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1 部門スタッフ 

教授 阿部 浩和 

略歴：1983 年 3 月大阪大学工学部建築工学科卒業，

同年 4 月(株)竹中工務店入社，1996 年 4 月(株)竹中

工務店設計部主任，1998 年 4 月(株)竹中工務店設計

部課長代理，1998 年 4 月大阪大学全学共通教育機構

非常勤講師（兼務），2002 年 4 月大阪大学講師サイ

バーメディアセンター，2003 年 10 月大阪大学同助

教授，2004 年 10 月大阪大学同教授，日本図学会，

日本建築学会，ISGG 会員，日本建築学会建築教育

研究小委員会主査，日本図学会図学教育研究会委員

長 

 

准教授 義久智樹 

略歴：2002 年 3 月大阪大学工学部電子情報エネル

ギー工学科卒業。2003 年 3 月大阪大学大学院情報科

学研究科マルチメディア工学専攻博士前期課程修了。

2005年 3月大阪大学大学院情報科学研究科マルチメ

ディア工学専攻博士後期課程修了、博士（情報科学）。

2005年 4月京都大学学術情報メディアセンター助手

就任。2007 年 4 月より同助教。2008 年 1 月より大阪

大学サイバーメディアセンターサイバーコミュニ

ティ研究部門講師。2009 年 3 月より同准教授。この

間、カリフォルニア大学アーバイン校客員研究員。

IEEE、情報処理学会、電子情報通信学会各会員。 

 

助教 安福 健祐 

略歴：1999 年 3 月大阪大学工学部建築工学科卒業、

2001年 3月大阪大学大学院工学研究科建築工学専攻

博士前期課程修了、同年 4 月株式会社コナミコン

ピュータエンタテインメント大阪勤務。2007 年 3 月

大阪大学大学院工学研究科建築工学専攻博士後期課

程修了、同年 4 月大阪大学サイバーメディアセン

ターサイバーコミュニティ研究部門助教。ISGG、日

本図学会、日本建築学会会員。 

 

2 教育および教育研究支援業績 

本研究部門の教育に係わる主な活動を，以下に列

記する． 

2.1 教育活動 

本部門は大学教育実践センターにて図学教育を，

工学部地球総合工学科，大学院工学研究科地球総合

工学専攻建築工学部門にて建築・都市デザイン学講

座・建築形態工学領域を兼担しており，学部，大学

院学生の研究指導を行うとともに，下記の講義を担

当した． 

大学教育実践センター 

 図学Ｂ‐Ⅰ（阿部・安福） 

 図学Ｂ‐Ⅱ（阿部・安福） 

 図学実習Ｂ‐Ⅰ（阿部・安福） 

 図学実習Ｂ‐Ⅱ（阿部） 

 グラフィックスの世界（安福） 

 データベースシステム（義久） 

 サイバーサイエンスの世界（義久） 

 情報探索入門（義久） 

工学部地球総合工学科 

 建築総合デザイン（阿部） 

 建築設計第４部（阿部） 

 建築設計第５部（阿部・安福） 

 卒業研究（阿部・安福） 

工学研究科地球総合工学専攻建築工学部門 

 建築設計マネジメント論（阿部） 

 建築・都市デザイン A（阿部，安福） 

 建築・都市デザイン B（阿部，安福） 

 建築形態工学特論（阿部） 

 建築空間生理学（阿部） 

 建築工学特別講義Ⅰ（阿部） 

 建築工学ゼミナールⅠ（阿部） 
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 建築工学ゼミナールⅡ（阿部） 

 

2.2 電子図書館に関するデータベース構築支援 

附属図書館と協力して，学術情報データベースの

提供をはじめとする電子図書館機能のサービスを

行っている．附属図書館内にはマルチメディア端末

や情報コンセントシステムを配置し，インターネッ

ト上のディジタル情報を活用しながら研究できる環

境を提供している．また，平成 17 年度より CSI 事

業の一環として附属図書館に協力し次世代学術コン

テンツ基盤の整備に向けた機関リポジトリ（OUKA）

のシステム構築支援を行っており，2009 年度で 1 万

６千件を達成した．現在博士論文 1469 編，紀要論

文 6288 編，研究報告書 837 編，会議発表用資料 ６

９編，教材 58 編，貴重書 435 編，本学関連学会論

文 5903 編，単行書 8 編，その他 1066 編が収集，公

開されている． 

 

2.3 没入型ディスプレイによる建築デザイン支援 

 没入型ディスプレイ装置 HOPE のアプリケーショ

ンソフトウェアとして，本研究部門が開発を行った

建築・都市ウォークスルーシミュレータを工学研究

科地球総合工学専攻建築工学部門における講義など

に利用し，没入型ディスプレイを利用した建築デザ

イン検討の支援を行った（阿部・安福） 

 

2.4 工学研究科 CAD 端末の運営支援 

 2010 年度から始まる CAD・CG の授業に向けて

新の 3 次元 CAD・CG ソフトウェアと 2 次元画像処

理ソフトウェアの企画・準備を行った。（安福） 

 

2.5 デザインシミュレーションシステム構築支援 

 CAD、VR 技術を利用して、建築設計をはじめと

するデザインシミュレーションシステムの構築支援

を行った。サイバーメディアセンターでは、高精細

没入型ディスプレイ（HOPE）を運用しており、そ

のソフトウェアの一つとして、建築物を実物大で表

示し、空間デザインの検証を行うシステムを開発し

た。また、2009 年 2 月には、本部門が運用している

大学教育実践センター図学 CAD 教室のシステム更

新を行った。さらに、工学研究科で運用されている

工学部 CALL・CAD 教室のシステム更新（2009 年 3

月）の際は、ハイエンドの建築用 CAD ソフトウェ

アの導入支援、技術審査を行う等、教育環境の整備

を行った。（阿部，安福） 

 

3 研究概要 

我々の生活を支える建築や都市の構築には次世代

への十分な配慮が欠かせない．しかし限られた資源

を認識し持続可能な社会の実現を標榜しつつ，市場

経済のメカニズムによってますます高度化し肥大化

する都市には様々な問題が潜んでいる．サイバーコ

ミュニティ研究部門では，社会の基礎となる組織・

個人の枠組みにおけるコミュニティの構築を通して，

これからの建築・都市・社会の形態構成について考

究することを目的としている．建築の形態構成に関

しては設計・デザイン手法の開発はもとより，コミュ

ニティの合意形成やプロジェクト・マネジメントの

適化に関する研究などを行っており，高度化する

建築・都市における形態構成に関しては都市や建築

と情報化技術のかかわりに関するサイバーコミュニ

ティの構築に関する研究や災害時の危機管理プログ

ラムの開発，可視化技術を用いた避難シミュレー

ションの研究などを行っている．また都市・社会の

形態構成についてはサスティナブルデベロップメン

トに関する研究や都市における建築物群の保存・保

全に関する研究を行っている． 

  

3.1 サスティナブルデベロップメントとブラウン

フィールド再生に関する研究 

先進諸国ではこれまでの経済成長を支えてきた生

産施設の再編・移転によって発生した工場跡地や経

営不振によって撤退した業務施設の跡地などの再利

用が問題となっており、使用されなくなった土地、

再利用の目処が立たない土地は拡大傾向にある。ま

たブラウンフィールドの中でも都心から離れており、

産業構造が大きく変化した地区、あるいは都心部で

はあるが敷地の権利関係が複雑で開発が難しい地区

（以下マージナルエリア）などでは長期間にわたっ

て放置されている場合が多い。また近年の金融経済
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危機を背景に多くの先進諸国においてこれまで順調

に再生が進んできたプロジェクトにも支障が生じて

いる可能性があり、特にマージナルエリアにおける

再生は困難な状況にあるものと考えられる。 

本研究部門では、日英におけるマージナルブラウ

ンフィールドサイトの再生状況を比較し、その開発

過程におけるステークホルダーの意識を調査すると

ともに、これからのブラウンフィールド再生策とそ

れに関るステークホルダーの役割を明らかにするこ

とを目的に研究を行っている。 

 

3.2 ラオスヴィエンチャンにおける住宅改善に関す

る研究 

Vientiane has experienced remarkable growth, and 

multiple modern housing developments have appeared 

throughout the city and suburbs1. In the mid-1990s, 

however, the cultural heritage sites of Vientiane and 

other regions in the Lao PDR suffered extensive damage 

(LOGAN, et al. 2003), due primarily to the increased 

number of foreign tourists and foreign investment. In 

addition, young people in rural and remote areas 

gradually migrated to the cities, thus increasing the urban 

population. These social trends created an immediate 

need for more residential development in Vientiane.  

Our laboratory aims to identify the conditions and 

perception for renovation of Lao houses in suburban 

areas in Vientiane, to support the expectation of the 

future lifestyle of Lao house in the urbanizing of 

Vientiane, Lao PDR. 

