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受賞者

正会員清水友香子君（東北大学）

正会員西村智賢君（京都工芸繊維大学）

正会員榎並悠介君（京都工芸繊維大学）

正会員片桐　亮君（慶應義塾大学）

正会員狩谷のぞみ君（筑波大学）

正会員高橋亨君（法政大学）

正会員萩原政人君（日本大学）

正会員福井実央君（日本女子大学）

正会員福澤祥子君（有明工業高等専門学校）

正会員藤本ふみ君（東京大学）

正会員村上篤君（横浜国立大学）

正会員伊藤大輔君（東海大学）

正会員黒田健一君（大同工業大学）
正会員杉山史典君（大同工業大学）

正会員田辺慎吾君（大阪大学）

論文名

地域の地盤環境を考慮した最適な耐震設計手法に関する研究

増築層免震システムによる既存建築物の耐震性能向上法

近代と歴史建築
――ル･トロネ修道院を例とした19世紀修復の実際

江戸の自然マネージメントと庭園文化について
――明治の自然条件をもとにして

応急仮設住宅の建設過程に関する研究

東京の露店収容建築に関する研究

洪水常襲地帯の集落における屋敷の空間構成に関する調査研究

Webを活用した都市生活者に対する防災教育

地域公共図書館における開架フロアーのゾーニング手法に関する研究
――ポピュラーライブラリーエリアを核としたActiveゾーン創出の可能性と
有効性

交流を生む戸外で行われる日常生活に関する研究
――広島県鞆の浦における地域性と生活スタイルの変化を中心に

都心部における小･中規模の低･未利用地有効利用促進策の実態評価
――都市基盤整備公団と民間都市開発推進機構に着目して

直射光を考慮したエアーフロー窓スクリーン性能の評価法

高齢者施設の居室における介護臭の特性と脱臭方法に関する研究

越屋根の風力換気性能に関する研究

部門

構造

計画

環境

'優秀卒業論文賞

2 0 0 3 年

日本建築学会優秀卒業論文賞
日本建築学会優秀修士論文賞

受賞者

正会員立石理恵君（東京工業大学）

正会員吉元怜毅君（慶應義塾大学）

正会員生田光晴君（山口大学）

正会員河目浩樹君（大阪大学）

正会員熊谷亮平君（東京大学）

正会員清水七奈子君（横浜国立大学）

正会員曽根里子君（文化女子大学）

論文名

線形座屈荷重を目的関数とした単層ラチスシェルの形状最適化

多入力多出力モデルに基づく建築構造物の健全性診断

柳井小田家にみる近世商家の成立とその形成過程
――屋敷の変遷と架構形式に関する建築史的研究

大都市圏における孤立住宅地の居住環境とその存続に関する研究
――大阪府を事例に

近代以降の積層集合住宅におけるバルコニーの変遷と国際的普及に関する研究

遺構調査に基づいた花街建築に関する研究
――東京35花街を実例とした花街分析と花街現況調査

建替団地における「戻り居住者」の住まい方･居住性評価に関する時間的
変化の考察
――公的賃貸住宅の建替計画にむけた調査研究

部門

構造

計画

'優秀修士論文賞
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正会員遠山直子君（東京工業大学）

正会員速水清孝君（東京大学）

正会員人見浩彰君（東京大学）

正会員山田雅之君（京都大学）

正会員石橋良太郎君（名古屋大学）

正会員長嶋憲治君（横浜国立大学）

正会員松本仁君（早稲田大学）

正会員峯岸良和君（早稲田大学）

劇場の周辺環境と鑑賞前後の行動との関係

住宅の設計主体の変容に関する研究
――明治･大正期における栃木県の大工の活動を中心に

建設廃棄物リサイクルの市場形成に関する基礎的研究
――事業者情報の運用と公開のシステム設計

介護単位の小規模化がケアおよび入居者の生活展開に与える影響に関する研究
――既存型特別養護老人ホームにおける事例研究を通して

家庭用コージェネレーションシステムの最適計画に関する研究

