
論文集査読委員名の公表について（2017年度） 

論文集委員会 

 

 日本建築学会論文集の刊行は、建築に関する学術・技術・芸術についての研究開発の成果、有用な知識・情報を収録し、建築学の進歩発展をはか

ることを目的とした本会の重要な事業のひとつであります。 

 本会では、「著者などに気兼ねなく正当な意見を述べることが出来る」また、「正当な意見を述べても著者などとの間に気まずい関係に陥らない」

などの配慮から、論文集の査読委員名は伏せて査読を実施しております。 

 他方、査読の「公平さ」「公正さ」ならびに「透明性」を保つ意味から、査読はこれまでどおり匿名で行うが、「毎年決まった時期に、査読委員名

を公表」することが妥当であるという結論に至り、1995年度から実施しております。 

 査読委員の方々には、ご多用のなか、ご理解とご尽力をいただきました。2017年度（2017年 4月～2018年 3月）に審査が終了した論文を査読し

ていただいた方々の氏名を公表し、ここに感謝の意を表したいと存じます。 

 

論文集の査読にご協力いただいた査読委員 
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饗庭 伸／青井 哲人／青木 謙治／青木 哲／青木 雅路／青木 祐介／明石 達生／明石 行生／赤林 伸一／秋田 典子／秋月 有紀／秋元 孝之／秋