 

3.3 建築物群の保全に関する研究 

近年、街づくりや地域のシンボルとして歴史的建

築物の保存・活用への関心が高まってきている。歴

史的建築物は、建築物単体としての価値、景観形成、

観光資源などの点から保存・活用されることが望ま

しい。スクラップアンドビルドによる開発を続けて

きた日本だが、持続可能な開発、環境問題といった

観点からも、歴史的建築物の保存・活用は進めてい

く必要があるといえる。神戸市中央区北野町山本地

区は、兵庫開港によって海岸沿いに設けられた居留

地の外国人たちの住宅地として、明治 20 年代の山手

方面の道路整備を経て外国人住宅としての洋風建築

物が数多く建てられ、和風建築も加わり異国情緒豊

かな独特の雰囲気を持つ町並みが形成された。この

地区は、神戸の中心である三宮・元町に近接してお

り、昭和 30 年代以降の経済成長のもと建物の建て替

え・老朽化による減失などによって洋風建築物が失

われていったが、現在も多数の建物が残されている。

そしてこれら歴史的環境を守り育てていくために、

条例に基づく伝統的建造物群保存地区や都市景観形

成地域の指定などの対策がとられている。 

本研究部門では、神戸市中央区北野町山本通地区

の歴史的建築物について調査し、その中でも住居用

途の歴史的建築物の所有者に対してアンケート調査

を実施することで、建物の保全・改修の現状とその

課題を把握することを目的に研究を行っている。 

 

3.4 大規模構築物における避難行動に関する研究 

大規模構築物の避難安全性を検証する方法の一つ

として、コンピュータを用いた人間の避難行動シ

ミュレーションが挙げられる。海外では商用のソフ

トウェアが開発され、国内においても、東京消防庁

の優良防火対象物認定表示制度では、審査システム

に避難シミュレーションを利用できるとあり、今後、

実用化がさらに進んでいく可能性がある。その一方

で、シミュレーション結果の妥当性を検討するため

の方法や避難行動データは十分に整理されておらず、

信頼性のある評価方法の確立が求められている。本

研究部門では、複数の避難行動モデルを取り扱うた

めのフレームワークを開発し、シミュレーション結

果の妥当性を検証するシステム構築に関する研究を

行う。 

 

3.5 BIM・アルゴリズミックデザインに関する研究 

情報技術の急速な進展に伴い、建築設計分野にお

いても 3D-CAD/CG ソフトウェアの利用が広まりつ

つある。特に近年、建築物の３次元モデルを作成し、

壁、床、柱等の部材情報からコストや仕上げ情報ま

でを追加し、建築の設計、施工から維持管理までの

あらゆる行程で利用する BIM（Building Information 
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Modeling）という概念が注目されている。また、コ

ンピュータプログラムによってデザイン上の要求条

件を満たす建築形態を創り上げるアルゴリズミック

デザインを用いる手法が、世界規模の建築デザイン

コンペで多くみられる。本研究部門では、現在の建

築業界における BIM、アルゴリズミックデザインの

利用傾向、またその課題を明らかにするとともに、

アルゴリズミックデザインの中でも可能性が大きい

分野の一つと言われているエージェントベース人間

行動シミュレーションに関する研究開発を行う。 

 

3.6  CG・VR を用いた空間認識に関する研究 

建築設計者の施主に対する説明責任が増している

現在、設計初期の段階で設計者がイメージする空間

の検討や、プレゼンテーションにおいて CG・VR 技

術を活用する機会が増している。また、大規模な公

共空間において、利用者が迷いにくい空間の構成や

適な案内板、サイン等の配置検討を行うため、仮

想空間を用いて事前に検討する手法が有効と考えら

れる。しかしながら、人間がディスプレイ上に映る

仮想空間をどれほど正確に認識できているか、また、

建築図面との相互把握はできているかについても同

時に検証が必要となる。本研究部門では、CG・VR

技術により建築物を再現し、CG アニメーションや

インタラクティブな操作を用いた場合の空間認識に

関する研究を行う。 

 

3.7 コミュニティ情報配信のための端末伝送型イン

ターネット放送に関する研究 

近年、YouTube や Google Video といったインター

ネット放送の利用者が世界的に急増している。イン

ターネット放送では、映像や音楽といったコンテン

ツをインターネットを介して配信する。これまでの

電波放送とは異なり、非常に多くのコンテンツを視

聴者に提供できる利点があるが、人気のあるコンテ

ンツに視聴要求が集中すると、配信サーバの負荷が

大きくなり、コンテンツの再生が頻繁に中断される

という問題が発生する。例えば、以下のような再生

中断が発生する。 

［ケース 1］動画コンテンツの再生ボタンをクリッ

クしても再生が始まらない。 

［ケース 2］動画コンテンツの再生中に途切れが発

生し、視聴が妨げられる。 

そこで本研究では、端末伝送型のインターネット

放送におけるコンテンツ配信方式を提案し、コンテ

ンツの再生中断時間を短縮している。端末伝送型イ

ンターネット放送では、コンテンツを再生する端末

間でもコンテンツのデータを伝送することで配信

サーバにかかる負荷を軽減し、再生中断時間を短縮

できる。本研究の全体構想を以下に示す。 

 

視聴者1

配信サーバ

視聴者2

視聴者3

配信サーバ伝送

端末伝送

端末伝送

インターネット

途切れのない再生に必要な待ち時間

再生中の途切れ時間

ビデオ操作可能なコンテンツ配信手法

選択型コンテンツの配信手法

研究期間内に を明らかにする

 

端末伝送型インターネット放送 

 

3.8 コミュニティ情報収集のためのモバイルセンサ

ネットワークに関する研究 

近年、温度や湿度といったセンサを持つ小型計算

機（センサノード）がネットワークを形成してセン

サデータを処理するセンサネットワークに対する注

目が高まっている。これまでのセンサネットワーク

の研究は、設置された動かないセンサノードがセン

サから取得したデータをいかに効率よく収集するか

に注力したものがほとんどであった。本研究では、

動くセンサノードであるモバイルセンサノードを利

用し、環境に対して柔軟かつ効率的にデータ処理を

行う。モバイルセンサノードで構成されるセンサ

ネットワークをモバイルセンサネットワークと呼ぶ。

モバイルセンサネットワークでは、各センサが時々

刻々と変化する環境情報や個人の状況などをセンシ

ングし続ける。例えば、以下の用途が考えられる。 

［ケース 1］子供を追跡するモバイルセンサノード

を用いて子供がどこにいるか確認する。 

［ケース 2］定期的に留守中の自宅を巡回するモバ
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イルセンサノードを用いて不審者が侵入していない

か確認する。 

これらの例のように、モバイルセンサネットワー

クに関する研究は人々が安全かつ安心して暮らせる

社会の実現に役立つ。モバイルセンサネットワーク

では、柔軟かつ効率的にデータを処理できるように

モバイルセンサノードを利用する必要があるため、

従来のモバイルコンピューティングやセンサネット

ワークの枠組みとは異なる新たなデータ管理技術が

必要となる。そこで本研究では柔軟かつ効率的に

データ処理を行うことを目的とし、モバイルセンサ

ネットワークのための柔軟かつ効率的なデータ配信

技術を研究している。 

モバイルセンサネットワークでは、下図に示すよ

うに、屋根や街灯に設置された従来の動かないセン

サノードの他に、人がセンサノードを持っていて人

が動くことで不特定の経路上を動くモバイルセンサ

ノード、バスに設置された特定経路上を動くモバイ

ルセンサノード、駆動機構をもち任意の経路上を動

くモバイルセンサノード、の 3 種類のモバイルセン

サノードが考えられる。本研究では、これらのモバ

イルセンサノードを積極的に利用して柔軟かつ効率

的にデータを処理する。 

 

シンクノード
（基地局）

固定センサノード

モバイルセンサノード
人が持っている

バスについている 自分で動ける  

モバイルセンサネットワークの例 

 

3.9 コミュニティ情報利用のための情報通信・エネ

ルギー統合技術に関する研究 

ライフスタイルの変化に伴い、個別機器の省エネ

が進んでいるにも係らず、エネルギー消費が増加し

てきている。家庭における省エネルギー化は、人の

不在を検知して消灯する対策や、電力量の局所的な

可視化による生活者の自主的な省エネ行動に留まり、

CO2 排出削減量は頭打ちとなっている。省エネル

ギー効果をより向上させるためには，電力ネット

ワークと情報ネットワークの統合により、実世界の

人間の行動パターンに応じてエネルギーを制御し、

管理していくことが必要となるが、現状は個々の機

器での省電力にとどまり、情報交換して協調的に動

作することが考えられていない。一方、これまでの

ユビキタスコンピューティング研究においては、あ

らゆるモノにセンサ機能とコンピュータを内蔵させ

それらをネットワークで結合することで、個々のモ

ノでは実現できない高度なサービスを、実世界の人

間の行動に合わせて提供することが研究されてきた。

そこで本研究では、ユビキタスコンピューティング

で培われた技術を、エネルギーの制御に応用するこ

とを基本的な考え方とし、電力供給において、電力

伝送をキルヒホッフの回路法則である物理的拘束か

ら解放し、情報通信技術との融合により、総合的に

その消費を下げながら QoL を維持する機構の提案

と，地域に於ける新しいエネルギー供給のあり方の

可能性を提案している。 

具体的には、家電機器等に供給される電力の流れ

を情報化し、個々の家電機器等に供給される電力と

その時間変化を明確化する技術や情報化された電力

の供給量を制御する技術を開発している。また、生

活者の利便性や快適性（QoL）を大幅に損なうこと

なく低炭素化を実現していく技術や、単に一家庭に

おいてCO2 排出量の削減が実現されるだけでなく、

地域全体において CO2 排出削減を実現する技術を

研究開発している。 

 