複合熱源による高効率な地域冷暖房システムに関する研究

室内空気質簡易評価法の開発

自然換気･火災安全性からみた煙突効果の利用と制御
――ソーラーチムニー型自然換気システムを利用した煙制御の可能性の検討

環境

§経過報告

本会では、1989年7月に建築教育振興

基金（タジマ基金）による学生を対象にした

論文の顕彰事業「優秀卒業論文賞」「優秀修士論文賞」を設け、

優れた論文を表彰してきた。

卒業論文等顕彰事業委員会は、毎年幅広い分野から200

編を超える応募論文に対応するため、11分野の調査研究委員

会から推薦された委員25名により構成されている。

第1回委員会は、2002年12月11日に開催し、「選考要領」

「応募要項」ならびに前期委員会からの申し送り事項について

審議した。

申し送り事項について

1）選考方法について

応募者に選考の手順を明示するために、「第一次選考は梗

概で行い、第二次選考は論文本文で行う」ことを明記する。

2）梗概のあり方について

第一次選考は梗概で行うので、選考に際して公平さを保つ

ために、応募要項の梗概の記載方法に逸脱する応募論文は

選考の対象外とすることを明記する。

3）卒業･修士論文の著者と指導教官等との関係の明確化に

ついて

卒業･修士論文の場合、指導教官や同じ研究室の院生によ

る指導･協力というものがあり、著者自身がどこまで自力で論文

を作成したのか、そのオリジナリティを判断することが難しい。そ

のため、著者と指導教官等との関係を明示させる方向で継続

審議することとした。

以上審議の結果、上記の1項、2項を応募要項に追加し、締

め切りを2003年3月として、2003年1月より募集を開始すること

とした。

第2回委員会は、2003年4月18日に開催し、「関係規程の確

認」「応募論文数ならびに各部門別分類の

確認」「授賞候補論文数」「選考部会の設置」

を審議した。

選考部門は、構造系･計画系･環境系の分類で変更がないこと

を確認し、各部門ごとに選考部会を設置することとした。

応募論文数は、卒業論文84編、修士論文124編の計208編

で、昨年より23編減少したが、応募大学数は57大学で、昨年よ

り5大学増えた。部門別では、構造系30編（学部11、修士19）、

計画系134編（学部57、修士77）、環境系44編（学部16、修士

28）であり、それぞれ前年より構造系9編減、計画系21編減、

環境系7編増であった。

授賞候補論文数は応募論文数に応じて、卒業論文は構造

系2編、計画系10編、環境系3編の計15編とし、修士論文は

構造系2編、計画系9編、環境系4編の計15編とした。各部門

ごとに、この授賞候補論文数の範囲内で選考を行い、部門間

での授賞数の調整はしないことを確認した。

選考方法は、選考要領に沿って二段階選考を行うこととした。

第一次選考では、各部門の委員が梗概を精読して授賞候補論

文数の約2倍程度の論文を選考し、第二次選考では、第一次

選考で選ばれた論文1編につき2名の査読委員を定めて論文

本文を精読し、授賞候補論文を選出することとした。なお、選

考は公正を期するために、委員と応募論文の著者とが親族あ

るいは師弟関係などにある場合には、当該論文の選考に関与

しないことを確認した。

第2回委員会終了後に各選考部会を開催し、委員の互選に

より各部会長は、構造系：安部武雄君、計画系：小松幸夫君、

環境系：藤本一壽君を選出し、選考を開始した。

第3回委員会は2003年6月26日に開催し、各選考部会の選

考結果報告ならびに推薦理由書が提出され、審議の結果、出

席者全員の一致をもって2003年（第14回）の授賞候補論文と

して、卒業論文14編、修士論文15編を選出した。

選 考 報 告
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（卒業論文等顕彰事業委員会委員長　八木幸二）

