news/49394 .

html特集：新しいかたちの集合住宅から暮らしが

変わる？　愛知県岡崎市「竜美丘コートビレジ」，

2015 .6

稲垣淳哉，佐野哲史，永井拓生，堀英祐（2015）感泣亭，

TOTO通信	2015年夏号（TOTO株式会社メディ

ア推進部）第59巻，第3号，通巻507号，pp.038-

045，2015 .7

稲垣淳哉，佐野哲史，永井拓生，堀英祐（2015）"N獣

医の家"Jutaku：	Japanese	Houses（Phaidon ／英

国）pp.153，2015 .10

稲垣淳哉，佐野哲史，永井拓生，堀英祐（2016）"感泣

亭"・"Cabinets"・"Dragon	Court	Village"（Eureka

（稲垣・佐野）へのインタビュー記事）建築知識	

2016年2月号（エクスナレッジ）『徹底解説	リノベ

ーション』第58巻，第2号，通巻735号，pp.090-

093，2016 .1

稲垣淳哉，佐野哲史，永井拓生，堀英祐（2016）アー

ツ前橋「ここに棲む	―	地域社会へのまなざし」の

解説記事新建築	2016年1月号（新建築社）第91巻

2号	pp.146，2016 .1

松岡拓公雄（2015）札幌赤れんがテラス作品発表、建

築ジャーナル１月号　

松岡拓公雄（2015）吉祥寺mag１号、対談収録「都市

の未来像」

松岡拓公雄（2015）日本建築設計学会誌１号「私にと

って建築とは」

松岡拓公雄（2015）花美術館機関誌「モエレ公園とイ

サムノグチ」

松岡拓公雄（2015）日本建築設計学会誌２号「公共建

築のあり方」

村上修一（2015）「ランドスケープ・アーバニズムの

もたらしたもの」を読んで，ランドスケープ研究

79（1）：45．

一般社団法人ランドスケープアーキテクト連盟編

（2015）ランドスケープアーキテクトになる本Ⅰ，

Ⅱ．村上修一，寄稿文「ランドスケープアーキテ

クトになるために」，マルモ出版，東京．

６．学会等への発表

大野宏、芦澤竜一（2015）フィリピンタクロバン被災

地における応急仮設モデルの検討、日本建築デザ

イン発表学会（東海）日本デザイン発表会梗概集、

2015 .9

李静文，伊丹清，張晴原（2015）省エネルギーを目的

とした中国北方式バルコニーの利用方法の有効性

に関する研究，日本建築学会大会（関東）学術講演

会，平塚市（2015年9月4日〜 9月6日）

川井操、西出彩、布野修司（2015）北京内城・新体倉

歴史文化保護区の空間構成とその変容に関する考

察　その１　街区構成と街路体系，日本建築学会

大会（関東）学術講演会，東海大学湘南キャンパス

（2014年9月4日〜 9月6日）

西出彩，川井操，布野修司（2015）北京内城・新体倉

歴史文化保護区の空間構成とその変容に関する考

察　その２　四合院の雑院化と居住者プロファイ

ル，日本建築学会大会（関東）学術講演会，東海大

学湘南キャンパス（2014年9月4日〜 9月6日）

迫田正美，和田奈々子（2015）マイレア邸の開口部の
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断面デザインと中庭景観に対する視覚的効果につ