4 2009 年度研究業績 

4.1 サスティナブルデベロップメントとブラウン

フィールド再生に関する研究 

日英における比較研究として、英国でのブラウン

フィールド再生は「サスティナブルデベロップメン

ト」という国家戦略の一環として広く認識されてお

り、ＤＥＴＲは新しく建設する住宅の６０％をブラ

ウンフィールドに建てるといった指導で、様々なイ

ンセンティブが与えられているが、日本ではそのよ

うな認識は一般的ではなく、環境問題としての特別
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の支援はほとんどみられない。一方、日英で共通す

る認識としては、住宅系のデベロッパーでは土壌汚

染が開発の障害の一つとして認識されているが、た

だそれが必ずしも 大の阻害要因ではなく、むしろ

土地の細分化に起因する問題や地権者の合意形成の

問題のほうがより大きな障害になっている点で共通

している。また規制緩和策に関して、日本では容積

割増による高層・高密化が有効な手段として用いら

れるが、英国ではそれほど有効な手段ではない。ま

た、再生後のランドスケープに関して、日本ではそ

の大半が既存の建築物を建て替えることが一般的で

あるが、英国の場合は既存の工場や倉庫を取り壊す

ことなく再利用している事例が多く見られた。これ

らは両国の文化的価値観や住生活に対する認識の相

違、可住面積の違いなどに起因するところが大きい。

また 2008 年のリーマンショック以降の経済不況の

影響によってブラウンフィールド再生は大変厳しい

状況であることも同様であり、不動産価格の下落に

伴う従前の事業計画の見直しを迫られている状況が

見られた。ただ不動産市場に関して、英国ではこれ

まで 20 年以上の好景気が続いていたことの反動が

大きいこと、一方、日本は 1990 年代のバブル崩壊以

降、不動産の証券化やＲＥＩＴなどによる不動産投

資のグローバル化の進展が却ってリーマンショック

の影響を受けやすくしたことなどが指摘された。い

ずれの地域も現在の状況を克服できる特効薬はない

ものの、目先の対策に終始するのではなく、明確で

長期的なヴィジョンを持つことが必要であり、公共

セクターが一方的に支援するのではなく民間との良

好なパートナーシップが欠かせないとの認識で一致

した。 

関連発表論文 

(1) H. Abe，N. Otsuka，”Brownfield and Post Industrial 

site in Osaka prefecture -Regenerating Hardcore 

Brownfield Sites in England and Japan-“, Workshop on 

Regenerating Hardcore Brownfield Sites in England and 

Japan (Oxford Institute for Sustainable Development), 

9th Sep. 2009.  

(2) 平野暁子，阿部浩和,”地方都市におけるブラウ

ンフィールドサイトに関する考察 ‐泉州地区にお

ける繊維工業跡地を事例として‐”,日本建築学会技

術報告集 16 巻 第 32 号,pp309-313, 2010.2 

(3) 高橋彰，阿部浩和,”大阪圏におけるマージナル

ブラウンフィールドサイト再生に関する考察‐大阪

市東部地区を事例として‐”,日本建築学会技術報告

集 16 巻 第 32 号, pp303-308, 2010.2 

 

4.2 ラオスヴィエンチャンにおける住宅改善に関す

る研究 

The field survey of 32 houses and questionnaires had 

been undertaken in July-August 2007 in two suburban 

villages (Ban-Phosi, and Ban-Thongmang) of Vientiane, 

The main findings were; 1) An increasing number of 

renovations of Lao houses were found from 1995. This 

seems to be connected with the beginning of the 

Vientiane Integrated Urban Development Program 

(VIUDP) in 1994; 2) In Ban-Phosi, as an older village, 

number of renovation house is larger than in 

Ban-Thongmang. Ban-Thongmang, a newer village, 

where more inhabitants perform agricultural production 

was found more renovation of roof and extension of 

warehouse; 3) First step of renovation is mainly sanitary 

equipments, second step is mainly communicational or 

relaxing room extended, and the third step is mainly 

changing material; 4) There are few inhabitants residing 

in the house that build a wall on the ground floor planed 

to “destroy and build a modern house”. These types seem 

to be responded to the need of recent lifestyle; 6) Most of 

the younger families (under 30 years old) want to destroy 

and build a modern house. The middle aged families 

(30-40 years old), reported proportions of “destroy and 

build modern house” and “some renovations” similarly at 

approximately 40%.  Among the older families (above 

40 years old), the response rate of “keep the same style” 

reached 50%. 

関連発表論文 

(1) Saysavanh PHONGSAVANH , Hirokazu ABE and 

Katsuyuki YOSHIDA 、” Inhabitants Consciousness 

Concerning Detached Houses in the City and Suburbs of 

Vientiane, Lao PDR - A Case Study of Students' House at 
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the National University of Laos -”AIJ, Journal of Asian 

Architecture and Building Engineering、Vol.8, No.2 

pp339-346、2009.11 

(2) Saysavanh PHONGSAVANH・阿部浩和， "THE 

ALTERNATE HOUSES AND INHABITANTS` 

CONSCIOUSNESS IN VIENTIANE AND SUBURB 

AREA INLAO PDR."，日本建築学会大会学術講演梗

概集，No.5770 (in DVD)，2009.8 

 

4.3 建築物群の保全に関する研究 

北野町山本通地区内の住居用途の歴史的建築物に

ついて、建物の所有者に対し所有する建築物の保存

と改修に関するアンケートを実施し、住宅として使

用される歴史的建築物の保全と改修の現状とその課

題を調査した結果、ほとんどの歴史的建築物で今ま

でに改修工事が行われており、その主な理由は建物

の老朽化・機能向上・震災復旧であり、老朽化と機

能向上が改修理由の半数を占めること、改修工事が

行われた建物の部位については、建物の外壁・内装・

設備面の工事の件数が多い。工事に対する補助の件

数は建物の外壁・屋根・外構の建物の外観に関する

改修に対して補助がなされていることが多いこと、

回答を得られた建物のうち約半数が建物の老朽化や

機能向上を理由に将来の建物の改修を予定・希望し

ていること、歴史的建築物の保全に関して建物の変

更の不自由の問題があり、歴史的建築物を維持して

いくには老朽化した部分の改修が不可欠であるが、

そのような建物の変更に時間がかかるのには、建物

の変更許可の申請手続きなどに時間や手間がかかる

ことなどが明らかになった。 

関連発表論文 

(1) 杉江 順哉、阿部浩和,"堀江・中崎町におけるファ

サード変化に見られる仮設的コンバージョン建築の

変遷",日本建築学会近畿支部研究報告集, No.7075, 

pp585-588,2009.6 

(2) 渡邉智也、“住居用途の歴史的建築物の保全と改

修に関する研究―神戸市中央区北野町山本通地区を

事例として―”、2009 年度卒業論文 

 

4.4 大規模構築物における避難行動に関する研究 

複数の避難行動モデルを一つのシステム上で取り

扱える避難行動フレームワークを開発し、避難行動

モデルとして Social Force モデルおよび RVO モデル

を対象にして、群集歩行特性の比較分析、建築物の

避難シミュレーションの検証を行った結果、 Social 

Force モデルのほうが RVO モデルよりも建物出口に

おける群集のアーチアクションが再現されることや、

群集流動係数にばらつきが少ない点で避難シミュ

レーションとして適している特性を明確化した。ま

た具体的な建物での避難シミュレーションの適用例

では、各モデルの群集の大きさ、形、動きの違いが

避難時間に影響を及ぼすことを明らかにした。さら

に、当該システムを広域避難に適用するため、航空

画像・地図画像の領域認識結果を元に、災害発生時

の避難状況を可視化できるシステムに拡張し、大学

キャンパス内の避難に適用した結果、同時に約 2000

人規模の広域避難シミュレーションをほぼリアルタ

イムに表示できることが確かめられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シミュレーション画面 

関連発表論文 

(1) 安福健祐, “Social Force 型避難行動モデルの開

発と地図データベースを用いた広域避難への

適用,” 日本建築学会第 32 回情報・システム・

利用・技術シンポジウム論文集 , pp.73-78, 

2009.12 

(2) 安福健祐, “避難行動フレームワークの開発と

群集流動の可視化”, 日本図学会 2009 年度秋季

大会（東京）学術講演論文集, pp.75-80, 2009.11 
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(3) 安福健祐, “地図データベースを用いた広域避

難シミュレーションシステムの開発,” 日本建

築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 , No.11031, 

pp.515-516, 2009.8 

(4) 安福健祐, “高精細没入型避難シミュレータの

開発と避難経路選択に関する分析”, 日本建築

学会計画系論文集  第 74 巻  第 640 号 , 

pp.1265-1270, 2009.6 

 