§構造系選考部会

本年の構造系の応募論文数は、卒業論文11編、修士論文

19編であった。応募大学数は18校で、昨年に比べて5校減っ

た。応募論文の内訳は、構造系26編、材料･施工系4編であり、

例年と比べて構造系の論文の減少が目立った。

第一次選考では、8名の選考委員が30編すべての論文の概

要を査読し、三段階評価の採点を行い、卒業論文については

上位4編、修士論文については上位4編を第二次選考対象と

して選出した。第二次選考では、第一次選考を通過した合計8

編の論文のそれぞれを2名の選考委員が精読することとした。

卒業論文においては、「テーマと内容」「論理性と明確さ」「論文

としてのできばえ」の3項目、修士論文では「テーマの独創性･新

規性」「豊かな萌芽性･将来性」「研究の進め方の論理性」「結

論の明確さ」「論文としてのできばえ」の5項目に留意して、総合

的な評価点を与え、その得点順位により授賞候補論文を選定

することを原則とした。最終選考はそのうえで無記名投票により

行い、卒業論文については上位2編、修士論文については上

位2編を授賞候補論文とした。

卒業論文、修士論文ともに、何年間かにわたる勉学･研究の

集大成であり、内容の濃い研究成果が理路整然と提示される

さまはまさに圧巻である。今年度も、例年に増して力作揃いで

あったと言える。研究対象は今まさに注目を集めているテーマ

が多いものの、なかには地道なテーマに新たな視点を当てるも

の、ホットなテーマにひとひねりした手法でアプローチするもの

ものもあり、読んでいて飽きない。緻密な議論を系統的に展開

し、整然とまとめられたものから、荒削りではあるが個性的なひ

らめきが感じられるものまで、完成度の点でも様々である。卒業

論文･修士論文は、通常、指導教官の指導の下に行われるた

め、なかには論文執筆者である学生の貢献がどの程度である

のか判断に苦しむものもある。また、一連の研究に完全に組み

込まれ、全体が見えにくい論文もある。このような多様性のなか

から少数の受賞候補を選ぶのは至難の業であり、選に漏れた

論文にも賞に値する論文が多数あったことを申し添えたい。な

お、応募大学数および応募論文数の減少は気にかかるところ

であり、関係者のご協力をお願いする次第である。

（構造系選考部会長　安部武雄）

§計画系選考部会

本年の計画系の応募論文数は、卒業論文57編、修士論文

77編の合計134編であり、これを計画系選考委員12名で選考

した。応募数は昨年の155編からみるとやや減少しているが、

昨年の応募数が例年に比べて多かったことから通常に戻った

ともいえる。授賞論文数は選考部会での割り当ての結果、卒業

論文が10編以内、修士論文が9編以内となった。

第一次選考は、論文概要（梗概）により行った。ひとつの論文

について4名の委員が査読を行い、それぞれの論文をＡＢＣの

3段階によって評価した。評価結果を点数に置き換え、その合

計の高い順に授賞論文数の2倍を目安に第二次選考対象論

文とした。この段階で卒業論文19編、修士論文21編を選考

した。

第二次選考では、選考委員の専門分野を考慮しながら、対

象論文のそれぞれについて2名の査読者を選び、論文本文に

より評価を行った。評価の内容は、卒業論文については「テー

マの内容」「論理性と明確さ」「論文としてのできばえ」と「総合評

価」であり、修士論文については、「テーマの独創性･新規性」

「豊かな萌芽性･将来性」「研究の進め方の論理性」「結論の明

確さ」「論文としてのできばえ」「総合評価」である。この評価結果

をもとに計画系部会を開催し、査読者の評価と講評および論

文本文等を参照した後、最終的に卒業論文9編、修士論文9

編を決定し授賞候補論文とした。

昨年も指摘があったことであるが、第一次選考では梗概の文

字数超過などの規定違反の疑いがあるものが散見された。こ

の点については大幅な違反ではないので、規定違反のあるもの

は第二次選考の際に考慮することとしてすべてを評価対象とし

た。第二次選考の段階で卒業論文について評価点の合計順

位で9位のものが3編あったが、論文内容を出席委員全員で改

めて評価し、そのうちの1編を授賞候補とした。このことにより卒

業論文についての授賞候補論文は割当数の上限より1編少な

い結果となった。

（計画系選考部会長　小松幸夫）

§環境系選考部会

本年の環境系の応募論文数は、卒業論文16編、修士論文

28編の合計44編であり、昨年との比較では、卒業論文2編、修

士論文5編の増加であった。応募論文の研究分野は、音4編、

光5編、熱5編、空気11編、都市7編、心理･生理6編、その他

6編であり、環境工学の各分野から広く応募があったと思わ

れる。

第一次選考では、4名の選考委員ならびに2名の専門委員

の全員がすべての応募論文の概要を査読して3段階の評価を

行い、評点の高いものから授賞候補論文数（卒業論文3編･修

士論文4編）の約2倍程度に相当する卒業論文6編、修士論文

9編を一次候補として選出した。この作業に際し、著者と関わり

のある委員のいないことを確認した。

第二次選考では各選出論文につき2名の査読委員を、選考

委員ならびに専門委員のなかからその専門性を考慮して決定

構造系 計画系 環境系

卒業論文 2編（11） 9編（57） 3編（16）

修士論文 2編（19） 9編（77） 4編（28）

合計 4編（30） 18編（134） 7編（44）

分野別受賞論文数（総応募数208編、57大学）

＊（ ）の数字は応募論文数
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し、第一次選考で選ばれた卒業論文、修士論文の本論文を

