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【 2002 都市計画部門 】 頁 
701 福岡市における都市景観に関する研究 

－福岡市都市景観賞を事例として－ 
○末江真（福岡大学）・黒瀬重幸 205

702 山岳のシークエンス景観特性分析 ○姫野由香(大分大学）・佐藤誠治 
小林祐司・西原由里子 

209

703 唐詩からみた長安の景観要素に関する考察 ○張天オウ(大分大学）・佐藤誠治 
姫野由香・小林祐司 

213

704 景観要素の配置・プロポーションが奥行き感へ与える影響について  
－19世紀ヨーロッパ風景画及びCGシミュレーションを用いた景観研究－ 

○木幡容子（九州大学） 
有馬隆文・萩島哲・坂井猛 

217

705 風力発電施設を事例としたフォトモンタージュによる景観予測に関する研究  
－風力発電施設の景観計画に関する研究 その５－ 

○若山祐紀憲（熊本大学） 
位寄和久・本間里見 

221

706 風力発電施設の印象評価  
－風力発電施設の景観計画に関する研究その６－ 

○相川淳一（熊本大学） 
位寄和久・本間里見 

225

707 地域特性を踏まえた歴史的町並み整備の実態とその検証  
－佐賀県有田内山重要伝統的建造物群保存地区を事例として－ 

○岡本勉(佐賀大学)・後藤隆太郎 
丹羽和彦 

229

708 「空間文化財」の位置付けと抽出に関する研究  
－その1 太宰府市における「空間文化財」に関する研究－ 

○白神博昭(九州芸術工科大学) 
西山徳明 

233

709 門前町における「空間文化財」の抽出に関する研究  
－その2 太宰府市における「空間文化財」に関する研究－ 

○江副真理(九州芸術工科大学) 
白神博昭・西山徳明 

237

710 地域コンテクストに基づく農村集落の景観分析に関する研究  
－その3 太宰府市における「空間文化財」に関する研究－ 

○小川勝也(九州芸術工科大学) 
西山徳明・白神博昭 

241

711 文化財と空間計画の検証に関する研究  
－その4 太宰府市における「空間文化財」に関する研究－ 

○張潔一(九州芸術工科大学) 
西山徳明・白神博昭 

245

712 近世柳井津町の拡大による町屋敷の形成に関する一考 ○生田光晴(山口大学)・藤原俊記 249

713 伝建地区における景観要素としての塀垣の保存・整備に関する研究  
－山口県萩市堀内地区を対象として－ 

○中尾明日美(九州芸術工科大学) 
西山徳明 

253

714 伝統的建造物保存地区における環境要素と工作物の保存整備に関する研究  
－世界文化遺産白川村荻町地区を対象として－ 

○水ノ江秀子(九州芸術工科大学) 
西山徳明・池ノ上真一 

257

715 沖縄竹富島における文化遺産マネジメントに関する研究  
－その1 文化遺産の明確化に関して－ 

○池ノ上真一(九州芸術工科大学) 
西山徳明・高崎恵子 

261

716 沖縄竹富島における文化遺産マネジメントに関する研究 
－その２ 地域社会状況から見たNPO設立の条件－ 

○高崎恵子(九州芸術工科大学) 
西山徳明・池之上真一 

265



717 水源と利水経路からみた棚田の水利秩序  

－福岡県星野村における棚田の民俗文化調査から－ 

○加藤仁美(九州芸術工科大学) 269

718 郷土意識を育む環境教育  

－柳川市の掘割にかかわる環境教育に関する研究－ 

○張路明(九州芸術工科大学) 