いての研究，日本建築学会大会（関東）学術講演梗

概集9265（2015年9月12日～ 9月14日）

迫田正美，澤田可奈子（2015）ジュゼッペ・テラーニ

のヴィラ・ビアンカにおける空間構成手法に関す

る研究，日本建築学会大会（関東）学術講演梗概集

9281（2015年9月12日～ 9月14日）

迫田正美，半海大志郎（2015）アルド・ロッシの『世

界劇場』が描かれるドローイングにおける表現機

構に関する考察，日本建築学会大会（関東）学術講

演梗概集9282（2015年9月12日～ 9月14日）

白井宏昌（2015）オリンピックと都市再編：施設配置

と資金調達の視点から、日本体育学会第66回大会

体育社会学専門領域シンポジウム、国士舘大学、

2015年8月28日

白井宏昌（2015）Designing	Legacy：建築の視点か

ら	考える「モノ」と「コト」のデザイン、日本デ

ザイン学会秋季大会、東京芸術大学、2015年11

月21日

橋本菜都美，北村崇之，高田豊文（2015）公共施設の

計画を核とした住民協働型「木造まちづくり」の

実践的研究，近江地域学会研究交流大会，滋賀県

立大学（2015年7月11）．

Le	Anh	Vu，高田豊文（2015）分枝限定法を用いた

冗長性を有するトラス構造物の生成法，2015年度

日本建築学会大会（関東）学術講演会，平塚市（2015

年9月4日～ 6日）．

Le	Anh	Vu，高田豊文（2015）分枝限定法を用いた

冗長性を有するトラス構造物の生成法，コロキウ

ム構造形態の解析と創生2015，東京都（2014年

10月29日～ 30日）

永井拓生，森田一弥，陶器浩一（2015）カタルーニャ・

ヴォールト工法による耐震煉瓦シェル構造に関す

る研究　その1	補強積層煉瓦平板の制作および曲

げ耐力の算定，日本建築学会大会（関東）学術講演

梗概集（構造Ⅰ），pp.731-732，2015 .9

陶器浩一（2015）しなやかに築く“竹の庭”－生きる

自然は地域を育む－、日本建築学会大会建築デザ

イン発表会,2015 .9

Hirokazu	Toki,	Takuo	Nagai（2015）	Design	and	

construction	of	bamboo	spatial	structure	using	

bended	 bamboo	 arch	 and	 handmade	 joint,	

IABSE	Conference	Nara	2015	 ,	 International	

Assoc ia t ion	 for 	 Br idge	 and	 Structura l	

Engineering	

北口智貴、馬淵好司、ヒメネス	ベルデホ	ホアン	ラ

モン、布野	修司（2015）タクロバン（レイテ、フィ

リピン）・バランガイ 37・シーウォールの空間構

成に関する研究	その１	施設分布と居住者のプロフ

ァイル、日本建築学会大会（関東）学術講演梗概集

（都市計画）、2015年9月

馬淵好司、北口智貴、ヒメネス	ベルデホ	ホアン	ラ

モン、布野	修司（2015）タクロバン（レイテ、フィ

リピン）・バランガイ 37・シーウォールの空間構

成に関する研究	その２	住居の構成要素と類型、日

本建築学会大会（関東）学術講演梗概集（都市計画）、

2015年9月

李淼蓉、諏訪昌司、趙冲、	ヒメネス	ベルデホ	ホア

ン	ラモン（2015）広州市西関大屋区（広東省）の空

間構成に関する考察	―社区構成と施設分布―、日

本建築学会大会（関東）学術講演梗概集（都市計画）、

2015年9月

ヒメネス	ベルデホ	ホアン	ラモン、Pulido-Arcas,	

Jesus	 A.、José 	 Mar ía	 del	 Espino、Pablo	

Gonzalez	Serna（2015）Considerations	on	Urban	

Recovery	and	Rehabilitation	Plan	 in	Tacloban	

city	（Philippines）	、日本建築学会大会（関東）学術

講演梗概集（都市計画）、2015年9月

成浩源、ヒメネス	ベルデホ	ホアン	ラモン、布野修司、

川井操	（2015）『姑蘇繁華図』に見る清代蘇州の建

築類型に関する考察、日本建築学会大会（関東）学

術講演梗概集（都市計画）、2015年9月

後藤優治、永井拓生、	ヒメネス	ベルデホ	ホアン	ラ

モン、	芦澤竜（2015）、Slow	Re-Construction	～

ボホール地震により崩壊した教会建築の復興～、

日本建築学会大会（関東）、2015年9月

José	María	del	Espino、Pulido-Arcas,	 Jesus	A.、

Pablo	Gonzalez	Serna、ヒメネス	ベルデホ	ホアン	

ラモン（2015）	Considerations	on	urban	form	in	

the	old	quarter	of	Cadiz	（Spain）	Part1－Block	

formation	and	transformation－、日本建築学会

大会（関東）学術講演梗概集（都市計画）、2015年9

月

Pablo	Gonzalez	Serna、José	María	del	Espino、
Pulido-Arcas,	Jesus	A.、ヒメネス	ベルデホ	ホア

ン	ラモン（2015）Considerations	on	urban	form	

in	 the	 old	quarter	 of	Cadiz	（Spain）	Part2－

House	types－、日本建築学会大会（関東）学術講

演梗概集（都市計画）、2015年9月

Pulido-Arcas,	 Jesus	A.、Pablo	Gonzalez	Serna、

José	María	del	Espino、ヒメネス	 ベルデホ	 ホ

ア ン	 ラ モ ン（2015）Considerations	on	urban	

form	in	the	old	quarter	of	Cadiz	（Spain）	Part	3	

-Environmental	values-、日本建築学会大会（関東）

学術講演梗概集（都市計画）、2015年9月

後藤優治，藤澤泰平，永井拓生，ヒメネス・ベル
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デホ・ホアンラモン，芦澤竜一（2015）Slow	Re-

Construction ～ボホール地震により崩壊した教会

建築の復興～，日本建築学会大会（関東）建築デザ

イン発表梗概集，pp.168-169，2015 .9

T.	 Nagai , 	 H.	 Toki（2015）Aged	 changes	 of	

vibration	 characteristics	 and	mechanical	

properties	of	actual	bamboo	building,	 IABSE	

Conference	NARA,	Elegance	 in	 Structures,	

International	 Association	 for	 Bridge	 and	

Structural	Engineering,	2015 .5

永井拓生，後藤優治，陶器浩一（2015）竹と張力膜を

用いた竹構造物の微振動特性の経年変化，コロキ

ウム構造形態の解析と創生2015，日本建築学会，

pp.85~88，2015 .10

後藤優治，永井拓生，陶器浩一（2015）ロープ接合

部を有する竹トラス構造のモデル化，コロキウ

ム構造形態の解析と創生2015，日本建築学会，

pp.101~104，2015 .10

遠田敦，中川純，富樫英介，永井拓生（2015）主体的

快適性に関する基礎的研究　ローコストワイヤレ

スセンサーネットワークを用いた主体的環境調整

行動の観測と推定，日本建築学会	情報・システム・

技術・利用シンポジウム，pp.269~272，2015 .12

金栄，村上修一（2015）北京市の集合住宅における緑

地がその住宅価格におよぼす影響に関する研究，

日本造園学会全国大会研究発表会，東京大学弥生

キャンパス，2015年5月24日．

竹花香織，村上修一（2015）回遊式庭園のシークエ

ンス景観における陰影の日変化，日本造園学会関

西支部大会，大阪府立大学中百舌鳥キャンパス，

2015年10月18日．

金栄，村上修一（2015）維持管理費から見た北京市の

集合住宅における緑地の経済的価値，日本造園学

会関西支部大会，大阪府立大学中百舌鳥キャンパ

ス，2015年10月18日．

７．研究会等、講演会、特別講義での発表

1）　研究会等における発表

芦澤竜一（2015）R i a s 	 sm a l l 	 f i s h i n g 	 v i l l a g e

　 r e c o n s t r u c t i o n 	 p l a m、 J A P AN E S E -

PHILIPPINE	CONFERENCE	FOR	URBAN　

REDEVELOPMENT　OF　TACLOBAN　CITY、

Layte	Park	Hotel,Tacloban,2015年8月6日	

伊丹清（2015）次世代ISO（ISO	10077-2）対応解析プ

ログラム開発状況について、カーテンウォール熱

貫流率計算法JIS化対応WG	一社日本サッシ協会、

あべのハルカス、3月21日

川井操、辻琢磨、森田一弥、石野啓太（2015）モデレ

ーター，土と手プロジェクト　ワークショップ講

演会，滋賀県甲賀市信楽，2015年10月25日

H.Shirai（2015）Spatial	and	 temporal	dimensions	

in	planning	cities	–	 a	historical	 exploration、
“CSIS-JICA-RI	 Joint	 Research	 Project	 on	

