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頁

601

ＡＨＰを用いた定量的ＬＣ評価手法に関する研究
−日本型ファシリティマネジメント業務モデルに関する研究 その 30−

〇岡田真幸(熊本大学)
位寄和久・下田貞幸・宅島直明

1

602

スペース配分に着目したキャンパス FM に関する研究
−キャンパス FM 業務モデルに関する研究 その１−

〇梅崎真範(熊本大学)・井上順平
岡田真幸・位寄和久・下田貞幸

5

603

大学施設のスペース管理ＣＡＦＭシステムに関する研究
−キャンパスＦＭ業務モデルに関する研究 その２−

〇井上順平(熊本大学)・梅崎真範
岡田真幸・位寄和久・下田貞幸

9

604

大学キャンパスＦＭに関する研究
−点検評価項目の位置付け−

〇脇田正恵(鹿児島大学)
友清貴和

13

605

大学キャンパス内のモデル庭園設計・施工のプロセス

〇岡島直方(南九州大学)

17

606

遠隔協調設計における同期的情報交換技術の研究
〇石井誠之(熊本大学)
−ビデオ会議システムを利用したネットワークコミュニケーションに関する
両角光男・本間里見
研究−

21

607

建築協調設計におけるコミュニケーション支援システムの研究

〇小田晋也(熊本大学)
両角光男・本間里見・小谷竜也

25

608

ツールによる形状変化の分析
〜デジタル設計ツールを用いた設計プロセスに関する研究〜

〇丸山絵美(崇城大学)

29

609

創造的思考過程における双発的デザイン創成の研究

〇佐藤洋(広島工業大学)
手越義昭・出来利枝子・上和田茂

610

低層集合住宅配置計画における発想支援システムの基礎モデルの構築

611

建設業の規制に関する歴史的展開 明治･大正･昭和初期
〇笠木勇雄(九州芸術工科大学大学
−法令と行政による建設業の地位確立過程とその変遷に関する研究 その 1−
院)
片野博

41

612

建設業を規制する法令等の歴史的展開 明治・大正・昭和初期
−法令と行政による建設業の地位確立とその変遷に関する研究 その 2−

〇笠木勇雄(九州芸術工科大学大学
院)
片野博

45

613

建築の基礎学問分野における技術書の変遷 明治・大正・昭和初期
−我が国における技術書の刊行と建築技術の普及に関する研究 その 7−

〇岡本温子(九州芸術工科大学大学
院)
片野博

49

614

土木分野における技術書の変遷 明治期
−我が国における技術書の刊行と建築技術の普及に関する研究 その 8−

〇黒澤圭太(九州芸術工科大学大学
院)
片野博

53

615

「高等建築学」と著者の属性について 構造・材料等分野
−我が国における技術書の刊行と建築技術の普及に関する研究 その 9−

〇木下健ニ(九州芸術工科大学大学
院)
片野博

57

616

「高等建築学」と著者の属性について 計画等分野
−我が国における技術書の刊行と建築技術の普及に関する研究 その 10−

〇木下健ニ(九州芸術工科大学大学
院)
片野博

61

西郷正浩

〇平野公平(鹿児島大学)
西村一成・有吉弘輔・松永安光
本間俊雄

33

37

617

雁ノ巣飛行場 旧格納庫（北棟）調査報告その 2
−所有者と構造形式について−

〇松山昌弘(九州芸術工科大学大学
院)
片野博

65

618

高温材料表面の接触温熱感と接触可能時間に及ぼす手掌の接触圧の影響

〇川崎三十四(第一工業大学)
松井勇

69

619

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
〜視覚環境と行動の関係における考察〜

〇高田昌太(熊本大学) ・両角光男

73

620

領域形成における環境単位論とその計画的意義

〇伴丈正志(長崎総合科学大学)

77

621

空間と領域の形成過程
〜個体空間の成生に関する研究（５）〜

〇内丸恵一(崇城大学)
竹下輝和・古谷さやか

81

622

キャッチコピーにみる品質概念の変遷 1960〜2000
〜消費者との関係を基調とした住宅の質の変遷に関する研究 その５〜

〇花原正基(九州芸術工科大学大学
院)
片野博

85

623

大阪府における木造専用住宅の寿命の推移
1950 年から 1970 年までの木造専用住宅を対象として

〇堤洋樹(北九州市立大学)
小松幸夫

89

624

大分市郊外の戸建住宅団地における入居者の住宅継承および将来の居住計画
〇渡部太介(大分大学)
についての研究
久保加津代・鈴木義弘
−地方都市における郊外戸建住宅団地の再整備に関する研究−

93

625

環境共生型団地における居住環境改善と自主管理負担の関係性

〇徳田光弘(鹿児島大学)
松永安光・荻野さとみ

626

空間要求変化からみた住戸平面評価に関する研究

〇勝野幸司(八代工業高等専門学
校)
今井正次・笠嶋泰

101

627

エレベーター設置に伴う居住者の外出行為及び居住意識の変化に関する研究

〇松尾昌治 (崇城大学大学院)
秋元一秀

105

628

熊本県の福祉移送特区について
−移動制約者の移動保障に関する研究１−

〇山下伸也(熊本県立大学大学院)
村上良知

109

629

大舎制児童養護施設のユニットケア方式への移行に関する研究 その 1
〜現状分析と移行の可能性〜

〇諏訪園未帆(有明工業高等専門学
校)
新谷肇一

113

630

大舎制児童養護施設のユニットケア方式への移行に関する研究 その 2
〜平面構成の分析からみた移行の可能性〜

〇新谷肇一(有明工業高等専門校)
諏訪園未帆

117

631

病院建築における企画・設計支援システムの構築

〇猶木克一(鹿児島大学)
友清貴和

121

632

居住福祉に関する基礎的研究
１、福岡市内の居住支援を通して

〇齋藤輝二(東和大学)

