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原子力発電所施設に適用する再生骨材コンクリートの品質に関する検討（その２）
：高品質再生粗骨材の
品質が乾燥収縮、中性化および凍結融解抵抗性に及ぼす影響
･･･････ 立屋敷 久志,嵩 英雄,赤塚 久修,池内 俊之
https://doi.org/10.3130/aijs.87.845
モルタル仕上げのある RC 壁部材表面において確認される鉄筋腐食を原因とするひび割れ，浮き・剥離の
顕在化過程に関する研究
･･･････ 土屋 直子,中田 清史,井川 倫宏,横山 博,三島 直生,松沢 晃一,鹿毛 忠継,棚野 博之
https://doi.org/10.3130/aijs.87.854
トラックアジテータの回転ドラム内に積載されたレディーミクストコンクリートの高さと容積と表面積
に関する幾何解析（その２）
：
回転ドラム内に積載されたレディーミクストコンクリートの高さと表面積の関係
･･･････ 中村 成春
https://doi.org/10.3130/aijs.87.866
海域と陸域の強震記録に基づく 2021 年福島県沖の地震の広帯域震源モデル
･･･････ 佐藤 智美
https://doi.org/10.3130/aijs.87.878
高減衰ゴム系積層ゴムの性能変動を考慮した変形履歴積分型復元力モデルの提案と免震構造サブストラ
クチャリアルタイムオンライン応答試験システムを用いた検証
･･･････ 森 隆浩,竹内 貞光,丸山 健司,加藤 亨二,室田 伸夫,鈴木 重信
https://doi.org/10.3130/aijs.87.890
地震動特性の変動にロバストな連結慣性質量ダンパーの入力エネルギー解析を用いた最適パラメター設
定
･･･････ 村瀬 充,竹脇 出
https://doi.org/10.3130/aijs.87.902
耐震壁付き中低層 RC 架構において骨組の層崩壊を防ぐために必要な柱梁耐力比に関する研究
･･･････ 桐生 悟,堀田 久人
https://doi.org/10.3130/aijs.87.912
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嵌合接合された折板屋根による H 形鋼母屋の横座屈補剛効果
･･･････ 佐藤 佑樹,伊藤 嘉邦,井戸田 秀樹
https://doi.org/10.3130/aijs.87.921
腹材の座屈を考慮した送電用山形鋼鉄塔架構の耐震診断手法
･･･････ 中村 毅,寺澤 友貴,竹内 徹
https://doi.org/10.3130/aijs.87.932
無耐火被覆小梁を有する鋼構造床架構の火災高温時崩壊挙動評価
･･･････ 高木 次郎,王 松,栗原 純,河野 守,松山 賢
https://doi.org/10.3130/aijs.87.944
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2016 年熊本地震後の自律的なすまいの繋ぎ方に関する研究
･･･････ 井本 佐保里,松本 海空
https://doi.org/10.3130/aija.87.1623
分棟接地型集合住宅の外部空間におけるアプローチの選択性と領域性
･･･････ 奥村 拓実,寺内 美紀子
https://doi.org/10.3130/aija.87.1634
合理的配慮に基づく障害学生支援の実態
･･･････ 神門 侑子,松田 雄二
https://doi.org/10.3130/aija.87.1643
全国の自治体における小規模保育事業制度の実態と施設計画について
･･･････ 吉住 優子,辻川 ひとみ
https://doi.org/10.3130/aija.87.1654
地震発生停電時の姿勢の違いによる地震動の性差への影響
･･･････ 建部 謙治,加藤 憲,野澤 英希
https://doi.org/10.3130/aija.87.1666
都市公園における散策歩行実験による研究（その 1）：歩行速度と空間特性との関係
･･･････ 長谷部 美帆,徐 華,小林 美紀,西出 和彦
https://doi.org/10.3130/aija.87.1677
障害のある子どもとその保護者の外出時の行動・利用における環境整備課題
･･･････ 菅原 麻衣子, 髙橋 儀平,野口 祐子
https://doi.org/10.3130/aija.87.1688
赤外線人感センサを用いた階段室内歩行者数の推定