精読することとした。卒業論文については「テーマと内容」「論理

性と明確さ」「論文としてのできばえ」の3項目、修士論文につい

ては「テーマの独創性･新規性」「豊かな萌芽性･将来性」「研究

の進め方の論理性」「結論の明確さ」「論文としてのできばえ」の

5項目の各評価項目について5段階で評価し、さらに総合評価

として講評を作成した。各論文の評点と講評を総合的に判断

した後に選考委員による無記名投票を行い、卒業論文3編、

修士論文4編を授賞候補論文として推薦することとした。

第二次選考に進んだ論文は、軽微な差違はあったものの、

いずれも大変優れた論文であったことを報告したい。最後に、

選考に際して真剣なご議論を頂戴した選考委員、梗概査読と

本論文精読という2段階の労を頂いた専門委員のご協力に深

く感謝の意を表したい。

（環境系選考部会長　藤本一壽）
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優秀卒業論文賞

地域の地盤環境を考慮した
最適な耐震設計手法に
関する研究
正会員

清水 友香子君……東北大学

本論文では、RC造建物被害の想定地域内格差を適正化すること
を目的として、以下のような2種類の手法の提案が行われるとともに、
仙台地域を対象とした計算事例が示されている。まず、地盤環境の違

いが容易に把握できるように、建物被害の分布を損傷額分布として表

示する方法の提示を行っている。次に、地盤環境を考慮し、初期建

設コストに損傷額を加えたトータルコストを評価尺度とし最適設計を

行う手法の提示を行っている。以上、新しい評価手法を組み合わせ

て適用し、研究レベルとしても卒業論文としては申し分のない高いレベ

ルに仕上がっており、優秀卒業論文にふさわしい論文である。

増築層免震システムによる
既存建築物の耐震性能向上法
正会員

西村智賢君……京都工芸繊維大学

本論文は、既存建物の上層部に新たに免震層を介して増築するシ

ステム「増築層免震システム」を提案し、その有用性を示したものであ

る。検討にあたっては、既存部に対する増築部の質量比および免震

層の剛性、減衰量をパラメータにして、複素固有ベクトルを用いた拡

張ＣＱＣ法によるスペクトルモーダルアナリシスを行い、既存5層およ
び9層建物を例として、増築層免震を行った場合には、最大層間変位
と接地圧の応答値が、既存建物の場合より低減できることを明らかに

