
701 ネットワーク解析を用いた生活圏の施設アクセシビリティ
評価
―熊本市における集約型都市構想計画に関する研究 そ
の１―

○川口彩希 (熊本大学)
友松裕希・坂元 純・内山 忠

両角光男

(261)

702 主成分分析を用いた総合評価指標の合成と生活圏の施設
アクセシビリティ評価
―集約型都市構想に基づく熊本市の都市マスタープラン
策定に関する研究 その２―

○友松裕希 (熊本大学)
川口彩希・坂元 純・内山 忠

両角光男

(265)

703 低炭素社会の形成に向けた住民の環境問題への意識に関
する研究

○神力潔司 (北九州市立大学)
湯淺墾道・福田展淳

(269)

704 ◯
(北九州市立大学)

(273)

705 移動経路に着目したウィーンにおける環状都市構造の研
究
―ネットワーク解析を用いた移動のし易さと歩行経路の
分析―

○和田雅人 (九州大学)
長 聡子・出口 敦

(277)

706 用途・居住者の混合と生活の多様性
―日本型コンパクトシティ構築に向けた基礎的研究―

○高山達也 (九州大学)
武田裕之・有馬隆文

(281)

707 ミュンヘン市の環状構造における交通ネットワークと街
路機能に関する研究

○山口浩介 (九州大学)
長 聡子・出口 敦

(285)

708 国勢調査データを用いた通勤・通学により排出される
2排出量の推計と分析

―大分市を対象として―

○門原尚志 (大分大学)
金 漢・姫野由香・小林祐司

佐藤誠治

(289)

▲
１０：１６～１１：０６－－－－－－－－－－－－ＧＲ：磯田節子, 司会：宮崎大樹
709 外海のキリシタン集落における景観の顕在化に関する研

究
その４ 文久２年絵図からみた単位集落について

○村田明久 (長崎総合科学大学) (293)

710 熊本県における伝統的町並みの変化に関する考察
新たなまちづくりに向けた基礎的資料整理 (１)

○小島和彦 (都市・地域住環境研究室) (297)

711 韓国農村集落における風水景観に関する研究 その１
―農村集落景観調査による風水と景観の関係の把握―

○野口浩平 (大分大学)
佐藤誠治・小林祐司・姫野由香

山口泰佑

(301)

712 韓国農村集落における風水景観に関する研究 その２
―風景写真による景観分析―

○山口泰佑 (大分大学)
佐藤誠治・小林祐司・姫野由香

野口浩平

(305)

713 景観構成要素と生活・生業の関係性の導出とその課題
―別府市鉄輪・明礬温泉地区の重要文化的景観指定に関
する研究―

○森下泰敬 (大分大学)
佐藤誠治・姫野由香

(309)

714 景観構成要素と生活・生業の関係性の導出
―別府市鉄輪・明礬温泉地区の重要文化的景観指定に関
する研究―

○森下泰敬 (大分大学)
佐藤誠治・姫野由香

(313)

▲

９：００～１０：０６－－－－－－－－－－－－－ＧＲ：鶴崎直樹, 司会：藤本慧悟

* ＧＲによる総括 (２分) を含む｡

* ＧＲによる総括 (２分) を含む｡



715 景観法制定前後の景観形成基準文の変化に関する分析 ○小林 努 (九州産業大学)
日高圭一郎・山下三平・片岡寛之

(317)

716 ｢絵になる景観｣ の視点場環境に関する基礎的研究
―坂本繁二郎の作品を事例として―

○永田佳裕 (九州産業大学)
日高圭一郎

(321)

717 福岡市における河川景観に関する研究
―流軸景の定量分析を通して―

○渡邉拓馬 (福岡大学)
松永一郎・黒瀬重幸

(325)

718 カメラ・キャリブレーションを用いた都市風景画の視点
場推定に関する研究

○大穂正一朗 (九州大学)
小川勇樹・趙 世晨・萩島 哲

(329)

▲

１３：３０～１４：２０－－－－－－－－－－－－ＧＲ：有馬隆文, 司会：武田裕之

▲

１４：３０～１５：２８－－－－－－－－－－－－ＧＲ：デワンカー・バート, 司会：江戸美慧
725 平成14年・平成22年の自転車・歩行者交通量の比較・分

析
―八代緑の回廊線の利用実態に関する研究 その１―

○村川和代 (熊本高等専門学校)
藤井信彰・磯田節子・内山 忠

(357)

726 平成14年・平成22年の自転車・歩行者利用者の意識及び
利用状況の比較・分析
―八代緑の回廊線の利用実態に関する研究 その２―

○藤井信彰 (熊本高等専門学校)
村川和代・磯田節子・内山 忠

(361)

727 アジアの都市化と経済発展に伴うライフスタイルの変化
に関する研究
―中国大連市における調査から―

○松本美穂 (九州大学)
韓 犇・曾 月萌・馬 麗那

包清博之・近藤加代子

(365)