加藤仁美

273

719 田園地帯の分散型居住地構造に関する研究  

－九州・筑後地方における分析を通して－ 

○清水季太郎(九州大学)・出口敦 277

720 都市における祭礼空間の研究  

－熊本県玉名市 繁根木八幡宮秋季大祭に関する追加事例の報告－ 

○岩田哲郎(熊本大学)・桂英昭 

貞松大輔・田中康裕

281

721 伊万里地方における伝統芸能浮立について（その１） 

－浮立を支える組織と地域の関わり－ 

○河田幸司(佐賀大学)・辻和敦 

三島伸雄

285

722 伊万里地方における伝統芸能浮立について（その2） 

－奉納の場における特徴的取り組み－ 

○辻和敦(佐賀大学)・河田幸司 

三島伸雄

289

723 福岡県内都市圏の確定のための基準設定について 
－地方都市圏の構成と変化に関する研究（その２）－ 

○劉作(大分大学)・佐藤誠治 
小林祐司・金貴煥 
李東熙・張天オウ 

293

724 福岡県内都市圏の構成と変化の特徴について  
－地方都市圏の構成と変化に関する研究（その３）－ 

○劉作(大分大学)・佐藤誠治 
小林祐司・姫野由香 

金貴煥・李東熙 

297

725 都市における多様性に着目した生活環境に関する研究 
－GISを用いた都市の定量的分析－ 

○原田芳博(九州大学)・有馬隆文 
萩島哲・坂井猛 

301

726 韓国の地方都市における都市空間構造構想の変遷過程に関する研究  
－その1 順天市を中心として－ 

○金貴煥(大分大学)・佐藤誠治 
小林祐司・姫野由香 

劉作・李東煕 

305

727 大型専門店の近接立地傾向及びその業種間親近性に関する研究（その1） ○櫻井洋介(九州大学)・渡邊大輔 
趙世晨 

309

728 大型専門店の近接立地傾向及びその業種間親近性に関する研究（その2） ○渡邊大輔(九州大学)・櫻井洋介 
趙世晨 

313

729 住替えを考慮した年齢別住宅型別世帯数推計モデルの構築に関する研究 ○小峯裕(熊本県立大学) 
中園眞人・鵤心治 

317

730 決定木アルゴリズムを利用した土地利用シミュレーションに関する研究 
－福岡県糸島地域を対象として－ 

○山下秋朝(九州大学)・有馬隆文 
出口敦・萩島哲 

321

731 複層化セルオートマトンによる地方都市の解析システム ○雪丸久徳(鹿児島大学) 325

732 建築形態コントロールの評価シミュレーションに関する研究 ○田中那美(九州大学)・出口敦 329

733 リモートセンシングデータを用いた土地被覆の経年変化と３次元コンピュータ

グラフィクスによる緑地景観の変化特性 
○韓鉀洙(大分大学)・佐藤誠治 

小林祐司・姫野由香 
李衡馥・劉作 

333

734 高齢者の外出行動と地区環境との関わりに関する研究 
－高齢者の外出率が低い地区の事例について－ 

○黒岩由誉(熊本大学)・両角光男 
室永芳久 

337

735 高齢者の外出の促進・抑制要因に関する研究 
－熊本市における外出活発・非活発地区の比較を基に－ 

○室永芳久(熊本大学)・両角光男 341

736 高齢者と点検する自転車が安全・快適に走れるまち 
－八代・自転車のまちづくりに関する研究 その１－ 

○磯田節子(八代工業高等専門学

校) 
345



737 歩行者優先モールの賑わいを支えるシステムに関する研究 
－天津旧租界・中心市街地トランジットモールにおけるケーススタディー－ 

○北村博昭(九州大学) 
松尾桂一郎・小倉一平 

出口敦・趙世晨・黒瀬重幸 

349

738 天津市トランジットモールの街路環境に関する研究 その１ ○坂本夏絵(九州大学)・木庭隆博 
趙世晨・黒瀬重幸・出口敦 

353

739 天津市トランジットモールの街路環境に関する研究 その２ ○木庭隆博(九州大学)・坂本夏絵 
趙世晨・黒瀬重幸・出口敦 

357

740 都市空間における来訪者の回遊行動と空間認知に関する研究 その４ 
－方向転換を促す要因としての視覚要素の考察－ 

○金崎瑞希(熊本大学)・永野賢作 
両角光男・本間里見 

361

741 経路選択並びに回頭行動の視覚要素の関係の考察 
－その３ 都市空間における来訪者の回遊行動と空間認知に関する研究－ 

○永野賢作(熊本大学)・金崎瑞希 
両角光男・本間里見 

365

742 熊本市の中心市街地における主要街路の来街者分布特性に関する考察 ○溝下重成(熊本大学)・両角光男 369

743 天神・大名地区における歩行者行動と街路特性に関する研究 ○豊田佳奈(福岡大学)・仲野綾 
黒瀬重幸 

373

744 都心地区の回遊性と休憩空間の配置構成に関する研究 
－福岡市天神地区の立体的歩行者空間の分析－ 

○長聡子(九州大学)・出口敦 377

745 建物別入居店舗数並びに業種区分から見た考察  
－建物の床利用に着目した熊本市中心市街地の空間構造の研究：その1－ 

○豊岡俊也(熊本大学)・原啓介 
両角光男 

381

746 建物の階層別特性並びに空店舗空室分布から見た考察  
－建物の床利用に着目した熊本市中心市街地の空間構造の研究：その2－ 

○原啓介(熊本大学)・豊岡俊也 
両角光男 

385

747 空地・建物の変化から見た熊本市中心市街地の空間構造の考察  
－平成2年から14年までの12年間の土地利用変化に関する研究－ 

○長岡正剛(熊本大学)・両角光男 389

748 大型店撤退による地域への影響と地元の対応策に関する研究 ○井上芳恵(尚絅短期大学) 
中山徹 

393

749 北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業の開発手法に関する研究 ○赤川貴雄(北九州市立大学) 
白石靖幸・原田昌幸 

397

750 町域の境界形態からみた商業地の変容  
－地方の町村における中心商業地に関する研究 その２－ 

○松江智幸(崇城大学)・秋元一秀 401

751 北九州市八幡東区前田地区におけるまちの診断カルテづくりと市民参加に関す

る社会実験（１） 
○竹内裕二(北九州市立大学) 405

752 北九州市八幡東区前田地区におけるまちの診断カルテづくりと市民参加に関す

る社会実験（２） 
○竹内裕二(北九州市立大学) 409

753 大学キャンパス利用者の空間嗜好に関する研究（その1） ○古川亜矢子(九州大学)・萩島哲 
坂井猛・有馬隆文・齊藤里枝 

413

754 大学キャンパス利用者の空間嗜好に関する研究（その2） ○齊藤里枝(九州大学)・萩島哲 
坂井猛・有馬隆文・古川亜矢子 

417

755 小学校の環境教育における校内及び校外の緑地利用と緑地整備について ○岩尾襄(九州東海大学) 421

756 環境教育の可能性について ○脇三智也(長崎総合科学大学) 
宮原和明 

425

 