4.5  BIM・アルゴリズミックデザインに関する研究 

建築実務設計者への BIM やアルゴリズミックデ

ザインの利用実態調査、アルゴリズムを適用された

作品を整理、分析することで、建築設計支援ツール

としての BIM・アルゴリズミックデザインの現状を

把握した。さらに、意匠設計者の意見を踏まえ、エー

ジェントベースシミュレーションを用いた人間行動

シミュレーションの開発を行い、群集歩行空間理論

との比較することによって、歩行者空間モデュール

が 0.75 ㎡/人以上であれば、群集の流動性が再現され

るシミュレーションの特性を明らかにした。また、

その適用事例として大人数が利用する複合型商業施

設での平面計画を対象として、各計画パターンを評

価し、キーテナントが右下隅にある配置は回遊性が

高く、また、右中段にある配置は回遊性が低い等、

商業施設における合理的なテナント配置を計画する

ための基礎的な検討ベースを提供した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

シミュレーション画面 

関連発表論文 

(1) 中田武臣, “エージェントベース・アルゴリズ

ミックデザインを用いた設計手法の基礎的研

究”, 大阪大学工学研究科 修士論文, 2010.2 

(2) 柏木俊弥, “BIM の三次元形成過程における操

作性評価に関する研究”, 大阪大学 卒業研究報

告, 2010.2 

(3) 中田武臣, 安福健祐, 阿部浩和, “設計支援ツー

ルとしてのアルゴリズミックデザインの現状

について,” 日本建築学会大会学術講演梗概集, 

No.11019, pp.491-492, 2009.8 

 

4.6 3.3 CG・VR を用いた空間認識に関する研究 

CG・VR 技術により再現した建築物の空間認識特

性を調べるため、（1）住宅の CG アニメーションを

用いた空間認識実験、(2)インタラクティブな操作に

よる大阪梅田地下街の経路探索実験を実施した。(1)

では、CG アニメーションと建築図面の相互把握を

検証する、360°回転テスト、ウォークスルーテスト

という実験を通して、空間を誤認識してしまう場面

や要素を分類、分析した結果、階段、壁の多い狭い

空間、進路を変更する場面、奥行き方向の距離に誤

認識が多くみられる等、CG アニメーションにおけ

る空間認識傾向の一部を明らかにした。(2)では、実

際に大阪梅田地下街に行ったことがある人とない人

とで経路探索時間に差がみられたことから、現実空

間での経験が仮想空間上に影響を与える結果が得ら

れた。  

 

 

 

 

 

 

CG アニメーションの一例 

関連発表論文 

(1) 出来佑也, “建築物の CG アニメーションにおけ

る空間把握の傾向”, 大阪大学 卒業研究報告, 

2010.2 

(2) 大島康徳, 安福健祐, 阿部浩和, “VR を用いた

場所認識の決定要因に関する研究 －梅田地

下階の 3D モデルにおける経路探索実験の分析

－”, 平成 21 年度日本建築学会近畿支部研究報

告集第 49 号計画系, pp.181-184, 2009.6 

4.7 コミュニティ情報配信のための端末伝送型イン
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ターネット放送に関する研究 

本研究では、再生開始時刻までに受信が間に合わ

なかったピースを受信完了するまで待ってから続き

を再生する視聴方法を想定している。ピースとは、

情報配信のために数百キロバイトに等分割された音

楽や映像データを指す。この視聴方法では、再生中

に中断時間が発生し、再生中断回数の削減を目的と

している既存手法を用いても、帯域が十分でない場

合、再生中断時間および再生中断回数を効率よく削

減できない。そこで本研究では、再生に遅れたデー

タの受信を諦めない状況において、再生中断時間を

短縮することで、視聴方法に合った効率的なピース

の受信を実現しており、再生中断回数も、既存手法

よりも少なくなっている。 

端末伝送型インターネット放送において再生中断

時間を短縮するためには、多くのピースを再生開始

時刻までに受信完了できるように、複数のシーダの

中からピースを受信するシーダを選択する必要があ

る。シーダとは、ピースの配信元となる再生端末を

意味する（下図）。この問題は並列プロセスのスケ

ジューリング問題の一種であり NP 困難として知ら

れている。 適解が求まらないため、あるアプロー

チに基づく手法を提案して既存手法より短縮できて

いることを示す必要がある。提案手法では、再生端

末のオーバレイネットワークを列構造とし、全ピー

スの受信完了までの時間が短くなるように列構造を

作成する。 

  

Reacher1 Super Seeder1

Seeder1

Seeder2

Piece List

12345・・・N

12345・・・N

12345・・・N

12345・・・N

5・・・N

34
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Tracker

 
再生中断時間短縮のためのネットワーク構成 

関連発表論文 

(1) Yusuke Gotoh, Tomoki Yoshihisa, Masanori 

Kanazawa, Yutaka Takahashi, “A Broadcasting Protocol 

for Selective Contents Considering Available 

Bandwidth,” IEEE Transactions on Broadcasting, Special 

Issue on IPTV, Vol. 55, Issue 2, pp. 460-467 2009.6. 

(2) Tomoki Yoshihisa, Shojiro Nishio, “A Bandwidth 

Reduction Method for Selective Contents Broadcasting,” 

International Journal of Advanced Media and 

Communication (IJAMC), Vol. 3, No. 3, pp. 312-332, 

2009.7. 

(3) 坂下卓, 北島信哉, 義久智樹, 原隆浩, 西尾章治

郎, “P2P ストリーミング環境における分割データの

重要度を考慮した再生途切れ時間短縮方式,” 情報

処理学会シンポジウムシリーズ マルチメディア，

分散，協調とモバイルシンポジウム (DICOMO2009) 

論文集, Vol. 2009, pp. 424-430, 2009.7. 

(4) 後藤佑介, 義久智樹, 谷口秀夫, ”選択型コンテン

ツの端末伝送型インターネット放送におけるクライ

アントの参加状況を考慮したデータ配信手法,” 情

報処理学会シンポジウムシリーズ マルチメディア，

分散，協調とモバイルシンポジウム (DICOMO2009) 

論文集, Vol. 2009, pp. 431-438, 2009.7. 

(5) 義久智樹 , 西尾章治郎 , “端末伝送型インター

ネット放送における再生中断に関する評価,” 情報

処 理 学 会 研 究 報 告  ( シ ス テ ム 評 価 研 究 会 

2009-EVA-29), pp. 1-6, 2009.8. 

(6) Yusuke Gotoh, Tomoki Yoshihisa, Hideo Taniguchi, 

and Masanori Kanazawa, “A Scheduling Method on 

Selective Contents Broadcasting with Node Relay Based 

Webcast Considering Available Bandwidth,” Proc. of 

International Conference on Networked Computing and 

Advanced Information Management (NCM 2009), 

pp.1367-1372, 2009.8. 

(7) Tomoki Yoshihisa, Shojiro Nishio, “A Relay-based 

webcast System to Reduce Interruption Time,” Proc. of 

IEEE Pacific Rim Conference Communications, 

Computers and Signal Processing (PACRIM'09), in 

CD-ROM, 2009.8. 

(8) Yusuke Gotoh, Kentaro Suzuki, Tomoki Yoshihisa, 

Masanori Kanazawa, “A Scheduling Method to Reduce 

Waiting Time for P2P Streaming Systems,” Journal of 
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Mobile Multimedia (Rinton Press), Vol.5, No.3, 

pp.255-270, 2009.9. 

(9) 義久智樹 , 西尾章治郎 , “端末伝送型インター

ネット放送における再生中断時間短縮手法,” 情報

処理学会論文誌, Vol. 50, No. 9, pp. 2340-2349, 2009.9. 

(10) Yukie Kobayashi, Toshiki Watanabe, Akimitsu 

Kanzaki, Tomoki Yoshihisa, Takahiro Hara, and Shojiro 

Nishio, “A Dynamic Cluster Construction Method Based 

on Query Characteristics in Peer-to-Peer Networks,” 

Proc. of Int'l Conf. on Advances in P2P Systems (AP2PS 

2009), pp. 168-173, 2009.10. 

(11) 後藤佑介, 義久智樹, 谷口秀夫, 金澤正憲, “広

告再生を伴う連続メディアデータ放送におけるスケ

ジューリング手法,” モバイルコンピューティング

とユビキタス通信 2009-MBL-51・高度交通システム

研究会 2009-ITS-39・放送コンピューティング研究

グループ  2009-BCCgr-20 合同研究会 ), pp. 1-8, 

2009.11.  

(12) 坂下卓, 義久智樹, 原隆浩, 西尾章治郎, “P2P ス

トリーミング環境におけるピアの離脱を考慮した再

生途切れ時間に関する評価,” モバイルコンピュー

ティングとユビキタス通信 2009-MBL-51・高度交通

システム研究会 2009-ITS-39・放送コンピューティ

ング研究グループ 2009-BCCgr-20 合同研究会), pp. 

1-7, 2009.11. 

(13) Yusuke Gotoh, Tomoki Yoshihisa, Hideo Taniguchi, 

and Masanori Kanazawa, “A Scheduling Method for 

Selective Contents Broadcasting with Node Relay-Based 

Webcast Considering User Behavior,” Proc. of 

International Conference on Advances in Mobile 

Computing and Multimedia (MoMM 2009), pp.28-35, 

2009.12. 