Transformative	Innovation	

for	 Sustainable	 Development	 and	 Poverty	

Reduction：	Potential	of	Smart	City	 Initiatives	

for	Sustainable	Development”、	国際協力機構研

究所、2015年7月23日

白井宏昌（2016）オリンピックスタジアムの変遷、日

本代表研究会、成城大学、2016年3月27日

高田豊文（2015）構造最適化の未来への可能性，「最

適設計」の過去・現在・未来，2015年度日本建築

学会大会（関東）構造部門（応用力学）パネルディス

カッション，平塚市（2015年9月4日～ 6日）．

永井拓生（2015）研究中間報告（持続可能な林業振興

と健全な森林整備），一般社団法人環びわ湖大学・

地域コンソーシアム，滋賀医科大学，大津市，12

月19日

加我宏之，河合健，佐々木葉二，武田史朗，長濱伸貴，

福岡孝則，宮城俊作，村上修一，吉村純一（2015）

京都ランドスケープデザイン展2015講評会におけ

る講評，京都市中京区元立誠小学校，2015年11

月21日．

2）　講演会

藤村竜至,芦澤竜一,平沼孝啓（2015）モデレーター ,建

築レクチャーシリーズ 217第30回,アートアンド

アーキテクチャフェスタ,グランフロント大阪ナレ

ッジシアター ,2015年4月10日　

長谷川逸子,芦澤竜一,平沼孝啓（2015）モデレーター ,

建築レクチャーシリーズ 217第31回,アートアン

ドアーキテクチャフェスタ,	グランフロント大阪ナ

レッジシアター ,2015年5月15日

芦澤竜一（2015）「サンプルの提供」建築学生ワーク

ショップ高野山2015、京都大学吉田キャンパス、

2015年5月22日

芦澤竜一（2015）建築設計のこれからをめぐって、日

本建築設計学会、梅田阪急ビルオフィスタワー、

2015年5月24日

芦澤竜一（2015）「ARCH ITECTURE　WITH	

NATURE」MADE　IN　JAPAN－THE　

JAPANESE　ARCH ITECTURE　OF　

TOMORROW、MAGICMADE　BANGKOK　、

2015年5月31日

手塚貴晴,芦澤竜一,平沼孝啓（2015）モデレーター ,建

築レクチャーシリーズ 217第32回,アートアンド
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アーキテクチャフェスタ,	グランフロント大阪ナレ