･･･････ 大佛 俊泰,吉行 菜津美,岸本 まき,沖 拓弥,伊山 潤,福島 佳浩
https://doi.org/10.3130/aija.87.1699
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笠間焼の開祖である久野窯の作業過程におけるシーンの抽出
･･･････ 仲根 聰子,熊澤 貴之
https://doi.org/10.3130/aija.87.1708
児島湾沿岸の開発と村落形成（その１）: 興除新田における入植者の定着と規格型耕地区画の細分化
･･･････ 牛島 朗,菊地 成朋
https://doi.org/10.3130/aija.87.1720
地域の居住満足度およびシビックプライドと人口増減の関係
･･･････ 宗 健
https://doi.org/10.3130/aija.87.1731
千葉県佐倉市旧鏑木小路の土塁・生垣空間の保全・再生に関する研究
･･･････ 鈴木 万里奈,松浦 健治郎
https://doi.org/10.3130/aija.87.1741
五台山塔院寺の建築の構成とその変容
･･･････ 余 思奇,藤川 昌樹
https://doi.org/10.3130/aija.87.1751
リノベーションによる現代住宅作品の素材に関する設計思考
･･･････ 竹田 和行,アルマザン ホルヘ
https://doi.org/10.3130/aija.87.1762
伊丹潤の言説における【現代日本】の《建築》に関する思想
･･･････ 後藤 沙羅,末包 伸吾,増岡 亮
https://doi.org/10.3130/aija.87.1774
吉阪隆正のヴェニス・ビエンナーレ日本館の設計過程
･･･････ 富岡 義人,田端 千夏子,男鹿 智哉
https://doi.org/10.3130/aija.87.1786
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益子町陶器市における販売会場の構成に関する研究
･･･････ 遠藤 康一,戸井 泉,小川 次郎
https://doi.org/10.3130/aija.87.1798
中世末から近世初における出雲大社門前町・杵築の空間構成と屋敷形態に関する考察
･･･････ 伊藤 裕久
https://doi.org/10.3130/aija.87.1808
多摩ニュータウンにおける宗教施設の新設・活用計画に関する研究
･･･････ 高原 柚
https://doi.org/10.3130/aija.87.1820
日本の復興計画の研究動向と今後の展望
･･･････ 小野 悠,井本 佐保里,浦田 淳司,萩原 拓也,羽藤 英二
https://doi.org/10.3130/aija.87.1832
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避難所における避難環境の実態調査及び今後の課題
･･･････ 金 炫兌,小金井 真
https://doi.org/10.3130/aije.87.550
児童の身体活動を規定する小学校の施設環境要因分析
･･･････ 金子 真史,伊香賀 俊治,馬場 暁子
https://doi.org/10.3130/aije.87.559
数値流体力学解析による業務用ガスコンロから発生する熱上昇気流の再現（その１）
：
裸火状態の温度分布、速度分布、および排気フードの捕集率
･･･････ 島貫 友貴,倉渕 隆,大澤 嵩生,鳥海 吉弘,李 時桓,工藤 安未,浅輪 泰久
https://doi.org/10.3130/aije.87.569
冬季における住宅の暖房方式・温熱環境による居住者の座位行動への影響
･･･････ 明内 勝裕,伊香賀 俊治,伊藤 真紀,小島 弘
https://doi.org/10.3130/aije.87.579
集合住宅における家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの逆潮流運転効果
･･･････ 伊丹 友里,住吉 大輔
https://doi.org/10.3130/aije.87.588
ウェルネスオフィスの便益と経済的価値に関する研究（その２）
：
仮想市場法によるウェルネスオフィスへの追加賃料支払意志額の推定
･･･････ 伊澤 啓,林 立也
https://doi.org/10.3130/aije.87.597
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