728 公共交通システムの強化による大気汚染の低減 ジャカ
ルタ市で住宅ブロックおよび再配置

○ディディット ノヴィアント
(北九州市立大学)
・

(369)

719 ｢屋上緑化推進に関わる行政施策の研究｣
―日本とドイツにおける屋上緑化施策を対象として―

○中村星朗 (北九州市立大学) (333)

720 緑視率・緑被率を指標とした身近な緑環境評価
―大分市の緑化等に関する指針を有する戸建住宅団地を
対象として―

○北原拓也 (大分大学)
小林祐司・佐藤誠治

(337)

721 ○ (北九州市立大学) (341)

722 ○ (北九州市立大学) (345)

723 ○ (北九州市立大学) (349)

724 バンコク市周辺の大都市圏における市街化が緑地空間の
都市基盤に与える影響に関する研究

○チャナチョクパチャヤウットチラット
(北九州市立大学)

範 理揚・高 偉俊

(353)

▲

１１：１６～１１：５０－－－－－－－－－－－－ＧＲ：木方十根, 司会：味園将矢

* ＧＲによる総括 (２分) を含む｡

(１２：５０～１３：２０) 九州支部研究者集会 建築学科棟２階０１教室

* ＧＲによる総括 (２分) を含む｡

729 大分都市圏におけるバス交通利便性評価と整備課題に関
する研究

○井関崇之 (大分大学)
佐藤誠治・小林祐司

(373)



▲

１５：３８～１６：１２－－－－－－－－－－－－ＧＲ：本間里見, 司会：西川和希
732 地域による地震災害予防・減災活動に関する基礎的研究

―福岡市南区警固断層区域を対象として―
○千ノ木優斗 (九州産業大学)

日高圭一郎
(385)

733 密集市街地における対策事業活用の傾向と実態
― ｢都市防災総合推進事業｣ ｢住宅市街地総合整備事業｣
を対象として―

○東郷哲史 (大分大学)
大和田清隆・姫野由香・小林祐司

佐藤誠治・岩谷直樹

(389)

734 密集市街地における空間更新プロセスにみる課題の導出
―別府市光町におけるケーススタディ―

○岩谷直樹 (大分大学)
佐藤誠治・姫野由香・東郷哲史

吉田宗平

(393)

735 用途地域指定の隣接関係からみる大分県内各都市計画区
域の特性に関する研究

○上 慶至 (大分大学)
椎葉憲亮・小林祐司・佐藤誠治

(397)

730 インドネシア・バンドンにおける土地利用の変遷と道路
システムの評価に関する研究

○濱田裕生 (北九州市立大学)
範 理揚・高 偉俊

(377)

731 モノレール沿線人口分析と街づくりのあり方に関する研
究

○張 元文 (北九州市立大学)
福田展淳・王 宇鵬

(381)

736 西地区について―熊本駅周辺地域の建物用途・土地利用
の変遷に関する研究 その２―

○宮崎大樹 (熊本高等専門学校)
磯田節子・内山 忠

(401)

737 時代の流れによって多様化する商業建築の変遷と動向に
関する研究

○室園育美 (北九州市立大学)
デワンカー・バート

(405)

738 中心市街地における賑わい性能の定量化・可視化に関す
る研究

○川原奈緒 (九州大学)
有馬隆文・武田裕之

(409)

739 通り空間に対する店舗の表出性と店舗の業種区分との関
係の考察
熊本市中心市街地における通りの構成要素に関する研究
その１

○津田晃平 (熊本大学)
福永将之・原 隆・両角光男

(413)

740 通り空間に対する店舗の表出性から見た区間別商店街の
空間特性の考察
熊本市中心市街地における通りの構成要素に関する研究
その２

○福永将之 (熊本大学)
津田晃平・原 隆・両角光男

(417)

741 来街者の回遊・消費行動のタイプ分けと回遊の広がりの
特徴分析
―熊本市中心市街地における来街者の回遊・消費行動に
関する研究―

○大隅きよか (熊本大学)
岡松はるな・内山 忠・両角光男

(421)

* ＧＲによる総括 (２分) を含む｡

* ＧＲによる総括 (２分) を含む｡

(１６：３０ ～１６：５０) 九州支部都市計画委員会 理学部１号館１階１０１教室

▲

９：００～１０：０６－－－－－－－－－－－－－ＧＲ：姫野由香, 司会：森下泰敬

742 地図の携行が中心市街地回遊時における裏通り進入に与
える影響の考察
―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―

○東 香織 (熊本大学)
両角光男・末繁雄一・池邉 悟

(425)



743 国際美術展と地域社会の関係性に関する研究 ○大石加奈枝 (北九州市立大学)
デワンカー・バート

(429)

744 パリの歴史軸における空間的変遷について ○弓削純平 (北九州市立大学)
デワンカー・バート

(433)