ッジシアター ,2015年6月19日

内藤廣,芦澤竜一,平沼孝啓（2015）モデレーター ,建築

レクチャーシリーズ 217第33回,アートアンドア

ーキテクチャフェスタ,	グランフロント大阪ナレッ

ジシアター ,2015年7月17日　

北河原温,芦澤竜一,平沼孝啓（2015）モデレーター ,建

築レクチャーシリーズ 217第34回,アートアンド

アーキテクチャフェスタ,グランフロントシアター

大阪ナレッジセンター ,2015年8月7日

芦澤竜一（2015）セトレマリーナびわ湖の魅力を探

る、セトレマリーナびわ湖,2015年10月20日

槙文彦,芦澤竜一,平沼孝啓（2015）モデレーター ,建築

レクチャーシリーズ 217第35回,アートアンドア

ーキテクチャフェスタ,グランフロントシアター大

阪ナレッジセンター ,2015年9月25日

芦澤竜一（2015）U-35	記念シンポジウム、グランフ

ロント大阪　ナレッジシアター ,2015年10月16

日

芦澤竜一（2015）稲門建築会近畿支部　トークセッシ

ョン「早稲田・関西・新世代」、大阪倶楽部,2015

年11月2日

石山友美、芦澤竜一、平田晃久、倉方俊輔「第109

回アーキテクツサロン」、神戸まちづくり会館、

2015年11月3日

白井宏昌（2015）オリンピック都市＆オリンピック・

レガシー：その変遷と波及効果、名古屋商工会議所、

2015年5月30日

白井宏昌（2015）オリンピック都市＆オリンピック・

レガシー、小金井市タケノコの会、東京都小金井

市貫井北センター、2015年9月14日

白井宏昌（2015）アフターオリンピック：クリエイテ

ィブに進化するロンドン、「新しい価値を生み出

す街のパブリックスペース」、UR都市再生機構、

2015年10月20日

白井宏昌（2015）最近の活動、大阪稲門建築会近畿支

部「交流の夕べ」、大阪倶楽部、2015年11月2日

白井宏昌（2015）Paint	Renovation、日本ペイント主

催公開レクチャー、池尻セレクトハウス（東京都世

田谷区）、2015年11月20日

白井宏昌（2015）20	images×20	seconds、Pecha	

Kucha	Night	Tokyo	Vol.130、SUPER	DELUX（東

京都港区）、2015年11月25日

白井宏昌（2015）Paint	Renovation、日本ペイント主

催公開レクチャー、池尻セレクトハウス（東京都世

田谷区）、2015年11月28日

白井宏昌（2015）？：Questioning、DANWASHITSU、

　滋賀県立大学、2015年12月22日

白井宏昌（2016）Paint	Renovation、日本ペイント主

催公開レクチャー、池尻セレクトハウス（東京都世

田谷区）、2016年1月24日

白井宏昌（2016）オリンピック都市＆オリンピック・

レガシー、東京建築コレクション、代官山ヒルサ

イドテラス、2016年3月6日

高田豊文（2015）木製面格子壁の研究紹介，全国古民

家再生協会地区会員大会（近畿地区），全国古民家

再生協会，手づくり工房木之本塾，2015年5月9日．

高田豊文（2015）木造住宅耐震診断総論，「三重県木

造住宅耐震診断マニュアル（2012年版準拠）」講習

会，三重県木造住宅耐震促進協議会，三重県総合

文化センター，2015年7月2日．

高田豊文（2015）地域産材の利用促進と木造建築，「三

重の木」でつくる暮らし展2015木造建築セミナ

ー，三重県木材組合連合会，メッセウイング・みえ，

2015年8月29日．

高田豊文（2015）面格子壁の力学性能と製作・施工精

度の重要性，全国古民家再生協会ハンドプレカッ

ト認定工場研修会，全国古民家再生協会，湖東信

用金庫近江八幡支店，2015年12月4日．

高田豊文（2015）木造住宅の耐震診断～一般診断法と

精密診断法１，平成27年度既存木造住宅耐震診断・

改修技術者養成講習会，奈良県，奈良県文化会館，

2016年3月15日．

陶器浩一（2015）わたしたちは何を創るのか－人間環

境と構造設計－,	日本建築学会近畿支部主催シンポ

ジウム＜環境が形態を決める＞　－建築・エンジ

ニアリングデザインの最前線－日本建築構造技術

者協会25周年記念事業記念講演念講演,日本建築学

会近畿支部,2015年4月20日

陶器浩一（2015）築くことは生きること,兵庫県建築構

造技術研究会講演，兵庫県建築構造技術研究会,

　2015年6月16日

H.	Toki（2015）What	 can	we	do	at	 the	disaster	

stricken	area?	,	Exhibition	seminar,

The	4th		Asian	contest	of	architectural		rookie’s	

award,	2015年10月23日	

永井拓生，他（2016）滋賀県立大学活動報告，大川フ

ォーラム，守山市・美崎自治会，美崎自治会館（守

山市），2016年1月30日

永井拓生，他（2016）滋賀県立大学作品紹介，滋賀県

立大学活動報告会，守山市・美崎自治会，美崎自

治会館（守山市），2016年3月9日

松岡拓公雄（2015）びわ湖健康・省エネ住宅推進協議

会シンポジウム,彦根市,	2015年2月21日

松岡拓公雄（2015）近畿支部大会、環境分科会キック

オフイベント記念、講演／環境建築の行方、大阪市、
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2015年4月21日