している。中間層免震を既存建物の耐震性能向上に用いた点がユ

ニークで、得られた結果も明解であり、優れた論文として評価できる。

近代と歴史建築
ル･トロネ修道院を例とした
19世紀修復の実際
正会員

榎並悠介君……京都工芸繊維大学

18世紀にいったん廃絶したシトー会修道院が、19世紀の修復事業
によって再びよみがえるプロセスを、文献と現地調査の両面から明ら

かにしようとした、本格的な建築史学論文である。おそらくは調査研究

グループの支援もあったと思われるが、西洋建築史研究に新風を吹き

込んだ感があり、卒論研究として高く評価したい。ただ本論で著者自

身が強調しようとした過去の建築図面の類や、遺構の観察記録につ

いては、背景に対する考察や建築史上の評価を十分に果たし得たと

は必ずしも言えない面もある。それはまた研究を飛躍させる可能性を

内在する意味もあり、今後のおおいなる研鑚が期待される。

江戸の自然マネージメントと
庭園文化について
明治の自然条件をもとにして
正会員

片桐 亮君……慶應義塾大学

複数の古地図の情報を重ね合わせ、江戸－東京における地形･緑

地･水面などの分布状況を立体的に表示･分析して、江戸期において

主に武家地で整備された庭園がその後の自然環境の維持に貢献し

たことを実証的に明らかにした研究である。個々の地図では断片的

にしか理解が進みにくい当時の状況を、グラフィカルな地図上に表現

することによって、的確な状況把握と比較考察を展開している。

結論も庭園の形成要因を地形別に考察するなど充実しており、優れ

た内容を含んだ卒業論文として高く評価できる。

応急仮設住宅の建設過程に
関する研究
正会員

狩谷のぞみ君……筑波大学

本論文は、災害時に供給される応急仮設住宅の建設過程に着目し、

これまでの事例におけるその実態を丹念に分析した力作である。具体

的には、建設過程だけではなく、災害発生から解体･撤去･整地までの

全過程が対象とされており、有珠山噴火災害における応急仮設住宅

建設過程の詳細調査に基づき、その分析の視点を定め、雲仙噴火災

害、北海道南西沖地震、鳥取県西部地震における建設過程を比較可

能な形で整理している。この成果は、今後の災害に対する備え、対応

の方法を考えるうえで、有益な示唆に富んでいる。

推 薦

理 由
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東京の露店収容建築に関する
研究
正会員

高橋 亨君……法政大学

本研究は、露店収容建築の名残をとどめる空間が、現代都市のな

かで際立てられ、発している魅力に着目し、そもそも露店収容建築とは

何であったかと過去を訪ね、変容過程を追求している。結果として、そ

の固有の質が生まれた所以を、空間のつくりだけではなく、人々の関

わりや歴史的な経緯を含めて総合的に捉えている。分析や論証の緻

密さという点では物足りない部分もあるが、問題意識が明確であること、

自分の足で歩き目で確かめ、対象に深く触れようと努めている点が良

く、表現にも成功しており、欠点を補ってあまりある。卒業論文として高

く評価される。

洪水常襲地帯の集落における
屋敷の空間構成に関する
調査研究
正会員

萩原政人君……日本大学

本研究は、洪水常襲地帯に立地する2カ所の集落を調査し、洪水
に備える屋敷や集落の空間構成上のしくみの解明を試みている。そ

の問題意識の高さはいうまでもなく、およそ可能と思われる調査項目が

ほぼ網羅されていること、周到な調査計画に基づき精度の高い調査

が行われていること、論理の進め方に無理がないこと等、いずれにお

いても卒業論文として十分なレベルに達している。経済効率を優先し、

災害への備えをおろそかにしがちな現代の建築計画･都市計画に対

する警鐘を鳴らすものとして、その社会的意義は大きい。

Webを活用した都市生活者に
対する防災教育
正会員

福井実央君……日本女子大学

阪神･淡路大震災を経験し巨大地震の発生も危惧されていながら、

一般市民を対象とした防災教育は十分に進んでいない。本研究では、

自治体と住民の防災意識調査をもとに、必要な防災知識をいつでも･

どこでも閲覧できるWebで公開することにより、都市生活者に対してわ
かりやすい防災教育を試みている。実際にWebサイトを立ち上げ閲
覧者からの評価を得て、その有用性の検証も行った労作である。地

震災害だけが都市災害ではなく、都市災害の位置づけにやや難点を

残しているが、一般市民の防災意識を高める着実な試みであり、今後

の展開が期待できる論文として評価できる。

地域公共図書館における
開架フロアーのゾーニング手法
に関する研究
ポピュラーライブラリーエリアを核とした
Activeゾーン創出の可能性と有効性
正会員

福澤祥子君……有明工業高等専門学校

本研究は、地域公共図書館として利用者が気軽に利用できるポピュ

ラーライブラリーエリアを核としたActiveゾーン創出の可能性とその有
効性について明らかにすること目的としている。既存図書館にみるポ

ピュラーライブラリーエリア創出の萌芽的状況、ならびに書店における

書架配置の状況、ある図書館でのポピュラーライブラリーエリアと

Activeゾーンの利用形態などから、地域公共図書館でのポピュラーラ
イブラリーエリアの書籍構成を提案するとともにActiveゾーン創出の
可能性を見出しており、卒業論文として高く評価できる。

交流を生む戸外で行われる
日常生活に関する研究
広島県鞆の浦における地域性と
生活スタイルの変化を中心に
正会員

藤本ふみ君……東京大学

広島県福山市鞆の浦において、路地や広場といった戸外空間にお

ける生活行為の歴史的変遷を、丹念なヒアリング調査を中心として、明

らかにした論文である。生活行為のディテールや多様性が住民の口

述記録から読み取れて興味深い。また、こうした生活行為の過去から

の積み重ねの総体を計画の基礎情報としようとする姿勢には共感が

持てる。ただ、欲をいえば、生活行為のディテールや多様性を見ること

と、歴史的変遷を見るために行為を見る視点を統一することの相反す

る問題についてもう少し適切なまとめ方を考えて欲しかった。最後に、

こうした研究の内容、研究の位置づけだけではなく、既存文献の整理、

図表、全体の構成についても相当の水準にある。以上の理由から優

秀卒業論文として推薦したい。
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都心部における小･中規模の
低･未利用地有効利用促進策の
実態評価
都市基盤整備公団と
民間都市開発推進機構に着目して
正会員