本 福雄／秋山 哲一／浅井 秀子／浅沼 由紀／浅野 耕一／浅野 聡／浅野 純一郎／浅見 泰司／浅輪 貴史／足永 靖信／東 実千代／足立 裕司／

穴井 謙／阿部 大輔／阿部 浩和／阿部 道彦／新井 信幸／新井 洋／荒木 康弘／荒木 慶一／有賀 隆／有田 智一／安藤 真太朗／安藤 直見／安

藤 正雄／安 箱敏／李 祥準／飯田 匡／飯野 秋成／飯野 由香利／飯場 正紀／伊香賀 俊治／五十子 幸樹／五十嵐 規矩夫／五十嵐 太郎／五十

嵐 由利子／鵤 心治／生田 京子／井口 雅登／池内 淳子／池上 重康／池添 昌幸／池田 芳樹／石井 敏／石井 透／石井 儀光／石井 正人／石垣 

文／石川 永子／石川 孝重／石川 徹／石川 裕次／石榑 督和／石崎 定幸／石田 潤一郎／石田 泰一郎／石原 沙織／石原 直／石山 祐二／泉田 

英雄／泉山 塁威／磯田 節子／五十田 博／磯部 友彦／伊丹 康二／市古 太郎／市之瀬 敏勝／一ノ瀬 雅之／市原 出／糸井 達哉／糸井川 栄一

／糸井川 高穂／伊藤 淳志／伊藤 香織／伊藤 一秀／伊藤 重剛／伊藤 俊介／伊藤 大輔／伊藤 拓海／伊藤 弘／伊藤 史子／井戸田 秀樹／糸長 

浩司／稲井 栄一／稲地 秀介／稲葉 信子／乾 康代／井上 勝夫／井上 正文／井上 由起子／今井 正次／今井 範子／今村 洋一／今本 啓一／林 

鍾衍／伊山 潤／入江 正之／井料 美帆／岩井 一博／岩岡 竜夫／岩佐 明彦／岩下 剛／岩田 章吾／岩田 樹美／岩田 利枝／岩田 知孝／岩田 範

生／岩田 衛／岩田 三千子／岩松 準／岩本 靜男／上野 勝久／上野 邦一／上野 淳／上野 義雪／上原 修一／植松 康／宇於崎 勝也／宇佐美 

徹／牛島 朗／臼井 敬太郎／碓田 智子／宇高 雄志／内田 青蔵／内田 奈芳美／内田 文雄／内田 祥士／内山 泰生／内田 保博／宇都宮 直樹／

内海 佐和子／内海 康雄／姥浦 道生／梅宮 典子／梅宮 弘光／梅村 恒／梅本 通孝／浦部 智義／浦山 益郎／海野 聡／頴原 澄子／遠藤 新／遠

藤 和義／遠藤 龍司／円満 隆平／及川 清昭／相賀 洋／大井 尚行／大内 宏友／大江 守之／大岡 龍三／大川 出／岡河 貢／大久保 孝昭／大窪 

健之／大崎 淳史／大崎 純／大澤 昭彦／大沢 昌玄／大田 省一／太田 充／大竹 和夫／大谷 由紀子／大月 淳／大月 敏雄／大鶴 徹／大西 康伸

／大沼 正寛／大野 敏／大野 晋／大場 修／大橋 竜太／大東 延幸／大村 謙二郎／大森 博司／大家 亮子／大和 征良／大脇 雅直／岡 絵理子／

岡崎 篤行／岡崎 太一郎／小笠原 正豊／岡田 知子／岡田 恭明／岡田 保良／岡野 創／岡部 明子／岡部 猛／岡村 健太郎／岡村 祐／岡本 和彦

／岡本 滋史／岡本 達雄／岡本 晴彦／小川 次郎／小川 正光／奧冨 利幸／奥貫 圭一／奥山 信一／小椋 大輔／小椋 仁志／尾崎 明仁／尾崎 純

二／尾崎 文宣／小篠 隆生／大佛 俊泰／小野 聡子／小野 尋子／小野 佳之 
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甲斐 芳郎／海道 清信／高 偉俊／加賀 有津子／加我 宏之／鍵 直樹／垣鍔 直／垣野 義典／鍵屋 浩司／角 哲／郭 東潤／角田 曉治／鹿毛 忠