松岡拓公雄（2015）第二回／近江八幡まち・ひと・

しごと創生市民会議、近江八幡市文化会館小ホー

ル／観光まちづくり専門部会発表」近江八幡市,	

2015年6月15日

松岡拓公雄（2015）「野洲湖の駅計画発表会」野洲コ

ミセン,	2015年６月20日

松岡拓公雄（2015）江八幡地域創生専門部会／回遊路

計画案発表,	近江八幡市,	2015年7月2日

松岡拓公雄（2015）木造住宅等地域材利用拡大事業

事：木造住宅への地域材使用の普及活動講演,	彦根

市,	2015年8月9日

松岡拓公雄（2015）中国訪日団（西安）モエレ沼公園レ

クチャー ,	札幌市,	2015年8月25日

松岡拓公雄（2015）日本設計事務所協会講演「丹下健

三」大津市,	2015年9月4日

松岡拓公雄（2015）木の家グランプリシンポジウム

（竹原、松岡、伊礼、横内、荻原）,彦根市,	2015年

9月23日

松岡拓公雄（2015）近江八幡ミズベリング講演「西の

湖回遊路計画」	近江八幡市,	2015年9月27日

松岡拓公雄（2015）木造住宅等地域材利用拡大事業

事：普及活動講演,	昆明市中国,	2015年11月7日

松岡拓公雄（2015）橋本不動産レクチャー、「F・L・

ライトの生涯」,守山市,	2015年11月13日

松岡拓公雄（2015）情報システムのデザイン論シンポ

ジウム「何かをデザインするとはいかなることか」

産業技術大学院大学（品川・東京都）,	2015年11月

27日

松岡拓公雄（2015）びわ湖健康・省エネ住宅推進協議

会シンポジウムパネルディスカッション「健康な

住宅とは」近滋賀県立大学,	2015年11月29日

松岡拓公雄（2015）近江八幡未来キャンパス講演「西

の湖活用計画」近江八幡商工会議所,　2015年12

月7日

松岡拓公雄（2015）日本建築設計学会緊急シンポジウ

ム「設計者選定を考える」大阪市,2015年11月18

日

松岡拓公雄（2015）木造住宅等地域材利用拡大事業

事：普及活動講演,	ベトナム,	ダナン市,	2015年12

月22日

松岡拓公雄（2016）近江八幡未来キャンパス講演「札

幌モエレ沼公園」近江八幡市,	2015年3月7日

松岡拓公雄（2016）西安培華院講演「木造建築の未来」

中国,	西安市,	2016年3月19日

井原縁，大平和弘，武田重昭，嶽山洋志，原祐二，

福井亘，村上修一（2015）造園学会関西支部ランド

スケープ遺産ワークショップ・ファシリテーショ

ン，大阪OAPタワー会議室，2015年11月29日

3）　授業

芦澤竜一（2015）東京都市大学大学院設計特論（1）作

品講評会　審査員、2015年7月21日

芦澤竜一（2015）「環境と建築」立命館大学大学院　

建築設計演習Ⅱ特別講義、2015年7月21日

伊丹清（2015）TB2D ／ BEM講習会、一社リビング

アメニティ協会、ベターリビング会議室(東京都千

代田区）、2015年4月23日

H.Shirai（2015）Olympics , 	 Tokyo	 and	 City	

Development、Tsukuba	International	Academy	

for	Sport	Studies	 大学院セミナー、筑波大学、

2015年11月4日

白井宏昌（2015）最新作について、神戸大学工学部建

築学科、遠藤秀平研究室、卒業設計中間発表会、

2015年12月12日

白井宏昌（2016）明治大学国際建築・都市デザインコ

ース修士設計講評会、ゲストクリティーク、明治

大学中野キャンパス、2016年2月20日

陶器浩一：築くということ，鹿児島大学先端科学特

別講義，鹿児島大学，2015 .7 .24

永井拓生（2015）「ものづくりの座標軸」，京都造形

芸術大学，2015年12月10日

永井拓生（2015）「みんなで作る小さな建築」，京都

造形芸術大学，2015年12月17日

ヒメネス	ベルデホ	ホアン	ラモン（2015）	Urban	

Processof	Cebu	City.	SKILLS	DEVELOPMENT	

IN	 THE	 PRESERVATION	 OF	 WOODEN	

STRUCTURES	 IN	THE	PHILIPPINES	（THE	

1730	JESUIT	HOUSE	IN	CEBU,	PHILIPPINES）,	

　Cebu,	 Philippines,	 Grant	 Program	 for	 the	

Promotion	 of	Cultural	Collaboration,	 	Cebu,	

Philippines,	2015年8月17日

ヒ メ ネ ス	 ベ ル デ ホ	 ホ ア ン	 ラ モ ン（2015）	

CONFERENCE,	 STUDY	ON	TRADITIONAL	

CONSTRUCTION	SYSTEM	OF	STONE	WALLS	、

UNIVERSITY	OF	SAN	CARLOS,	SCHOOL	OF	

ARCHITECTURE,	FINE	ARTS	AND	DESIGN	

（USC-SAFAD）,	CEBU,　Philippines,	2015年12

日7日

松岡拓公雄（2015）	立命館大学環境共生工学講義「環

境・建築再生」,	草津市,	2015年5月4日

松岡拓公雄（2016）	西安建築科技大学講演「日本の環

境建築の行方」中国,	西安市,	2016年3	月18	日

松岡拓公雄（2016）	西安工程築科技大学講演「デザイ

ンマインド」中国,	西安市,	2016年3月19	日

松岡拓公雄（2016）	最終講義「デザインマインドファ
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イナル」滋賀県立大学,	2016年3月13日