村上 篤君……横浜国立大学

都心部の低･未利用地を有効利用するための支援･推進機関およ

び促進方策の検証という、テーマ性はあるが難しいテーマに対して、

現代的な都市計画課題に対する体系的理解をふまえて行われた、骨

組みのしっかりした研究であると評価される。

前半の全体に関する緻密な定量分析と、後半の具体事例に関する

詳細な成功要因等の分析について、図表･概念図などを駆使してデー

タをうまく整理してまとめられている。

直射光を考慮した
エアーフロー窓スクリーン性能
の評価法
正会員

伊藤大輔君……東海大学

本論文は、過度の熱取得を抑制する窓システムである「ロールブラ

インド型簡易エアフローウィンド」に用いられるスクリーンの直射光の

透過特性について研究したものである。JISにある測定法では輝度の
予測が不十分であることから、スクリーン素材の透過特性の実測を行

い、直射光やスクリーンの生地の種類を考慮した、年間の輝度予測

法を開発している。研究の内容を十分に理解していることがうかがわ

れるできばえである。記述にやや冗長の感があるが、卒業論文として高

い水準にあると評価できる。

高齢者施設の居室における
介護臭の特性と脱臭方法に
関する研究

正会員

黒田健一君……大同工業大学

正会員

杉山史典君……大同工業大学

本論文は、高齢者施設の居室で問題となっている臭気に関して、エ

タノールを用いた実験と実際の高齢者施設における調査から、室内に

おける臭気の拡散挙動を明らかにするとともに、光触媒機能を有する

ゼオライトパネルによる脱臭効果について研究したものである。2名の
共著論文ではあるが、的確な実験と綿密に準備された長期間にわた

る調査によって、高齢者施設の臭気対策を検討するうえで有用なデー

タを提示しており、論旨も大変明快であり、卒業論文として優れたでき

ばえであると評価でき、本学会優秀卒業論文に値すると認められる。

越屋根の風力換気性能に
関する研究
正会員

田辺慎吾君……大阪大学

本論文は、自然エネルギー利用住宅の具体的な方策として、町家･

農家などに見られる越屋根の利用可能性を明らかにするために、越

屋根の換気特性を把握しようとしており、様々な形状をした越屋根の

換気量を予測する資料づくりをめざしたものである。精力的に風洞実

験を行い、多数の図を作成しており、その目的はある程度まで達成さ

れていると判断される。卒業論文としては、質量とも、かなり高いレベル

のものになっている。

欲を言えば、今後の課題とされた換気計算の検討にまで到達でき

ると理想的であったが、限られた時間のなかでは、十分な成果を上げ

たと言えよう。
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線形座屈荷重を目的関数とした
単層ラチスシェルの形状最適化
正会員