(14) 後藤佑介, 義久智樹, 谷口秀夫, 金澤正憲, “端

末伝送型インターネット放送における端末間の帯域

幅を考慮したデータ配信手法,” 情報処理学会研究

報告 (グループウェアとネットワークサービス研究

会  2010-GN-74・放送コンピューティング研究グ

ループ 2010-Bccgr-23 合同研究会), pp. 1-8, 2010.1. 

(15) Yusuke Gotoh, Tomoki Yoshihisa, Hideo Taniguchi, 

and Masanori Kanazawa, “A Method to Reduce 

Interruption Time for Streaming Delivery of Broadcast 

and Communications Integration Environments,” Proc. 

of International Workshop on Intelligent, Mobile and 

Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS 2010), 

pp. 784-789, 2010.2. 

(16) 小林由依, 渡辺俊貴, 神崎映光, 義久智樹, 原隆

浩, 西尾章治郎, “P2P ネットワークにおける動的ク

ラスタを用いた検索手法 ,” 情報処理学会論文誌 , 

Vol. 51, No. 3, pp. 740-752, 2010.3. 

 

4.8 コミュニティ情報取得のためのモバイルセンサ

ネットワークに関する研究 

近年、カメラや温度センサといった小型のセンサ

で構成される無線センサネットワークに注目が集

まっている。従来のセンサネットワークでは、シン

クノードと呼ばれる端末がセンサネットワークを経

由してデータを収集している。この方式では、セン

サネットワーク内で多くの通信が発生し維持コスト

の増大につながる。このため、大規模なセンサネッ

トワークを構築するために移動型収集ノードを用い

た方式が研究されている。移動型収集ノードを用い

た方式では、移動型収集ノードがセンシング領域を

移動して各センサからデータを収集する。例えば、

シンクノードを備えたバスが街中を移動し、移動型

収集ノードとしての役割を果たしている。環境内に

は複数のセンサがあり、移動型収集ノードが移動し

て各センサと通信し、データを収集する。移動型収

集ノードには、シンクノードをもつ車やロボット、

動物といった幾つかの種類がある。しかし、移動型

収集ノードを用いた方式では、データを効率的に収

集しなければ十分なデータを収集できないという問

題が発生する。これまでのデータ収集方式は、直感

的で簡単なものが多い。短時間で多くのデータを収

集するために幾つかの移動型収集ノードを用いた手

法が提案されているが、公平性が考慮されておらず、

移動型収集ノードと各センサとの通信時間に偏りが

生じるという問題があった。 

そこで本研究では、公平性を考慮したデータ収集

方式を提案している。提案方式では、移動型収集ノー

ドが周辺のセンサを探索し、発見したセンサの一つ

42



と通信する。公平性を制御するために、センサとの

通信時間に上限を設け、通信時間の偏りを軽減する。

下図の計算機シミュレーションで公平性に関する評

価を行った結果、提案手法は公平性を向上できるこ

とを確認した。 

 

 

シミュレーターの画面 

関連発表論文 

(1) Shinya Kitajima, Tomoki Yoshihisa, Takefumi 

Ogawa, Takahiro Hara, and Shojiro Nishio, “A 

Broadcast-Based Data Gathering Method considering 

Energy Consumption for Sensor Networks,” Proc. of 

International Workshop on Sensor Network Technologies 

for Information Explosion Era (SeNTIE 2009), pp. 

536-541, 2009.5. 

(2) 藤田直生, 義久智樹, 塚本昌彦, “放送通信融合環

境におけるデータ予測型無線センサシステム,” 情

報処理学会シンポジウムシリーズ マルチメディア，

分散，協調とモバイルシンポジウム (DICOMO2009) 

論文集, Vol. 2009, pp. 1769-1775, 2009.7. 

(3) 義久智樹, 神崎映光, 原隆浩, 石芳正, 寺西裕一, 

下條真司, “複数拠点統合型センサネットワークのた

めのモバイルエージェントを用いたデータ収集シス

テム,” 電子情報通信学会技術研究報告（ユビキタス

センサネットワーク USN2009-24），pp. 147-151, 

2009.7. 

(4) 義久智樹 , 西尾章治郎 , “大規模センサネット

ワークにおける移動型収集ノードを用いたデータ収

集方式,” 情報処理学会研究報告 (データベースシス

テム研究会 2009-DBS-148), pp. 1-8, 2009.7. 

(5) 北島信哉, 原隆浩, 寺田努, 義久智樹, 西尾章治

郎, “放送型データベースシステムにおけるクライア

ントの消費電力を考慮した問合せ処理方式,” 情報

処理学会論文誌, Vol. 50, No. 9, pp. 2284-2297, 2009.9. 

(6) 義久智樹 , 西尾章治郎 , “大規模センサデータ

ベースのための巡回収集ノードを用いたデータ収集

方式,” 情報処理学会シンポジウムシリーズ Web

とデータベースに関するフォーラム (WebDB Forum 

2009), CD-ROM, 2009.11. 

(7) Tomoki Yoshihisa, Shojiro Nishio, “A Sensor Data 

Collection Method for Rounding Sink,” Proc. of 

International Conference on Ubiquitous Information 

Management and Communication (ICUIMC 2010), in 

CD-ROM, 2010.1. 

(8) Akimitsu Kanzaki, Takahiro Hara, Yoshimasa Ishi, 

Tomoki Yoshihisa, Yuuichi Teranishi, Shinji Shimojo, 

“X-Sensor:Wireless Sensor Network Testbed,” 

Integrating Multiple Networks: Wireless Sensor Network 

Technologies for Information Explosion Era (Book 

Series: Studies in Computational Intelligence), Chapter 1, 

Springer-Verlag, 2010. 

 

4.9 コミュニティ情報利用のための情報通信・エネ

ルギー統合技術に関する研究 

近年の環境問題への関心の高まりに伴い、家電機

器の消費電力を削減し、温室効果ガス排出量を削減

することが求められている。家電機器は日常生活の

中で使用されるため、家電機器の利便性を損なわな

いように消費電力を削減する必要がある。このため、

様々な消費電力削減機能を備えた家電機器が開発さ

れているが、周りに人がいなくなるとテレビの電源

を切る、ドアの開閉が少なければ冷蔵庫の冷却時間

を少なくする、といった一般的な電力制御しか行わ

れておらず、周りの状況や使用者の生活習慣に応じ

て柔軟に制御方法を変更することができなかった。

例えば、周りの状況や使用者の生活習慣に応じた以

下のような電力制御が考えられる。 

［例 1］リビングの照明が寝室に漏れるため、寝室

で誰か寝ているときはリビングの照明を暗めにする。

リビングの照明機器の消費電力削減につながる。 

［例 2］自室の隣の部屋の空調が高出力で、間のド
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アを開けることで自室にも空調が効く。隣の部屋が

空調を点けている場合には、自室の空調を点けるこ

となくドアを開けて室温を快適にする。自室の空調

の消費電力を削減できる。 

［例 3］防犯のため、家庭内に誰もいなくてもテレ

ビを点けておく。周りに人がいないときに勝手にテ

レビの電源を切られると困る。 

これらのような電力制御を行うためには、一般的

な電力制御だけではなく、制御方法を柔軟に変更で

きることが求められる。そこで本研究では、電力制

御方法をルールで記述することによる柔軟な制御の

実現を目指している。ルールでは，ある事象（イベ

ント）が発生した時に条件（コンディション）が満

たされていれば指定した動作（アクション）を実行

するといった 3 種類の項目を 1 組にして制御を記述

する。ルールを変更することで電力制御方法を変更

でき、柔軟な電力制御が可能になる。細かな制御を

行うために家電機器の電力制御自体をルールで制御

することが望ましいが、市販の家電機器にルール制

御の枠組みを導入できないため、本研究ではルール

制御型スマートタップを用いる（下図）。 

 

 

 

ホーム
ネット
ワーク

ルール制御型
スマートタップ

人感センサ

空調
隣の部屋

寝室

電力線
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TCP/IP

 

ルール制御型スマートタップの使用例 

 

LAN端子

USB端子

コンセント

プラグ

処理部

計測部

中身

 

ルール制御型スマートタップのプロトタイプ 

関連発表論文 

(1) 高橋真喜人, 南靖彦, 藤田直生, 義久智樹, 塚本

昌彦, “ルールに基づく小型直流機器の電力制御シス

テムの提案 ,” ユビキタス・ウェアラブルワーク

ショップ 2009, 2009.11. 

(2) 南靖彦, 藤田直生, 義久智樹, 塚本昌彦, “家庭に

おける人とエネルギーの可視化による CO2 削減へ

の一考察,” ユビキタス・ウェアラブルワークショッ

プ 2009, 2009.11.  

(3) 高橋真喜人, 南靖彦, 藤田直生, 義久智樹, 塚本

昌彦, “電力制御ルールに基づく小型直流機器の電力

制御システムの提案,” 電子情報通信学会総合大会, 

BS-8-1, 2010.3. 

(4) 南靖彦, 藤田直生, 義久智樹, 塚本昌彦, “家電機

器の利用状況と電力特性に基づく 大消費電力削減

に関する評価,” 電子情報通信学会総合大会, BS-8-7, 

2010.3.  

(5) 藤田直生, 南靖彦, 義久智樹, 塚本昌彦, “優先度

に基づく電力制御ルールの放送配信システムの設

計,” 電子情報通信学会総合大会, BS-8-8, 2010.3. 