村上修一，轟慎一（2015）体験授業「模型づくりワー

クショップ」，滋賀県立大学，2015年7月25 ～

26日

村上修一（2015）高大連携授業「ランドスケープデ

ザインという仕事」，滋賀県立八日市南高等学校，

2015年10月28日．

８．展覧会等

芦澤竜一（2015）４X４/UNDER40　OVER40、梅

田阪急ビルオフィスタワー ,2015年5月21 ～ 26

日

芦 澤 竜 一（2015）TIMBERRIZE　OSAKA、NPO　

team	Timberize,大阪デザイン振興プラザデザイン

ギャラリー /大阪木材仲買会館,2015年10月15 ～

29日

稲垣淳哉，佐野哲史，永井拓生，堀英祐（2015）作品

展示「フィールドノート」，展覧会「ここに棲む	

―	地域社会へのまなざし」，アーツ前橋，群馬県

前橋市，2015年10月9日～ 2016年1月12日

Hirokazu	 Toki 	 Lab .　The	 Univ . 	 of 	 Shiga	

prefecture（2015）	BAMBOO	ARK,	 イ ラ ン・ ト

ルコ巡回日本建築展「災害を乗り越えて」（New	

Direction	of	Japanese	Architecture	and	Design：	

Beyond	the	Disaster）　Executive	Committee　

Japanese	Contemporary	Architecture	Exhibition	

　2015	

竹花香織，松岡実希，宮川絵充，山添雄貴，近藤竜

司，谷和則，中井悠人，西本拓郎，古田正貴，柏

木駿之介（2015）京都ランドスケープデザイン展出

展，京都市中京区元立誠小学校（京都市），2015年

11月15日～ 11月23日．

９．競争的研究資金の導入

1）　本学特別研究

永井拓生、ヒメネス	ベルデホ	ホアン	ラモン、芦澤

竜一,	特別研究、フィリピンのボホール地震の影響

を受けた石造建築の損傷評価および保存修復に関

する研究、平成26～ 27年度、80万円

ヒメネス	ベルデホ	ホアン	ラモン，STUDY	ON	

RESTORATION	TECHNIQUES	OF	CEBU	AND	

BOHOL	ISLAND’S	CULTURAL	HERITAGES、

短期在外研修,	2015年8月1日～ 2015年9月23日,	

40万

2）　科学研究費補助金

川井操，北京市「城中村」の居住環境の形成・変容

と持続的整備手法，若手研究（B），平成２７〜２９

年度,	３７７０千円

永井拓生,	張力膜と竹による大災害時の応急仮設シェ

ルター利用を目的とした展開構造の開発，平成27

年度，若手研究Ｂ（15K21285），200万円

ヒメネス	ベルデホ	ホアン	ラモン,	Study	on	the	

Urban	Redevelopment	Process	in	Tacloban	City	

（Philippines）、基盤研究（C）、平成26 ～ 29年度，

380万円

宮原曉,	井上幸孝,	立岩礼子,	菅谷成子,	伏見	岳志,ヒメ

ネス	ベルデホ	ホアン	ラモン,萌芽研究「東西交流

史の新たな視角」平成25～ 27年度，250万円

村上修一，堰の織り成す農村景観の成り立ちの解明

および未来へ継承する方策の研究，基盤研究（C），

平成25～ 28年度，70万円

3）　政府および地方公共団体（関連法人を含む）から

の補助金

川井操、ヒメネス・ベルデホ・ホアンラモン，南政宏，

彦根市・琵琶湖湖岸エリアの空き店舗改修による

地域拠点の創出に関する実践的研究，	COC地域型

公募課題，平成27年度,	50万円

川井操、松岡拓公雄、愛荘町「愛知川宿再整備計画」,	

COC地域型公募課題,	平成27年度，40万円

白井宏昌，松岡拓公雄，永井拓生,	西の湖の葦を利用

した仮設パビリオンの基本デザイン，COC地域型

公募課題，平成27年度，40.5万円

永井拓生，芦澤竜一，上田洋平，川井操,	八坂町にお

ける空き家の学生シェアハウスへの再生活用を目

的とした再生手法の検討および実測調査，COC地

域型公募課題，平成27年度，49.5万円

松岡拓公雄、田口真太郎,	近江八幡「西の湖の自然活

用計画」COC地域型公募課題，平成27年度，60

万円

4）　その他財団からの研究補助金

高田豊文．滋賀県立大学奨励寄附金，（一社）全国古

民家再生協会，平成27年度，30万円

高田豊文．滋賀県立大学奨励寄附金，新日鐵住金株

式会社技術開発本部，平成27年度，50万円

陶器浩一，永井拓生,	東日本大震災被災地域における

学生ボランティアと地域住民との交流の実践―気

仙沼・竹の会所を拠点として，日教弘本部奨励金，

公益財団法人　日本教育公務員弘済会，平成25年

度～ 27年度，99.9万円

永井拓生,	市場ニーズに応える木材生産と長期的視座

に基づく森林管理および里山の環境づくりに関す

る研究，LIXIL住生活財団調査研究助成，公益財団

法人LIXIL住生活財団，平成27 ～ 28年度，87.5
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万円（15-58）