125

633

子育てを支援するコミュニティの形成に関する基礎的研究
その４．乳児を持つ世帯の育児不安と住宅地の特性

〇益田信也(近畿大学)

129

634

高齢者の住宅改修とそのシステム化に関する研究
その２ 改修プロセスにおける問題の所在とサポート要求

〇北岡敏郎(有明工業高等専門校)
奥薗加奈子

133

635

高齢者の住宅改修とそのシステム化に関する研究
その３ 主要空間の手すり設置パターン

〇奥薗加奈子(有明工業高等専門学
校)
北岡敏郎

137

636

痴呆性老人の住生活領域の変化に関する研究

〇蔭岡俊宏(大分大学)

141
鈴木義弘

97

637

638

ドイツ・オランダにおけるグループ・ハウジングの事例
知的障害者グループの住居水準適正化にむけた事例研究 第 3 報

〇川島実季(大分大学)

145
鈴木義弘

ネパールの都市住宅街区における高齢者居住空間の実態に関する研究
〇サキャ ラタ(美作大学)
−ラリトプル(パタン)地区における高齢者の住宅内生活行為と場所に関する
藤本尚久
典型事例の調査研究−

149

639

福岡県京築地区の神楽舞台の研究
その１ 神楽舞台の概要

〇井上英孝(東和大学)
河野泰治・柴田加奈子・岡田知子

153

640

福岡県京築地区の神楽舞台の研究
その２ 豊前市と苅田町の神楽舞台の平面構成

〇柴田加奈子(西日本工業大学)
岡田知子・河野泰治・井上英孝

157

641

沖縄本島における神アサギ及びトゥンに関する研究
その１ 分布と機能・形態

〇森下一成(琉球大学大学院)
福島駿介

161

642

沖縄本島における神アサギ及びトゥンに関する研究
その２ 日常的用途について

〇森下一成(琉球大学大学院)
福島駿介

165

643

戦後開拓村の歴史及び計画論的研究
〜岐阜県「ひるがの」における入植後の概史〜

〇宮里明日香(熊本県立大学)
中島煕八郎・近藤理恵

169

644

戦後開拓村の歴史及び計画論的研究（その２）
〜住環境の変容と土地の動き〜

〇近藤理恵(熊本県立大学)
中島煕八郎・宮里明日香

173

645

戦後開拓村の歴史及び計画論的研究（その３）
〜住宅及び住生活の変遷〜

〇中島煕八郎(熊本県立大学)
宮里明日香・近藤理恵

177

646

世論調査に見る農山村志向の意識的背景とその変化に関する研究

〇児玉香菜子(熊本県立大学)
中島煕八郎・宮里明日香

181

647

市街地における農的環境を巡る動きと現代的背景に関する研究（その１）
〜地域住民の胎動〜

648

市街地における農的環境を巡る動きと現代的背景に関する研究（その２）
〜地域構造の変化〜

649

市街地における農的環境を巡る動きと現代的背景に関する研究（その３）
〜市街地を流れる農業用水路に対する 動き に着目して〜

650

社会変化に対する適応能力から見た安定型地域の構造
＝福岡県山門郡大和町を対象として＝

〇北島智美(熊本県立大学)
中島煕八郎・宮里明日香

197

651

臼杵市における中心市街地の復活
〜うすき竹宵（たけよひ）をめぐる 7 年間の経緯〜

〇内丸恵一(崇城大学)
佐藤直樹・古屋さやか

201

652

市町村合併に関わる施設計画の研究
−熊本県あさぎり町庁舎を事例として−

〇阿比留純一(熊本大学)
桂英昭・新林伸文

205

653

転用された廃校と地域の関わり方に関する考察
〜福岡県下で転用された小学校を事例として〜

〇黒瀬雅子(九州芸術工科大学大学
院)
加藤仁美・田上健一

209

654

先進自治体における再生利用の検討プロセスと協働化要因
既存建築物の再生利用に関する研究 その４

〇池添昌幸(九州大学大学院)
竹下輝和・岸川善幸

213

655

評価申請書類からみた LEED の運用プロセス
グリーンビルディング論に関する研究 その７

〇伊積弘貴(九州大学大学院)
竹下輝和・池添昌幸

217

656

地方自治体における建築物環境配慮指針の策定状況
グリーンビルディング設計支援システムの構築に関する研究 その２

〇越出匡人(九州大学大学院)
竹下輝和・池添昌幸

221

〇阪本隆一(熊本県立大学)
中島熙八郎・宮里明日香
藤本友博・松本梨江
〇松本梨江(熊本県立大学)
中島煕八郎・宮里明日香
阪本隆一・藤本友博
〇藤本友博(熊本県立大学)
中島煕八郎・宮里明日香
阪本隆一・松本梨江

185

189

193