継／筧 淳夫／笠原 一人／梶木 典子／加嶋 章博／鹿島 孝／鹿嶋 俊英／柏 尚稔／片岡 誠／片山 伸也／片山 めぐみ／合掌 顕／勝俣 英雄／桂 

豊／加戸 啓太／角 幸博／加藤 研一／加藤 大介／加藤 仁美／加藤 仁美／加藤 雅樹／加藤 未佳／加藤 道夫／加藤 悠希／香取 慶一／嘉名 光

市／金尾 伊織／金久保 利之／金谷 末子／蟹澤 宏剛／金子 治／金子 晋也／金子 洋文／金子 美香／兼田 敏之／壁谷澤 寿一／釜江 克宏／蒲

池 健／亀井 靖子／亀谷 茂樹／栢木 まどか／苅谷 哲朗／軽部 正彦／川井 敬二／河合 直人／河合 英徳／川上 光彦／河口 豊／川崎 直宏／川

島 智生／川角 典弘／河田 克博／河田 智成／川田 菜穂子／河内 武／河野 昭彦／河端 昌也／川本 重雄／神吉 紀世子／神野 達夫／神戸 渡／



木内 望／木方 十根／菊田 弘輝／菊地 成朋／菊池 浩利／菊地 優／菊地 吉信／吉敷 祥一／岸田 省吾／岸田 慎司／岸本 達也／岸本 嘉彦／木

多 彩子／北 雄介／北尾 靖雅／北川 啓介／北川 良和／北嶋 圭二／北野 敦則／北野 幸樹／北原 啓司／北村 薫子／北村 春幸／北守 顕久／北

山 和宏／北山 広樹／城戸 將江／城所 哲夫／木下 勇／木下 光／木林 長仁／木村 信之／木村 祥裕／客野 尚志／桐浴 邦夫／金城 仁／金田一 

清香／日下 彰宏／楠 浩一／楠原 文雄／朽木 順綱／国松 直／久野 覚／久保田 徹／熊谷 知彦／熊谷 仁志／熊野 稔／倉斗 綾子／倉方 俊輔／

倉田 直道／倉田 真宏／倉知 徹／倉渕 隆／栗田 治／栗野 治彦／栗原 伸治／栗山 尚子／胡桃澤 清文／黒岩 秀介／黒河内 宏昌／黒瀬 重幸／

黒田 龍二／黒津 高行／黒野 弘靖／畔柳 昭雄／桑田 仁／桑原 進／桑村 仁／源城 かほり／小池 博／小泉 秀樹／小泉 雅生／上坂 修／河内 

浩志／河野 進／河野 良坪／神農 悠聖／小浦 久子／聲高 裕治／甲谷 寿史／郡 公子／古賀 誉章／古賀 紀江／古賀 政好／古賀 靖子／小坂 英

之／小崎 美希／輿石 直幸／越川 武晃／腰原 幹雄／小島 隆矢／小地沢 将之／後藤 治／後藤 純／後藤 伴延／後藤 隆太郎／小西 敏正／小林 

勝已／小林 敬一／小林 健一／小林 研治／小林 謙介／小林 茂雄／小林 剛士／小林 俊夫／小林 知広／小林 光／小林 久高／小林 秀雄／小林 

秀樹／小林 正人／小林 美紀／小林 祐司／小原 勝彦／小檜山 雅之／小松 尚／小松 幸夫／小松 義典／小峯 裕己／込山 敦司／小山 明男／小

山 智幸／小山 雄資／近藤 一夫／近藤 宏二／近藤 史朗／近藤 伸亮／近藤 民代／権藤 智之／近藤 康子／近藤 靖史 
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斎尾 直子／斉藤 大樹／斉藤 千尋／齋藤 輝幸／齋藤 宏昭／三枝 健二／坂井 文／酒井 孝司／堺 純一／坂井 猛／境野 健太郎／坂上 恭助／阪

口 明弘／坂口 淳／坂口 大洋／坂下 雅信／坂田 弘安／坂本 慎一／佐川 孝広／崎山 俊雄／迫田 丈志／佐久間 哲哉／佐久間 康富／酒句 教明

／佐々木 伸子／佐々木 葉／佐武 直紀／貞広 幸雄／佐々 尚美／佐藤 篤司／佐藤 あゆみ／佐藤 栄治／佐藤 克志／佐藤 慶一／佐藤 滋／佐藤 

大樹／佐藤 利昭／佐藤 逸人／佐藤 秀人／佐藤 宏亮／佐土原 聡／真田 靖士／讃井 純一郎／讃岐 亮／佐野 奈緒子／佐原 守／鮫島 和夫／澤

木 昌典／澤島 智明／沢田 知子／澤田 樹一郎／澤田 圭／澤田 雅浩／澤地 孝男／山海 敏弘／塩崎 太伸／塩崎 賢明／志手 一哉／篠崎 正彦／

篠崎 道彦／篠原 保二／柴田 晃宏／柴田 建／柴田 祐／島崎 和司／島田 侑子／清水 郁郎／清水 重敦／清水 肇／清水 斉／清水 擴／清水 裕

之／清水 陽子／志村 秀明／下川 雄一／下田 一太／下田 吉之／十二村 佳樹／荘所 直哉／白井 和貴／白井 佑樹／白石 理人／白石 靖幸／白

澤 多一／新谷 祐介／新藤 健太／陣内 秀信／陣内 浩／末包 伸吾／末政 直晃／菅原 麻衣子／杉野 丞／杉本 訓祥／杉本 俊多／杉山 智昭／杉

山 真魚／壽崎 かすみ／鈴木 克彦／鈴木 賢一／鈴木 健二／鈴木 澄江／鈴木 孝男／鈴木 毅／鈴木 勉／鈴木 利友／鈴木 智大／鈴木 伸治／鈴

木 英之／鈴木 弘樹／鈴木 博志／鈴木 大隆／鈴木 広隆／鈴木 弘之／鈴木 康嗣／鈴木 義弘／須藤 美音／砂本 文彦／角倉 英明／住吉 大輔／

陶山 裕樹／清野 隆／関 崇夫／関 博紀／関口 徹／関根 嘉香／瀬古 繁喜／瀬田 史彦／瀬戸口 剛／妹尾 理子／仙田 満／千代 章一郎／宗 健

／早田 宰／添田 昌志／十代田 朗／曽根 彰／園田 眞理子／宋 城基 
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高岡 栄治／高木 直樹／高草木 明／高口 洋人／高瀬 幸造／高瀬 裕也／高田 暁／高田 豊文／高田 眞人／高橋 儀平／高橋 之／高橋 大輔／高