永井拓生，芦澤竜一，ヒメネス・ベルデホ・ホアン

ラモン,	タクロバン（フィリピン）を対象とした被災

地域の復興に関する研究，鴻池財団，平成27年度，

50万円

ヒメネス	ベルデホ	ホアン	ラモン,布野修司,	Reuse	of	

Temporary	Housing	（Second	life）	Study	on	the	

Temporary	housing	project	 in	Tacloban	city	

（Philippines）,一般財団法人,	2014年6月～ 2015

年10月、81万円

田中和彦、ヒメネス	 ベルデホ	 ホアン	 ラモン,	

JAPANESE-PHILIPPINE	CONFERENCE	FOR	

URBAN	REDEVELOPMENT	OF	TACLOBAN	

CITY、Japan	 Society	 for	 Asian	 Pacif ic	

Properties	Studies,	国際交流基金アジアセンター	

アジア・文化創造協働助成、Grant	Program	for	

the	Promotion	of	Cultural	Collaboration、2015年

8月5日～ 2015年8月6日、1,724 ,200円

ヒメネス	ベルデホ	ホアン	ラモン,　JAPANESE-

PHILIPPINE	RESTORATION	TALLER	FOR	

BOHOL	ISLAND’S	CULTURAL	HERITAGES、

The	 Japan	 Foundation	Asia	 Center、Asia	

Center	Fellowship	Program、2015年8月4日～

2015年9月26日、777 ,600円

5）　受託研究の受け入れ

高田豊文．平成27年度（産委）多賀町産木材の力学性

能の検証試験業務委託，滋賀県立大学受託研究，

多賀町，平成27年度，27万円

高田豊文．地域産木材を活用した木造ロングスパン

架構（すだれ梁）の実大実験による力学特性の研

究，滋賀県立大学受託研究，（一社）地域再生プロ

ジェクトみなおし，平成27年度，60万円

永井拓生，村上一真，高橋卓也,	持続可能な林業振興

と健全な森林整備，一般社団法人環びわ湖大学・

地域コンソーシアム（甲賀市との共同研究），平成

27年度，10万円	

白井宏昌，松岡拓公雄，永井拓生,	多賀町木質化計画、

滋賀県多賀町、平成27年度、40.4万円

松岡拓公雄,	白井宏昌、彦根金亀公園計画模型検討,	

24万円

10．研究員の受入

Jesus	Alberto	Pulido	Arcas,	 ヒメネス	 ベルデホ	

ホ ア ン	 ラ モ ン,	Research	group	Architectural	

Composition	and	Environment.	Group	Code：	

RNM-162 ,	 Environment	Energy	Simulation	

Study	on	Urban	and	Architectural	 Space	of	

Japanese	Heritage	cities,	2014年7月15日 ～

2015年5月15日

11．特許、実用新案、品種登録、意匠、その他著作

権に関わる事項

なし

12．社会への貢献

１）　各種委員会　

芦澤竜一,	2015年度JIA優秀建築選タスクフォース委

員

芦澤竜一,	2015年度岩手県河川・海岸構造物の復旧

等における環境・景観検討委員会委員

芦澤竜一,	住空間ecoデザインコンペティション審査

員

芦澤竜一,	建築合宿2016　審査員、2016．3

芦澤竜一,	建築学生ワークショップ高野山2015　審

査員、2016．3

伊丹清,	窓の熱性能審査委員会,	委員，一社リビング

アメニティ協会，（2015年4月～ 2016年3月）

伊丹清,	グリーン建材・設備製品に関する国際標準化

･普及基盤構築事業	窓/ガラス分科会	委員，一社日

本建材・住宅設備産業協会，５回（2014年6月～

2015年3月）

伊丹清,	グリーン建材・設備製品に関する国際標準化

･普及基盤構築事業	窓遮熱性能国際標準化分科会	

委員，一社日本建材・住宅設備産業協会，５回（2015

年6月～ 2016年3月）

伊丹清,	グリーン建材・設備製品に関する国際標準化

･普及基盤構築事業	カーテンウォール熱貫流率計算

法原案作成分科会	委員，一社日本建材・住宅設備

産業協会，６回（2015年6月～ 2016年3月）

迫田正美,	大津市特定旅館建築審議会，委員，開催な

し（2014年4月～ 2016年3月）

白井宏昌、高島市役所庁舎整備プロポーザル選定委

員会、委員、2回、（2015年7月～ 8月）

高田豊文，滋賀県土砂災害防止対策専門家会議，委員，

3回（2015年4月～ 2016年3月）

高田豊文,	滋賀県宅地耐震化推進事業検討会議，委員，

1回（2015年4月～ 2016年3月）

高田豊文,	大津市建築審査会，会長，3回（2015年4

月～ 2016年3月）

高田豊文，大津市大規模盛土造成地調査検討委員会，

委員，0回（2015年4月～ 2016年3月）

高田豊文，平田認定こども園新築基本設計および実

施設計委託業務候補者選定公募型プロポーザル審

査委員会，委員，1回（2015年7月～ 2015年8月）

高田豊文，東近江市伝統的建造物群保存地区保存審
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議会耐震化小委員会，委員，0回（2015年4月～