立石理恵君……東京工業大学

単層ラチスシェルの座屈荷重を最大化する形状最適化の研究であ

る。線形座屈荷重が目的関数となっており比較的扱いやすい問題だ

が、ベジエ曲線により変数を減らす工夫、均質な部材長を得るための

拘束などが新しい提案と考えられる。また、座屈モードや幾何学的非

線形解析、初期不整の影響調査などにより解を検証している努力は評

価できる。結果的にラチス形状が、テンションリングを有効に形成す

る点を指摘した考察は直感的にも理解しやすい。基礎的研究だが、

所属研究室に蓄積のないテーマへの挑戦、博士論文レベルで活発

になりつつある形態解析に修士課程の限られた時間で挑戦した点等

も高く評価できる。

多入力多出力モデルに基づく
建築構造物の健全性診断
正会員

吉元怜毅君……慶応義塾大学

多入力多出力(MIMO)モデルにより、多層構造物の層剛性の変化
に基づく損傷同定に関する研究である。本論文の特徴は部分空間法

を逆解析手法としてMIMOモデルを用い、直接動的応答を情報とす
る点であろう。候補者は既往の文献を詳細に検討し、本研究の解析

手法である部分空間法の優位性を主張しており、数理的な理論展開

を背景として、実験データを用いた同定解析を行っている点に対して

高く評価するものである。 一方、確定論的な解析を用いるとともに、

多くの動的情報用いていることは、出来うる限り少ない観測データによ

り逆解析が行われることを望むエンジニアにとっては評価が分かれる

ところかもしれないが、修士論文としての秀逸な論文であることに変わ

りはない。

柳井小田家にみる近世商家の
成立とその形成過程
屋敷の変遷と架構形式に関する
建築史的研究
正会員

生田光晴君……山口大学

遺構の詳細な調査はいうまでもなく、入手可能な相当量の史料を駆

使することにより、対象とする単一の近世商家の変遷を追及しつつ、柳

井津全体の町家のみならずその都市形成の実像までも浮かび上がら

せようとした建築史および都市史研究の成果である。同時に目論まれ

た民家形式の地域を超えた地方間の共通性を導くという目的につい

ては、未消化未検討のまま残された史料とともに、いま少し将来の発展

的研究に待たねばならないようであるが、当地で屈指の遺存史料を整

理したうえで遺構に対する堅実な復元考察と総合し、史料と遺構双方

の学術的位置づけを確立した本論文の意義は大きく、広く顕彰に値す

ると評価できる。

大都市圏における孤立住宅地の
居住環境とその存続に関する
研究
大阪府を事例に
正会員

河目浩樹君……大阪大学

本論文は、人口減少時代を迎えて衰退が懸念される郊外住宅地に

ついて、大阪府を対象に、戦後の市街地拡大過程の分析とケースス

タディ地区におけるアンケート調査により分析したものである。

前半の図面およびデータをもとにした丁寧な分析により孤立住宅地

の形成過程と特徴が浮き彫りにされ、また後半のアンケート調査から

は孤立住宅地での生活環境とその問題がよく捉えられている。今後の

我が国の都市計画において、避けられない問題に意欲的に取り組ん

だ、優秀な論文と認められる。

近代以降の積層集合住宅
におけるバルコニーの変遷と
国際的普及に関する研究
正会員

熊谷亮平君……東京大学

欧米諸国と日本を対象に、集合住宅のバルコニーの地域性、構法、

技術、法規による違いに着目し、文献に記載された写真や図面をもと

に、技術･構法･法規のさまざまな視点からバルコニーの変遷と普及過

程の解明を試みている。入手可能な文献資料が限られている海外の

推 薦

理 由
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事例を数多く見出しており、著者の資料検索･整理能力の高さが十分