橋 徹／高橋 典之／髙橋 浩伸／高橋 正樹／高橋 元美／高松 隆夫／高見沢 実／高村 秀紀／高村 雅彦／高山 峯夫／田川 浩／田川 泰久／太記 

祐一／瀧澤 重志／多幾山 法子／田口 太郎／竹内 徹／武田 仁／竹中 康雄／竹林 英樹／竹林 芳久／竹村 明久／竹脇 出／田路 貴浩／田島 祐

之／田嶋 和樹／田島 昌樹／田尻 清太郎／多田 元英／橘 弘志／田中 暁子／田中 明／田中 貴宏／田中 剛／田中 直人／田中 ひかり／田中 英

紀／田中 正人／田中 麻里／棚橋 秀光／田辺 新一／谷 明勲／谷 直樹／谷 昌典／谷川 大輔／谷口 徹郎／谷口 尚弘／谷口 与史也／谷本 潤／

田上 健一／太幡 英亮／田畑 卓／田淵 敦士／玉井 宏章／玉川 英則／田村 和夫／田村 雅紀／田村 誠邦／田村 幸雄／垂水 弘夫／壇 一男／近

本 智行／千葉 隆弘／張 偉栄／張 景耀／長 聡子／趙 世晨／丁 志映／沈 振江／月永 洋一／佃 悠／辻 聖晃／辻埜 真人／辻原 万規彦／辻村 

壮平／津田 和明／津田 惠吾／土田 寛／土田 義郎／土橋 常登／槌本 敬大／土本 俊和／土屋 伸一／土屋 勉／都築 和代／堤 和敏／津々見 崇

／堤 拓哉／堤 洋樹／恒川 和久／恒次 祐子／恒松 良純／積田 洋／鶴崎 直樹／出口 清孝／勅使川原 正臣／出村 克宣／寺川 政司／寺田 岳彦

／寺西 浩司／寺本 篤史／土居 義岳／富樫 英介／徳尾野 徹／徳田 光弘／戸倉 三和子／常世田 昌寿／登坂 宣好／歳森 敦／戸田 正彦／外岡 

豊／飛田 潤／富来 礼次／冨島 義幸／冨田 隆太／富永 禎秀／登谷 伸宏／豊田 康二 
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内藤 幸雄／仲 綾子／仲 隆介／永井 覚／中井 孝幸／中井 検裕／永井 康雄／中江 研／長江 拓也／中尾 方人／中大窪 千晶／中川 貴文／中川 