2016年3月）

高田豊文，湖南市入札監視委員会，委員，2回（2015

年4月～ 2016年3月）

高田豊文,	愛荘町防災会議，委員，1回（2015年4月

～ 2016年3月）

高田豊文,	愛荘町水防協議会，委員，1回（2015年4

月～ 2016年3月）

高田豊文,	多賀町森林資源循環システム構築に関する

ワーキンググループ，委員，12回（2015年4月～

2016年3月）

高田豊文,	滋賀県建築士会・建築物耐震判定評価委員

会，委員長，2回（2015年4月～ 2016年3月）

高田豊文,	滋賀県建築士事務所協会・建築物耐震判定

委員会，副委員長，3回（2015年4月～ 2016年3月）

高田豊文,	三重県建築士事務所協会・耐震診断判定委

員会，委員，1回（2015年4月～ 2016年3月）

高田豊文,	滋賀県立彦根東高等学校スーパーサイエン

スハイスクール，運営指導委員，2回（2015年4月

～ 2016年3月）

陶器浩一,	滋賀県建築物耐震判定委員会　委員長

陶器浩一,	彦根市建築審査会　会長

陶器浩一,	建築新人戦実行委員会、建築新人戦　実行

委員

陶器浩一,	中部建築賞　審査員,中部建築賞協議会

陶器浩一,	大阪建築コンクール　審査員,大阪府建築士

会

陶器浩一,	建築ワークショップ高野山2015審査委員,

アートアンドアーキテクトフェスタ

陶器浩一,	多賀町中央公民館設計者選定コンペ　審査

委員

陶器浩一,	堺市「学校施設老朽化対策先導事業」懇話

会委員

H.	 Toki,	 Jury	 of	 The	 4 th	 	 Asian	 contest	 of	

architectural		rookie’s	award	

轟慎一,	近江八幡市都市計画審議会，会長職務代理

（2015年4月～ 2016年3月）

轟慎一,	長浜市都市計画道路見直し方針検討委員会，

委員（2015年4月～ 2016年3月）

轟慎一,	彦根市都市交通マスタープラン策定委員会，

委員（2015年5月～ 2016年3月）

轟慎一，彦根市福祉有償運送運営協議会，委員（2015

年6月～ 2016年3月）

轟慎一,	湖東圏域公共交通活性化協議会，副会長

（2015年7月～ 2016年3月）

轟慎一,	長浜市都市計画マスタープラン改定委員会，

委員（2015年10月～ 2016年3月）

轟慎一,	滋賀県景観審議会，会長代理（2015年10月

～ 2016年3月）

轟慎一,	滋賀県景観審議会屋外広告物適正化検討専門

部会，部会長（2015年10月～ 2016年3月）

轟慎一,	米原市都市計画マスタープラン改定検討委員

会，副委員長（2015年12月～ 2016年3月）

永井拓生,	滋賀県農業共済組合連合会，損害評価委員，

2013 ～ 2015

永井拓生,	第2回学生・若手実務者のための構造デザ

インコンペティション・審査員，2015年6月20

日2次審査（公開審査）開催，建築会館，総合資格

学院主催

松岡拓公雄,	滋賀県国体主会場整備計画に係る懇話会

座長

松岡拓公雄,	宇治まちづくり審議会会長

松岡拓公雄,	宇治川太閤堤跡歴史公園整備PFI審査会

会長

松岡拓公雄,	宇治まちづくり審議会会長

松岡拓公雄,	宇治景観アドバイザー

松岡拓公雄,	宇治JR協議／審議会部会会長

松岡拓公雄,	彦根市都市計画マスターフラン改定委員

会委員

松岡拓公雄,	愛荘町近代建築物保存等検討委員会委員

松岡拓公雄,	愛荘町交流拠点コンペ審委会会長

松岡拓公雄,	長浜市産業文化交流拠点整備検討会議委

員長

松岡拓公雄,	長浜市豊公園再整備計画検討委員会委員

長

松岡拓公雄,	大津市景観審議会会長

松岡拓公雄,	大津市都市景観審議会専門部会座長

松岡拓公雄,	大津水辺空間研究会サブリーダー

松岡拓公雄,	彦根市都市景観審議会委員副委員長

松岡拓公雄,	彦根市景観アドバイザー

松岡拓公雄,	彦根市金亀公園整備検討委員会委員長

松岡拓公雄,	彦根市国体対応勉強会会長

松岡拓公雄,	彦根市都市景観審議会委員副委員長

松岡拓公雄,	彦根市文化的景観検討委員会委員

松岡拓公雄,	多賀中央公民館整備委員会委員長

松岡拓公雄,	多賀中央公民館木造コンペ審査委員長

松岡拓公雄,	高島市新庁舎プロポーザルコンペ審査委

員長

松岡拓公雄,	草津市景観アドバイザー

松岡拓公雄,	近江八幡未来づくりキャンパス委員

松岡拓公雄,	近江八幡市「まち・ひと・しごと」観光

部会部長

松岡拓公雄,	近江八幡松明フェスタ他の実行委員会

松岡拓公雄,	野洲市景観審議会会長

松岡拓公雄,	湖南市景観審議会会長

松岡拓公雄,	湖北消防所設計者選定審査委員長
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松岡拓公雄,	ＮＨＫ新放送会館設計者選定審査委員長

松岡拓公雄,	仁徳天皇陵ヒシターセンター設計業者審

査会委員

松岡拓公雄,	木の家設計クランフリ審査員

松岡拓公雄,	びわ湖健康・省エネ住宅推進協議会副会

長

松岡拓公雄,	スマートウェルネス住宅等推進調査委員

会委員

松岡拓公雄,	近江地域学会理事

松岡拓公雄,	団地再生研究会理事

松岡拓公雄,	NPOエコ村ネットワーキング理事

松岡拓公雄,	NPOモエレ・ファン・クラブ理事

松岡拓公雄,	関西電力エネルギー懇話会委員

松岡拓公雄,	WICサマースクール「木のある暮らし」

企画委員

松岡拓公雄,	KKK建築検査機構監査員、大阪市

村上修一,	彦根市都市計画審議会，委員，2回（2015

年8月～ 2016年3月）．

村上修一,	彦根市新市民センター整備基本計画および

金亀公園再整備基本計画検討委員会，委員，6回

（2015年6月～ 2016年3月）．

村上修一,	甲賀市都市計画審議会，委員，1回（2015

年6月～ 2016年3月）．

村上修一,	近江八幡市風景づくり委員会，委員，1回

（2015年8月～ 2016年3月）．

村上修一,	大津市景観審議会，委員，1回（2015年11

月）．

村上修一,	長浜市みどりの基本計画検討委員会，委員

および委員長，3回（2016年2月～ 3月）．

村上修一,	新名神高速道路滋賀県域自然環境保全検討

会，委員，2回（2015年6月～ 2016年3月）．

村上修一,	京都ランドスケープデザイン展実行委員

会，委員，2回（2015年6月～ 2016年3月）．

２）　学会貢献

芦澤竜一、2015年度　一社）日本設計学会　理事

高田豊文，日本建築学会・応用力学運営委員会，委

員（2015年4月～ 2016年3月）

高田豊文,	日本建築学会・構造設計・解析の最適化理

論応用小委員会，主査（2015年4月～ 2016年3月）

高田豊文,	日本建築学会・構造物のレジリエンス評価

小委員会，幹事（2015年4月～ 2016年3月）

陶器浩一,	日本建築学会　大会建築デザイン発表会運

営委員会　幹事

陶器浩一,（一社）日本建築設計学会　理事、監事

陶器浩一,	Student	Summer	Seminar2015審査員　

日本建築学会

陶器浩一,	日本建築学会賞（技術部門）審査委員　日本

建築学会

轟慎一,	農村計画学会査読委員（2015年）

轟慎一,	日本造園学会校閲委員（2015年）

永井拓生,	日本建築学会構造委員会シェル空間構造運

営委員会，委員，2014 ～

永井拓生,	日本建築学会構造委員会シェル空間構造形

態創生小委員会，主査，2013 ～

T.	Nagai,	Local	Scientific	Committee	 for	 IASS	

2016	Tokyo,	The International Association for Shell 
and Spatial Structures,	2015 ～

松岡拓公雄,	日本建築設計学会理事

松岡拓公雄,	滋賀県建築審査会会長

村上修一,	日本造園学会・論文集委員会，分野幹事

（2015年9月～ 2016年3月）

村上修一,	日本造園学会・校閲委員会，委員（2015年

12月～ 2016年3月）

村上修一,	日本造園学会・作品選集刊行委員会，委員

（2015年4月～ 2016年3月）

村上修一,	日本造園学会・関西支部運営委員会，委員

（2015年4月～ 2016年3月）

３）　国際貢献・海外調査など

伊丹清,	グリーン建材・設備製品に関する国際標準化・

普及基盤構築事業（経産省委託）	カーテンウォール

熱貫流率計算法原案作成分科会	北米調査，一社日

本建材・住宅設備産業協会，2015年10月11〜
17日，USA（サンフランシスコ、バークリー、ワ

シントンDC）

13．マスメディアへの対応

１）　新聞、雑誌等からの取材による記事

白井宏昌（2015）スポーツを考える、毎日新聞、2015

年9月19日夕刊

松岡拓公雄（2015）吉祥寺mag１号,　対談（吹田良平

vs松岡拓公雄）

松岡拓公雄（2015）週刊住宅新聞社インタヴュー記事

／未来の都市像

２）　TV、ラジオ番組への出演等

３）　その他

伊丹清（2015）ドア製品の熱貫流率計算依頼（２件）、

文化シヤッター株式会社