745 中国における小都市の歴史変遷及び環境への影響にする
研究
その１ 揚子江デルタ地域における海寧市の都市化につ
いて

○金 彦淇 (北九州大学)
範 理楊・高 偉俊

(437)

746 土木技師・梶山浅次郎の経歴と業績
―鹿児島市戦災復興都市計画研究―

○味園将矢 (鹿児島大学)
岸本友恵・木方十根

(441)

747 歴史都市サルトにおける文化資源マネジメント ( )
に関する研究 その８
文化資源調査から明らかになる都市空間の形成過程

○網本 薫 (九州大学)
村上佳代・西山徳明

(445)

748 ｢萩まちじゅう博物館｣ における文化遺産マネジメント
に関する研究 その８
主客交流に主眼を置いたサテライトの設計条件の抽出

○橋口敏一 (九州大学)
村上佳代・西山徳明

(449)

▲

１３：３０～１４：２８－－－－－－－－－－－－ＧＲ：長 聡子, 司会：山口浩介

▲

１０：１６～１０：５８－－－－－－－－－－－－ＧＲ：趙 世晨, 司会：小川勇樹

* ＧＲによる総括 (２分) を含む｡

▲

１１：０８～１１：５０－－－－－－－－－－－－ＧＲ：小林祐司, 司会：野口浩平

* ＧＲによる総括 (２分) を含む｡

749 近隣・街区公園の構成分析とその評価手法に関する研究
～北九州市を事例として～

○小西 唯 (北九州市立大学)
深堀秀敏・範 理揚・柳 建安

高 偉俊

(453)

750 理論を用いた北九州市小倉北区都市空間構
造の分析

○柳 建安 (北九州市立大学)
範 理楊・高 偉俊・深堀秀敏

(457)

751 ｢ ｣ としての都市の要件と評価 ○藤本慧悟 (九州大学)
武田裕之・有馬隆文

(461)

752 歩行者交通量の推定方法に関する研究
―スペースランクと歩行者交通量の関係について―

○池田峻平 (九州大学)
趙 世晨

(465)

753 光線追跡法を用いた 可視領域の定量的解析方法につ
いて４
～ のファサード表面積に着目した可視領域判定～

○高木美穂 (都城工業高等専門学校)
中村裕文

(469)

* ＧＲによる総括 (２分) を含む｡

(１２：５０～１３：２０) 九州支部研究者集会 建築学科棟２階０１教室

754 北九州市における公立小学校廃校施設に関する現状調査 ○江戸美慧 (北九州市立大学)
デワンカー・バート

(473)

755 大牟田市における民営地域交流施設に関する研究 その
１
―民営地域交流施設の立地特性―

○本間里見 (熊本大学)
西川和希・位寄和久

(477)



756 大牟田市における民営地域交流施設に関する研究 その
２
―民営地域交流施設の活発性要因の考察―

○西川和希 (熊本大学)
本間里見・位寄和久

(481)

757 大分市中心部における分譲共同住宅の利用状況と維持管
理に関する研究

○吉田宗平 (大分大学)
佐藤誠治・姫野由香・小林祐司

(485)

758 竹林保全活動における参加者に関する研究 ○草葉敏一 (北九州市立大学)
デワンカー・バート

(489)

759 法人の経営安定化のための地域ネットワークの獲
得と活用

○川嵜陽平 (九州大学)
近藤加代子

(493)

760 北九州市における建築系学生団体の活動内容に関する研
究

○穴井健一 (北九州市立大学)
デワンカー・バート

(497)

▲

１４：３８～１５：２８－－－－－－－－－－－－ＧＲ：日高圭一郎, 司会：小林 努

* ＧＲによる総括 (２分) を含む｡

761 長崎市大浦地区における地域住環境の評価と住民の動向
からみたコミュニティ形成に関する研究

○中嶋満彦 (北九州市立大学)
高 偉俊

(501)

762 テキストマイニングを用いたアンケート自由記述欄の分
析による生活環境評価

○細井亮佑 (大分大学)
寺田充伸・小林祐司・佐藤誠治

(505)

763 離島地域における集落の空間構成に関する研究 〇甲斐一樹 (大分大学)
佐藤誠治・姫野由香・山村宗一郎

(509)

764 集落構成の変遷にみるサスティナブルコミュニティの理
想

◯山村宗一郎 (大分大学)
姫野由香・佐藤誠治・甲斐一樹

(513)

765 都市における祭礼及びイベント空間の研究
―青井阿蘇神社おくんち祭を事例として―

○成松正規 (熊本大学)
桂 英昭・村山哲哉

(517)

766 都市における祭礼空間の研究
―広域祭礼における駐車場の配置利用形態について―

○村山哲哉 (熊本大学)
桂 英昭

(521)

* ＧＲによる総括 (２分) を含む｡

(１６：３０～１６：５０) 九州支部都市計画委員会 理学部１号館１階１０１教室