雅之／中込 忠男／中澤 公伯／中澤 祥二／長澤 夏子／中治 弘行／中島 伸／中嶋 節子／中島 直人／中島 肇／中島 裕輔／永瀬 節治／中園 眞



人／永田 久雄／中田 善久／中谷 礼仁／中谷 誠／中西 章／中西 正彦／長沼 一洋／長野 克則／中野 克彦／中野 茂夫／中野 達也／永野 正行

／中林 一樹／中原 浩之／永峯 章／中村 孝也／中村 琢巳／中村 尚弘／中村 正寿／中村 充／中山 哲士／中山 茂樹／中山 徹／中山 實／那須 

聖／那須 秀行／鍋島 美奈子／並木 則和／楢府 龍雄／成瀬 友宏／鳴海 大典／難波 尚／西浦 定継／西岡 真稔／西垣 安比古／西澤 泰彦／西

嶋 一欽／西田 哲也／西田 雅嗣／西出 和彦／西名 大作／西成 典久／西野 亜希子／西野 辰哉／西原 直枝／西村 謙司／西村 康志郎／西村 俊

彦／西村 直也／西本 真一／西本 雅人／西山 徳明／西山 峰広／仁田 佳宏／蜷川 利彦／二宮 秀與／丹羽 由佳理／布田 健／沼田 麻美子／沼

野 夏生／根上 彰生／能作 文徳／野口 昌宏／野口 祐子／野澤 康／野田 康信／野中 勝利／野々垣 篤／野原 卓／延原 理恵／野村 正晴 

 

は                                                                                                                                                

萩島 理／萩原 伸治／萩原 一郎／萩原 伸幸／箱崎 和久／橋爪 紳也／橋寺 知子／橋本 修／橋本 都子／橋本 典久／長谷川 麻子／長谷川 兼一

／長谷川 洋／秦 一平／波多野 純／初田 香成／服部 和徳／初見 学／花井 勉／花里 利一／花里 俊廣／花田 佳明／馬場 望／馬場 麻衣／羽原 

宏美／濱 幸雄／濱田 純次／濱田 幸雄 ／濱本 卓司／早川 紀朱／林 憲吾／林 立也／林 康裕／隼田 尚彦／羽山 広文／原 英嗣／原 直也／原

田 浩司／原田 寿郎／原田 真樹／原田 昌幸／阪東 美智子／番場 美恵子／日色 真帆／飛ヶ谷 潤一郎／久田 隆司／久田 嘉章／土方 勝一郎／

肥田 剛典／人見 将敏／樋野 公宏／日比野 浩／日比野 陽／姫野 由香／樋本 圭佑／樋山 恭助／平井 敬二／平井 直樹／平賀 あまな／平沢 岳

人／平島 岳夫／平瀬 有人／平田 京子／平田 隆行／平田 裕一／平野 勇二郎／平野 吉信／平光 厚雄／平山 育男／平山 洋介／廣井 悠／広田 

直行／広田 正之／深見 奈緒子／福喜多 輝／福島 明／福島 茂／福田 知弘／福田 菜々／福田 展淳／福濱 嘉宏／福山 智子／福代 和宏／福和 

伸夫／藤井 皓介／藤井 敏信／藤井 晴行／藤井 衛／藤井 容子／藤岡 泰寛／藤川 昌樹／藤木 竜也／藤木 庸介／藤沢 直樹／藤田 香織／藤田 

謙一／藤田 浩司／藤田 皓平／藤田 忍／藤田 慎之輔／藤田 大輔／藤田 盟児／藤谷 秀雄／藤本 利昭／藤本 秀一／藤森 健史／藤原 学／藤原 

美樹／麓 和善／古川 忠稔／古川 容子／古阪 秀三／紅谷 昇平／保木 和明／鉾井 修一／星 和彦／星 卓志／細井 昭憲／堀田 典裕／梅干野 成

央／堀田 祐三子／本田 昌昭／本間 健太郎／本間 俊雄／本間 睦朗／本間 義規 

 