 

4.10 コミュニティ情報利用のためのウェアラブル

コンピューティングに関する研究 

近年の情報端末の小型軽量化により、コンピュー

タを装着して利用するウェアラブルコンピューティ

グ環境が注目されている。ウェアラブルコンピュー

ティング環境では、利用者は小型で軽量のコン

ピュータを常に装着しているため、様々な場所や時

刻にコンピュータを利用できるが、周囲の状況に応

じてコンピュータに求められる機能が変化する。例

えば、携帯電話程度の小型のコンピュータでメール

44



を受信する。外出中は、コンピュータに付属してい

る小さいディスプレイにメールの内容を表示する。

帰宅中はテレビやパソコンのディスプレイといった、

メールを読みやすい外部の大きいディスプレイに表

示する。外出中には付属ディスプレイを制御する機

能、帰宅中には外部ディスプレイを制御する機能が

必要になる。ウェアラブルコンピューティング環境

では、コンピュータが小型であるため、処理速度や

記憶容量といったコンピュータの能力が制限される。

上述の例のように、様々な状況に応じるためには複

数の機能が必要だが、小型のコンピュータでは能力

に限界があるため、これらの機能を同時に提供でき

ないことがある。 

 

 

 

ルール制御型インタフェースのプロトタイプ 

 

そこで本研究では、ウェアラブルコンピューティ

ング環境において小型コンピュータで様々な状況に

応じた機能を提供するための可変ルール制御型イン

タフェース（下図）を提案している。 

ここでインタフェースとは、入出力装置と小型コ

ンピュータとの間で主に入出力に関する処理を行う

部分を指す。可変ルール制御型インタフェースでは、

ルール制御エンジンで小型コンピュータに機能を提

供する。ルール制御エンジンを状況に応じて交換す

ることで、様々な状況に応じた機能を提供できる。

また、ECA ルールと呼ばれる動作記述方式を用いて

機能の使い方を記述することで、小型コンピュータ

の使い方を柔軟に変更できる。 

関連発表論文 

(1) 義久智樹, 佐野渉二, 塚本昌彦, “ウェアラブルコ

ンピューティング環境のための可変ルール制御型イ

ンタフェース,” 第 53 回システム制御情報学会研究

発表講演会 (SCI'09), pp. 405, 406, 2009.5. 

(2) 山本哲也, 寺田努, 塚本昌彦, 義久智樹, “ジョギ

ング時における情報機器利用のための足ステップ入

力方式,” 情報処理学会論文誌, Vol. 50, No. 12, pp. 

2881-2888, 2009.12.  

 

5 社会貢献に関する業績 

5.1 教育面における社会貢献 

5.1.1 学外活動 

(1) 特定非営利活動法人ウェアラブルコンピュータ

研究開発機構 理事（義久） 

 

5.1.2 研究部門公開 

2009 年度いちょう祭・大学祭 

2009 年 5 月のいちょう祭，および 11 月の大学祭

において，図学ＣＡＤ教室（大学教育実践センター

Ｂ棟３Ｆ）の外部公開を行った．午後１時から４時

の間，パネル展示コーナーとＣＡＤ装置に実際に触

れて演習や建築ウォークスルーシミュレータ，災害

避難シミュレータ体験コーナーを開設した．（阿部・

安福） 

没入型建築・都市ウォークスルーシステムの公開 

 没入型ディスプレイ装置 HOPE のアプリケーショ
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ンソフトウェアとして、建築・都市ウォークスルー

シミュレータ及び避難シミュレータの開発・運用を

行い、下記の HOPE 見学の際には、デモプログラム

として公開した。（安福） 

 マレーシア教育省，2009.9.28 

 フィリピン・アテネオ・デ・マニラ大学 , 

2009.11.10 

 VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL 

UNIVERSITY, 2010.3.11 

 千葉大学, 2010.3.29 

 

5.2 学会活動 

5.2.1 国内学会における活動 

(1) 日本建築学会建築教育委員会，第 10 回建築教育

シンポジウム，運営委員長，2010.1（阿部） 

(2) 日本図学会第 41 回図学教育研究会，運営委員長，

2009．5（阿部） 

(3) 日本図学会第 42 回図学教育研究会，運営委員長，

2009．12（阿部） 

(4) 日本図学会関西支部長（阿部） 

(5) 日本図学会関西支部役員（安福） 

(6) 第 14 回図学国際会議（ICGG2010）実行委員（阿

部・安福） 

(7) 情報処理学会放送コンピューティング研究グ

ループ幹事（義久） 

(8) 情報処理学会モバイルコンピューティングとユ

ビキタス通信研究会運営委員（義久） 

(9) 電子情報通信学会インターネットアーキテク

チャ研究会 専門委員（義久）  

(10) 情報処理学会システム評価研究会 幹事（義久）  

(11) 情報処理学会データベースシステム研究会 運

営委員（義久）  

(12) Web とデータベースに関するフォーラム

（WebDB Forum 2009）プログラム委員（義久）  

(13) データ工学と情報マネジメントに関するフォー

ラム（DEIM Forum 2009）Web 担当幹事（義久）  

(14) 情報処理学会創立 50 周年記念全国大会「今ド

キッの IT」＠御殿下記念館 2010 実行委員（義久） 

(15) 情報処理学会マルチメディア、分散、協調とモ

バイル  (DICOMO2010) シンポジウム 実行委員

（義久） 

(16) 報処理学会マルチメディア、分散、協調とモバ

イル (DICOMO2010) シンポジウム プログラム委

員（義久） 

 

5.2.2 論文誌編集 

(1) 日本建築学会・建築教育研究論文報告集 vol.10 

編集（阿部） 

(2) 情報処理学会データベーストランザクション編

集委員会編集委員（義久） 

(3) 情報処理学会マルチメディア、分散、協調とモバ

イルシステム特集編集委員（2010 年 3 月発行）（義

久） 

(4) 電子情報通信学会インターネットの持続的発展

を支える技術とアーキテクチャ小特集（英文論文誌

B）編集委員（2010 年 5 月発行）（義久） 

(5) 電子情報通信学会インターネット技術とその応

用特集号（和文論文誌 D）編集委員（2010 年 7 月発

行） （義久） 

 

5.2.3 国際会議への参画 

(1) 14th International Conference on Geometry and 

Graphics, steering Committee (阿部，安福) 

(2) International Workshop on Data Management for 

Wireless and Pervasive Communications 

(DMWPC2009) Program Committee（義久）  

(3) International Workshop on Sensor Networks 

Technologies for Information Explosion Era 

(SeNTIE2009) Program Committee（義久）  

(4) IEEE Multimedia Journal Special issue on 

"Multimedia-Metadata and Semantic Management" 

review board （義久） 

(5) International Workshop on SensorWebs, Databases 

and Mining in Networked Sensing Systems 

(SWDMNSS2009) Program Committee（義久） 

(6) IEEE Pacific Rim Conference on Communications, 

Computers and Signal Processing (PACRIM2009) 

Technical Program Committee（義久） 

(7) International Workshop on Mobile, Multimedia, Ad 

Hoc & Sensor Networks (MMASN2009) Technical 
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Program Committee（義久） 

(8) International Conference on Computer Science and 

its Applications (CSA2009) Program Committee（義久）  

(9) International Conference on Information Science and 

Applications (ICISA2010) Program Committee（義久） 

(10) International Workshop on Ubiquitous Body Sensor 

Network (UBSN2009) Technical Program Committee

（義久） 

(11) IEEE International Conference on Wireless 

Communications & Networking Conference (WCNC 

2010) Technical Program Committee（義久） 

(12) International Workshop on Data Management for 

Wireless and Pervasive Communications 

(DMWPC2010) Program Committee（義久） 

(13) International Workshop on Dependable 

Service-Oriented Computing (DSOC 2010) Technical 

Program Committee（義久） 

(14) International Workshop on Mobile Wireless 

Network Security (MWNS2010) Technical Program 

Committee（義久）  

(15) International Workshop on Security for Mobile 

Networks (IWSMN2010) Technical Program Committee

（義久） 

(16) Mobile P2P Networking Workshop 

(MP2P-Nets2010) Technical Program Committee（義久） 

(17) International Conference on Multimedia 

Information NEtworking and Security (MINES2010) 

Technical Program Committee（義久） 

(18) International Workshop on Streaming Media 

Delivery and Management Systems (SMDMS 2010) 

Workshop Chair（義久） 

(19) International Conference on Advances in Mobile 

Computing and Multimedia (MoMM 2010) Program 

Committee（義久） 

 

5.2.4 学会における招待講演・パネル 

5.2.5 招待論文 

5.2.6 学会表彰 

(1) Yukie Kobayashi, Toshiki Watanabe, Akimitsu 

Kanzaki, Tomoki Yoshihisa, Takahiro Hara, Shojiro 

Nishio, Int'l Conf. on Advances in P2P Systems (AP2PS 

2009), Best Paper Award, 2009.10. 

