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480 中国における住宅の省エネルギーおよび環境設計基準に関する考察 〇周南(北九州市立大学)・高偉俊 
西田勝・尾島俊雄

317

481 都市におけるエコロジカルネットワークに関する研究 〇中西太(近畿大学)・依田浩敏 

デワンカーバート

321

482 揚子江デルタエリアにおける都市の住環境及びエネルギー消費に関する現状

調査 

〇高偉俊(北九州市立大学) 
尾島俊雄

325

483 ワークショップによるクリマアトラス気候解析図と計画指針図作成の試み 〇依田浩敏(近畿大学) 329

484 NOAA/AVHRR画像を用いた内モンゴル地域の土地被覆分類図の作成 〇奥倫(熊本大学)・斉藤郁雄 
石原修

333

485 ランドサットTMデータによる有明海・八代海の水質解析 〇朴明浩(熊本大学)・斉藤郁雄 
石原修

337

486 熊本県下の風環境に関する研究 

AMeDAS,九州電力風観測取り込みデータを用いた解析 

○山口英知(熊本大学)・石原修 341

487 鹿児島市内の22の小学校普通教室における夏季VOC濃度実測 〇森田智洋(鹿児島大学)・岩下剛 

合原妙美

345

488 室内空気中のオゾン及び紫外線が杉材から発生される VOC 濃度に及ぼす影響

に関する試験研究 

〇柴原洋人(鹿児島大学)・岩下剛 349

489 新築戸建住宅における化学物質濃度の抑制対策に関する実測調査 〇長谷川麻子(熊本大学) 
野田耕右・石原修

353

490 煉瓦造住宅の室内空気質に関する実測調査 〇龍有二(北九州市立大学) 357

491 ゴムカーペットから放たれる空気汚染物質が一位加算作業の作業効率に及ぼ

す影響 

〇岩下剛(鹿児島大学)・合原妙美 361

492 ホルムアルデヒド・BTXの揮発による室内空気汚染 

その５ アンケート調査と濃度について 

○石田卓(福岡大学)・須貝高 365

 