ま                                                                                                                                                

前 真之／前田 英寿／前田 昌弘／槙 究／牧 紀男／牧野 唯／益尾 潔／増田 潔／増田 圭司／増田 光一／増田 浩志／増田 安彦／間瀬 辰也／

欄木 龍大／松井 徹哉／松井 智哉／松井 正宏／松井 良太／松浦 健治郎／松尾 真太朗／松岡 明彦／松岡 祐一／松川 和人／松川 寿也／松隈 

洋／松沢 晃一／松下 大輔／松下 仁士／松田 雄二／松留 愼一郎／松中 亮治／松原 康介／松原 茂樹／松原 斎樹／松村 秀一／松本 邦彦／松

本 慎也／松本 直司／松本 暢子／松本 博／松本 泰尚／松本 幸大／松本 裕／松山 明／真鍋 陸太郎／真野 英之／真野 洋介／丸田 誠／丸山 

一平／丸山 玄／丸山 俊明／三浦 彩子／三浦 秀一／三浦 尚志／三浦 英俊／三浦 正幸／三浦 要一／三笠 友洋／三木 保弘／三坂 育正／三島 

直生／三島 伸雄／水上 優／水谷 国男／水野 信太郎／水野 貴博／水野 雅之／溝上 章志／溝口 明則／溝口 正人／道越 真太郎／三井 和男／

光井 渉／三辻 和弥／三橋 伸夫／翠川 三郎／緑川 光正／薬袋 奈美子／見波 進／南 泰裕／三根 直人／嶺脇 重雄／箕浦 永子／三橋 博三／三

原 斉／御船 達雄／宮内 靖昌／宮川 智子／宮岸 幸正／三宅 諭／三宅 辰哉／三宅 理一／宮野 順子／宮村 倫司／宮本 征一／宮本 雅子／宮本 

裕司／三輪 律江／向 健二／向井 智久／向井 洋一／向出 静司／向坊 恭介／宗方 淳／村上 公哉／村上 聖／村上 しほり／村上 心／村上 正浩

／村松 伸／村山 顕人／室 恵子／室崎 千重／室田 昌子／米野 史健／望月 悦子／本江 正茂／元岡 展久／源栄 正人／桃井 良尚／守 明子／森 

傑／森 太郎／護 雅史／森迫 清貴／森重 幸子／モリス Ｍ．ノーマン／森田 孝夫／守田 正志／森永 良丙／森原 崇／森保 洋之／諸岡 繁洋／

門内 輝行 

 

や                                                                                                                                                

矢ケ崎 善太郎／八木 健太郎／八木 幸二／野城 智也／安井 信行／保井 美樹／安枝 英俊／安武 敦子／安野 彰／安福 健祐／安森 亮雄／柳 宇

／柳澤 宏江／柳田 克巳／柳田 良造／柳原 崇男／柳瀬 亮太／山家 京子／山形 政昭／山川 誠／山岸 常人／山岸 吉弘／山口 勝己／山口 健太

郎／山口 謙太郎／山口 秀樹／山口 一／山崎 さゆり／山崎 寿一／山崎 鯛介／山崎 俊裕／山崎 正史／山崎 幹泰／山崎 義人／山崎 義弘／山

下 平祐／山添 正稔／山田 あすか／山田 一夫／山田 和夫／山田 耕司／山田 悟史／山田 貴博／山田 哲弥／山田 幸正／山田 義智／山名 善之

／山中 俊夫／山中 冬彦／山村 崇／山本 憲司／山本 幸子／山本 早里／山本 俊哉／山本 直彦／山本 春行／山本 雅史／山本 優／山脇 博紀／

厳 爽／湯淺 和博／湯浅 昇／湯本 長伯／横島 潤紀／横須賀 洋平／横田 隆司／横手 義洋／横山 俊祐／横山 裕／横山 ゆりか／吉江 慶祐／義

江 龍一郎／吉川 徹／吉澤 望／吉田 勝行／吉田 鋼市／吉田 聡／吉田 純一／吉田 倬郎／吉田 哲／吉田 友彦／吉富 信太／吉中 進／吉野 泰



子／吉村 輝彦／吉村 英祐／芳村 学／依田 和久／依田 浩敏／米山 勇 

 

ら                                                                                                                                                                                      

李 陽浩／リジャル Ｈ．バハドゥル 

 

わ                                                                                                                                                 

若井 正一／若島 嘉朗／若林 直子／脇坂 圭一／脇田 祥尚／和田 浩一／渡壁 守正／渡邉 昭彦／渡辺 勝彦／渡邉 研司／渡辺 公次郎／渡辺 俊

／渡邊 史郎／渡邊 慎一／渡邉 誠介／渡辺 富雄／渡辺 英義／渡邉 浩文／渡辺 玲奈／和美 廣喜 