 

5.3 産学連携 

5.3.1 企業との共同研究 

(1) 服部邦比古，阿部浩和，“PFI による公的施設整

備に関する共同研究会”（竹中工務店） 

(2) 保高徹生，宮川智子，黒瀬武史，阿部浩和，“ブ

ラウンフィールド再生に関する共同研究会”（国際ソ

リューションズ，日建設計） 

 

5.3.2 学外での講演 

(1) 義久智樹, “街角ストリーム配信とウェアラブ

ル,” 特定非営利活動法人ウェアラブルコンピュー

タ研究開発機構ウェアラブルコンピューティング定

例会, 2009.6. 

 

5.3.3 特許 

なし 

 

5.4 プロジェクト活動 

(1) Noriko Otsuka, Hirokazu Abe, Akiko Hirano, Akira 

Takahashi, Hayato Sueshige, “REGENERATION OF 

BROWNFIELD ”, Research Meeting with Oxford 

Brooks University UK, 2009.9  

 

5.5 その他の活動 

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会エ

ネルギーの情報化 WG（義久） 

 

5.5.1 競争的資金の獲得 

(1) 阿部浩和（代表者），横田隆司，小浦久子，宮川

智子，“日英のブラウンフィールド再生に関るステー

クホルダーの役割とスティグマ削減策の比較”文部

科学省科研費補助金・基盤研究（B）7,640 千円（2008

～2010） 

(2) Tim Dixon，Paul Syms，Hirokazu Abe（分担者），

“Regenerating Hardcore Brownfield Sites in England 

and Japan: A Comparative Study of Manchester and 

Osaka”，RICS Education Trust, ￡16,900，(2008～2010) 
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(3) 阿部浩和（代表者），大塚紀子，宮川智子，“日英

のマージナルエリアにおけるブラウンフィールド再

生策とそれに関るステークホルダーの役割に関する

比較研究”財団法人鹿島学術振興財団研究助成，

2,990 千円（2008～2009） 

(4) 安福健祐（代表者），“避難行動フレームワークを

用いた避難安全性能の 適化に関する研究”，日本学

術振興会科学研究費補助金 若手研究（B）（2009～

2011)，1,200 千円. 

(5) 中澤篤志，安福健祐（分担者），“三次元環境デー

タ認識による被害状況自動計測システムの研究開

発”，戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）・

若手ＩＣＴ研究者育成型研究開発（2007～2009），

6,264 千円. 

(6) 義久智樹, 科学研究費補助金, 若手研究（B）, 代

表者, 端末伝送型インターネット放送におけるコン

テンツ配送方式, 3,300 (1,700) 千円, 2009 年 4 月～

2011 年 3 月. 

(7) 西尾章治郎, 原隆浩, 義久智樹, 神崎映光, 科学

研究費補助金, 基盤研究（S）, 研究分担者, モバイ

ルセンサネットワークのための効率的なデータ処理

機構に関する研究, 121,000 (24,600) 千円，2009 年 4

月～2014 年 3 月. 

(8) 神戸大学グループ：塚本昌彦, 義久智樹, 藤田直

生, 情報通信研究機構, 委託研究, 研究者, 情報通

信・エネルギー統合技術の研究開発, 110,873 (25,000) 

千円, 2009 年 4 月～2014 年 3 月. 

(9) 東野輝夫, 寺西裕一, 春本要, 原隆浩, 藤川和利, 

義久智樹, 神崎映光, 山口弘純, 寺田努, 竹内亨, 廣

森聡仁, 加藤精一, 吉田幹, 総務省, 受託研究, 研究

者, ユビキタス・プラットフォーム技術の研究開発, 

(22,735)千円, 2008 年 4 月～2011 年 3 月. 

(10) 塚本昌彦, 義久智樹, 科学研究費補助金, 基盤

研究（A）, 分担者, ユビキタス環境のための全体プ

ログラミング方式, 27,560 (14,690) 千円, 2008 年 4 月

～2011 年 3 月. 

 

5.5.2 2009 年度研究発表論文一覧 

著書 

(1) 日本図学会編、阿部浩和、図学用語辞典、 森北

出版、2009.11  

(2) 本多友常、阿部浩和、建築設計学 I，学芸出版社 

2009.4 

(3) Akimitsu Kanzaki, Takahiro Hara, Yoshimasa Ishi, 

Tomoki Yoshihisa, Yuuichi Teranishi, Shinji Shimojo, 

“X-Sensor:Wireless Sensor Network Testbed,” 

Integrating Multiple Networks: Wireless Sensor Network 

Technologies for Information Explosion Era (Book 

Series: Studies in Computational Intelligence), Chapter 1, 

Springer-Verlag, 2010. 

学会論文誌 

(4) 高橋彰・阿部浩和, “大阪圏におけるマージナルブ

ラウンフィールドサイト再生に関する考察―大阪市

東部地区を事例として―”, 日本建築学会技術報告

集, 第 16 巻, 第 32 号，pp303-308，2010 .2 

(5) 平野暁子・阿部浩和,” 地方都市におけるブラウ

ンフィールドサイトに関する考察―泉州地区におけ

る繊維工業跡地を事例として―” , 日本建築学会技

術報告集, 第 16 巻,第 32 号, pp309-313, 2010.2 

(6) Saysavanh PHONGSAVANH , Hirokazu ABE and 

Katsuyuki YOSHIDA, “Inhabitants Consciousness 

Concerning Detached Houses in the City and Suburbs of 

Vientiane, Lao PDR - A Case Study of Students' House at 

the National University of Laos -”, Journal of Asian 

Architecture and Building Engineering, Vol.8, No.2 

pp339-346, 2009.11 

(7) 安福健祐, “Social Force 型避難行動モデルの開発

と地図データベースを用いた広域避難への適用,” 

日本建築学会第 32 回情報・システム・利用・技術シ

ンポジウム論文集, pp.73-78, 2009.12 

(8) 安福健祐, “高精細没入型避難シミュレータの開

発と避難経路選択に関する分析”, 日本建築学会計

画系論文集 第 74 巻 第 640 号, pp.1265-1270, 2009.6 

(9) Yusuke Gotoh, Tomoki Yoshihisa, Masanori 

Kanazawa, Yutaka Takahashi, “A Broadcasting Protocol 

for Selective Contents Considering Available 

Bandwidth,” IEEE Transactions on Broadcasting, Special 

Issue on IPTV, Vol. 55, Issue 2, pp. 460-467 2009.6. 

(10) Tomoki Yoshihisa, Shojiro Nishio, “A Bandwidth 

Reduction Method for Selective Contents Broadcasting,” 
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International Journal of Advanced Media and 

Communication (IJAMC), Vol. 3, No. 3, pp. 312-332, 

2009.7.  

(11) Yusuke Gotoh, Kentaro Suzuki, Tomoki Yoshihisa, 

Masanori Kanazawa, “A Scheduling Method to Reduce 

Waiting Time for P2P Streaming Systems,” Journal of 

Mobile Multimedia (Rinton Press), Vol.5, No.3, 

pp.255-270, 2009.9.  

(12) 北島信哉, 原隆浩, 寺田努, 義久智樹, 西尾章治

郎, “放送型データベースシステムにおけるクライア

ントの消費電力を考慮した問合せ処理方式,” 情報

処理学会論文誌, Vol. 50, No. 9, pp. 2284-2297, 2009.9. 

(13) 義久智樹, 西尾章治郎, “端末伝送型インター

ネット放送における再生中断時間短縮手法,” 情報

処理学会論文誌, Vol. 50, No. 9, pp. 2340-2349, 2009.9. 

(14) 小林由依, 渡辺俊貴, 神崎映光, 義久智樹, 原隆

浩, 西尾章治郎, “P2P ネットワークにおける動的ク

ラスタを用いた検索手法 ,” 情報処理学会論文誌 , 

Vol. 51, No. 3, pp. 740-752, 2010.3.  

(15) 山本哲也, 寺田努, 塚本昌彦, 義久智樹, “ジョ

ギング時における情報機器利用のための足ステップ

入力方式,” 情報処理学会論文誌, Vol. 50, No. 12, pp. 

2881-2888, 2009.12.  

国際会議 会議録 

(16) Hirokazu Abe, Noriko Otsuka, “Brownfield and 

Post Industrial site in Osaka Prefecture－Regenerating 

Hardcore Brownfield Sites in England and Japan - 

“ ,Workshop on Regenerating Hardcore Brownfield Sites 

(Oxford Institute for Sustainable Development) 

(17) Shinya Kitajima, Tomoki Yoshihisa, Takefumi 

Ogawa, Takahiro Hara, and Shojiro Nishio, “A 

Broadcast-Based Data Gathering Method considering 

Energy Consumption for Sensor Networks,” Proc. of 

International Workshop on Sensor Network Technologies 

for Information Explosion Era (SeNTIE 2009), pp. 

536-541, 2009.5.  

(18) Yusuke Gotoh, Tomoki Yoshihisa, Hideo Taniguchi, 

and Masanori Kanazawa, “A Scheduling Method on 

Selective Contents Broadcasting with Node Relay Based 

Webcast Considering Available Bandwidth,” Proc. of 

International Conference on Networked Computing and 

Advanced Information Management (NCM 2009), 

pp.1367-1372, 2009.8. 