にうかがえる。海外の事例と比べて資料が質･量とも格段に入手しや

すく、また豊富なはずの日本の事例分析に物足りなさを感じるものの、

全体として明快なストーリーに仕上げている。

遺構調査に基づいた花街建築に
関する研究
東京35花街を実例とした
花街分析と花街現況調査
正会員

清水 七奈子君……横浜国立大学

本論は、東京における35の花街について都市空間的構成を明らか
にし、また現況調査をとおして当時の花街建築の外観的特徴につい

ても検討したものである。

膨大なデータをもとにした労作であるが、目的がやや曖昧なのが惜

しまれる。統計的処理のみならず個別の花街について都市空間的構

成や建築の平面を明らかにするなど、当時の様子を具体的に示せれ

ばさらに素晴らしいものとなろう。

都市構造の解明に対する新たな視点からの興味深い研究であり、

今後の展開が期待される。

建替団地における
「戻り居住者」の住まい方･
居住性評価に関する時間的
変化の考察
公的賃貸住宅の
建替計画にむけた調査研究
正会員

曽根里子君……文化女子大学

公的賃貸住宅の建替における戻り居住者の住まい方と居住環境評

価の経年的な変化をもとに、有効な建替計画への知見を得ようとす

る意欲的な研究である。戻り居住者に関する時間的変化に着目した

テーマは独創的であり、研究目的から結論へいたる構成も明解で筋

が通っている。アンケート、ヒアリングによる多様な視点の分析から、

住まい方の時間的変化を詳細に空間的に把握するなど、変化の全体

像の解明に迫っている。結論における時間的変化を組み込んだ建替

計画の提案も分析結果から導かれた有用な内容である。全体を通

じて完成度が高く、修士論文として高く評価される。

劇場の周辺環境と鑑賞前後の
行動との関係
正会員

遠山直子君……東京工業大学

コンサートや観劇の前後に、期待感を高め、また、余韻に浸るため

の都市空間や建築空間のありかたを、3カ所の劇場ホール来訪者を
対象としたアンケート調査によって明らかにした研究である。オーソ

ドックスな調査と分析手法であるが、同一の来訪者に対して2度にわ
たるアンケートを実施するなど工夫をこらし詳細な情報を得ている。

調査事例を充実させたり、上演される演目、鑑賞した季節や時間帯、

劇場の立地する市街地特性などに関する分析は今後の課題として残

るが、修士論文賞にふさわしい論文として評価できる。

住宅の設計主体の変容に
関する研究
明治･大正期における栃木県の
大工の活動を中心に
正会員

速水清孝君……東京大学

本論文は、今日では当たり前に見られることでありながら、その歴史

的な成立の経緯に関しては必ずしも明らかにされていない大工、工務

店による住宅設計に関して、明治･大正期のあり様の一端を、栃木県に

おける詳細な史料調査等から明らかにした力作で、その成果は大変

興味深い内容を多く含んでいる。ことに、当時の大工の活動域の広が

り、請負による仕事の普及程度、堂宮大工と家大工の関係等に関して

新たに得られた知見は、多くが栃木県に限られたものとはいえ、今日の

大工、工務店の業態を理解するうえで貴重なものである。

建設廃棄物リサイクルの
市場形成に関する
基礎的研究
事業者情報の運用と公開のシステム設計
正会員

人見浩彰君……東京大学

廃棄物問題は昨今テーマとして取り上げられることが多いが、まず研

究の切り口をどこに求めるかが案外難しい。建設廃棄物は不法投棄

の9割を占めるといわれるなかで、本論文では民間工事に携わる零細
な発注者、元請け業者、処理業者を対象として、その実態把握と適正

化へ向かわせるための方策の検討を目的としている。関係省庁や関

連業者などに対するヒアリングや文献調査等をとおして現状分析を

行っているが、必要な資料を十分に集めてよく読み込んでいるように感
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じられる。また問題を法規に関するもの、市場に関するもの、副産物の

3点に絞った分析は、的確なものであり内容を要領よくまとめている点
で説得力がある。廃棄物問題ではそもそも排出量と最終処分場の容

量の不釣合が非合法化を生むのであるとの指摘もあるが、本論文に

おける問題点の指摘とそれに対応した取引のシステム化という解決策

の提案はひとつの方向を示すものとして評価できよう。

介護単位の小規模化が
ケアおよび入居者の生活展開に
与える影響に関する研究
既存型特別養護老人ホームにおける
事例研究を通して
正会員

山田雅之君……京都大学

本論文は、高齢者居住施設において入居者を少人数のグループに

分けて介護単位を小規模化する「ユニットケア」の考え方が大人数の

入居者を集団として介護する既存型施設の中でどこまで可能かにつ

いて明らかにすることを目的としている。既存型施設のままケア方針と

して介護単位の小規模化を導入した施設を対象に導入前、導入後を

比較分析したもので、既存型施設での介護単位の小規模化の有効性

と課題が導き出されており、これからの介護のあり方に対して実現性

の高い提案ができる内容となっている点が評価できる。

家庭用コージェネレーション
システムの最適計画に関する
研究
正会員

石橋 良太郎君……名古屋大学

本論文は、近年普及しつつある家庭用コージェネレーションシステ

ム（ＣＧＳ）の適切な機器構成、機器容量、運転･制御方法の最適計画

法について、数パターンの家族構成を想定したシミュレーションにより

検討した論文である。実際の住宅における実証実験が待ち望まれる

ところではあるが、タイムリーなテーマで、また研究の進め方や結論も

明快であり、修士論文として実用的価値の高い論文として評価できる。

複合熱源による高効率な
地域冷暖房システムに関する
研究
正会員

長嶋憲治君……横浜国立大学

本研究は地域冷暖房の設計初期段階での熱源設計において相対

的システム評価を簡便に行なえる方法を検討したものである。まず、電

力と熱の総合効率評価指標として「トータルCOP」を提案している。次
にガスタービン利用、ガスエンジン利用、コジェネ非利用の3種の複
合熱源モデルを用い、需要側建物用途構成を変化させた年間時刻

別シミュレーション結果から住宅、宿泊、業商の構成比率に応じた

「トータルCOP」を評価指標とする最適熱源評価テーブルを作成して
いる。十分な基礎資料の収集、明解な論理の展開、独自の評価指標

の確立など、修士論文として高い水準にあると考えられる。

室内空気質簡易評価法の開発
正会員

松本 仁君……早稲田大学

本論文は、建築材料から放散されるVOCSの放散速度や室内換
気量の簡易測定法を開発し、その手法を用いて実測により新築住宅

での室内空気質を評価したものである。現在大きな問題となっている

VOCSによる室内空気質汚染の改善のための糸口として重要であり、
緊急課題である室内空気質の簡便な測定技術の開発という大変難し

い課題に意欲的に取り組んだ研究で、社会的に有用な成果をあげて

おり、高い水準にあると評価する。

自然換気･火災安全性からみた
煙突効果の利用と制御
ソーラーチムニー型
自然換気システムを利用した
煙制御の可能性の検討
正会員

峯岸良和君……早稲田大学

本論文はアトリウムに設けられるソーラーチムニー型自然換気システ

ムに着目し、これを火災時の煙制御手段として積極的に活用する可能

性について基礎的な検討したものである。検討は模型実験、独自に作

成した二層ゾーンモデルおよびＣＦＤを用いて種々の角度から綿密、

精力的になされており、著者の高い理解力を窺わせる内容である。こ

のシステムを実際に適用する場合には、具体の対象空間の条件に応

じて付加的な検討はもちろん必要であろうが、そのために必要なツー

ルは本論文で多く網羅されているように思われる。とにかく大変意欲的

な修士論文である。