(19) Tomoki Yoshihisa, Shojiro Nishio, “A Relay-based 

webcast System to Reduce Interruption Time,” Proc. of 

IEEE Pacific Rim Conference Communications, 

Computers and Signal Processing (PACRIM'09), in 

CD-ROM, 2009.8.  

(20) Yukie Kobayashi, Toshiki Watanabe, Akimitsu 

Kanzaki, Tomoki Yoshihisa, Takahiro Hara, and Shojiro 

Nishio, “A Dynamic Cluster Construction Method Based 

on Query Characteristics in Peer-to-Peer Networks,” 

Proc. of Int'l Conf. on Advances in P2P Systems (AP2PS 

2009), pp. 168-173, 2009.10.  

(21) Yusuke Gotoh, Tomoki Yoshihisa, Hideo Taniguchi, 

and Masanori Kanazawa, “A Scheduling Method for 

Selective Contents Broadcasting with Node Relay-Based 

Webcast Considering User Behavior,” Proc. of 

International Conference on Advances in Mobile 

Computing and Multimedia (MoMM 2009), pp.28-35, 

2009.12.  

(22) Tomoki Yoshihisa, Shojiro Nishio, “A Sensor Data 

Collection Method for Rounding Sink,” Proc. of 

International Conference on Ubiquitous Information 

Management and Communication (ICUIMC 2010), in 

CD-ROM, 2010.1. 

(23) Yusuke Gotoh, Tomoki Yoshihisa, Hideo Taniguchi, 

and Masanori Kanazawa, “A Method to Reduce 

Interruption Time for Streaming Delivery of Broadcast 

and Communications Integration Environments,” Proc. 

of International Workshop on Intelligent, Mobile and 

Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS 2010), 

pp. 784-789, 2010.2. 

口頭発表（国内研究会など） 

(24) 阿部浩和,"建築設計演習における問題解決プロ

セスについての考察",日本図学会 2009 年度大会(関

東)学術講演論文集,pp.179-182,2009.5 

(25) 大島康徳、安福健祐、阿部浩和,"VR を用いた場

所認識の決定要因に関する研究―梅田地下階の 3D

モデルにおける経路探索実験の分析―",日本建築学
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会近畿支部研究報告集,No.5046,pp181-184,2009.6 

(26) 末重 隼人、阿部浩和,"公的施設におけるブラウ

ンビルディングの現状と課題―大阪市を事例に―",

日本建築学会近畿支部研究報告集,No.7072, 

pp573-576,2009.6 

(27) 杉江 順哉、阿部浩和,"堀江・中崎町における

ファサード変化に見られる仮設的コンバージョン建

築の変遷",日本建築学会近畿支部研究報告集, 

No.7075, pp585-588,2009.6 

(28) 濱野真由美、阿部浩和,"谷崎潤一郎の著書に見

られる建築描写による空間認識の特性に関する研究

",日本建築学会近畿支部研究報告集,No.5055, 

pp217-220,2009.6 

(29) 平野暁子・阿部浩和,"大阪圏におけるマージナ

ルブラウンフィールドサイト再生に関する考察（そ

の 1）貝塚市を事例として",日本建築学会大会学術講

演梗概集,pp717－718,2009.8 

(30) 高橋彰・阿部浩和,"大阪圏におけるマージナル

ブラウンフィールドサイト再生に関する考察（その

2）大阪市東部地区を事例として",日本建築学会大会

学術講演梗概集,pp719－720,2009.8 

(31) 末重 隼人、阿部浩和,"公的施設におけるブラウ

ンビルディングの現状と課題―大阪市を事例に―",

日本建築学会大会学術講演梗概集,No.8094 (in 

DVD),2009.8 

(32) 濱野真由美、阿部浩和,"谷崎潤一郎の著書に見

られる建築描写による空間認識の特性に関する研究

",日本建築学会大会学術講演梗概集,No.5289 (in 

DVD),2009.8 

(33) 大島康徳、安福健祐、阿部浩和,"VR を用いた場

所認識の決定要因に関する研究-梅田地下階の 3D モ

デルにおける経路探索実験の分析-",日本建築学会大

会学術講演梗概集,No.5312 (in DVD),2009.8 

(34) 阿部浩和,"建築設計演習における問題解決プロ

セスについての考察",日本建築学会大会学術講演梗

概集,No.13024 pp695－698,2009.8 

(35) 中田武臣・安福健祐・阿部浩和,"設計支援ツー

ルとしてのアルゴリズミック・デザインの現状につ

いて",日本建築学会大会学術講演梗概集,No.11019 

(in DVD),2009.8 

(36) 杉江順哉,"堀江・中崎町におけるファサード変

化に見られる仮設的コンバージョン建築の変遷",日

本建築学会大会学術講演梗概集,No.7498,2009.8 

(37) Saysavanh PHONGSAVANH・阿部浩和, "The 

Alternate Houses and inhabitants Consciousness in 

Vientiane and Suburb Area in Lao PDR."",日本建築学

会大会学術講演梗概集,No.5770 (in DVD),2009.8 

(38) 安福健祐, “避難行動フレームワークの開発と

群集流動の可視化”, 日本図学会 2009 年度秋季大会

（東京）学術講演論文集, pp.75-80, 2009.11 

(39) 安福健祐, “地図データベースを用いた広域避

難シミュレーションシステムの開発,” 日本建築学

会大会学術講演梗概集, No.11031, pp.515-516, 2009.8 

(40) 中田武臣, 安福健祐, 阿部浩和, “設計支援ツー

ルとしてのアルゴリズミックデザインの現状につい

て,” 日本建築学会大会学術講演梗概集, No.11019, 

pp.491-492, 2009.8 

(41) 大島康徳, 安福健祐, 阿部浩和, “VR を用いた

場所認識の決定要因に関する研究 －梅田地下階の

3D モデルにおける経路探索実験の分析－”, 平成 21

年度日本建築学会近畿支部研究報告集第 49 号計画

系, pp.181-184, 2009.6 

(42) 安福健祐, “文科系学生を対象とした CG 教育

の取り組み”, 日本図学会 2009 年度春季大会(筑波)

学術講演論文集, pp.147-152, 2009.5 

(43) 義久智樹, 佐野渉二, 塚本昌彦, “ウェアラブル

コンピューティング環境のための可変ルール制御型

インタフェース,” 第 53 回システム制御情報学会研

究発表講演会 (SCI'09), pp. 405, 406, 2009.5. 

(44) 坂下卓, 北島信哉, 義久智樹, 原隆浩, 西尾章治

郎, “P2P ストリーミング環境における分割データ

の重要度を考慮した再生途切れ時間短縮方式,” 情

報処理学会シンポジウムシリーズ マルチメディア，

分散，協調とモバイルシンポジウム (DICOMO2009) 

論文集, Vol. 2009, pp. 424-430, 2009.7. 

(45) 後藤佑介, 義久智樹, 谷口秀夫, ”選択型コンテ

ンツの端末伝送型インターネット放送におけるクラ

イアントの参加状況を考慮したデータ配信手法,” 

情報処理学会シンポジウムシリーズ マルチメディ

ア ， 分 散 ， 協 調 と モ バ イ ル シ ン ポ ジ ウ ム 
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(DICOMO2009) 論文集 , Vol. 2009, pp. 431-438, 

2009.7.  

(46) 藤田直生, 義久智樹, 塚本昌彦, “放送通信融合

環境におけるデータ予測型無線センサシステム,” 

情報処理学会シンポジウムシリーズ マルチメディ

ア ， 分 散 ， 協 調 と モ バ イ ル シ ン ポ ジ ウ ム 

(DICOMO2009) 論文集 , Vol. 2009, pp. 1769-1775, 

2009.7. 

(47) 義久智樹, 神崎映光, 原隆浩, 石芳正, 寺西裕一, 

下條真司, “複数拠点統合型センサネットワークのた

めのモバイルエージェントを用いたデータ収集シス

テム,” 電子情報通信学会技術研究報告（ユビキタス

センサネットワーク USN2009-24），pp. 147-151, 

2009.7. 

(48) 義久智樹, 西尾章治郎, “大規模センサネット

ワークにおける移動型収集ノードを用いたデータ収

集方式,” 情報処理学会研究報告 (データベースシス

テム研究会 2009-DBS-148), pp. 1-8, 2009.7. 

(49) 義久智樹, 西尾章治郎, “端末伝送型インター

ネット放送における再生中断に関する評価,” 情報

処 理 学 会 研 究 報 告  ( シ ス テ ム 評 価 研 究 会 

2009-EVA-29), pp. 1-6, 2009.8.  

(50) 後藤佑介, 義久智樹, 谷口秀夫, 金澤正憲, “広

告再生を伴う連続メディアデータ放送におけるスケ

ジューリング手法,” モバイルコンピューティング

とユビキタス通信 2009-MBL-51・高度交通システム

研究会 2009-ITS-39・放送コンピューティング研究

グループ  2009-BCCgr-20 合同研究会 ), pp. 1-8, 

2009.11.  

(51) 坂下卓, 義久智樹, 原隆浩, 西尾章治郎, “P2P ス

トリーミング環境におけるピアの離脱を考慮した再

生途切れ時間に関する評価,” モバイルコンピュー

ティングとユビキタス通信 2009-MBL-51・高度交通
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