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剛性付加機能を有するオイルダンパーの開発および構造的特性に関する実験的研究
･･･････ 横山 篤貴, 高橋 治
https://doi.org/10.3130/aijs.87.954
高圧縮軸力下で曲げを受ける PRC 杭の変形性能評価モデル
･･･････ 小原 拓, 成瀬 俊佑, 河野 進, 小林 勝己, 浅井 陽一, 木谷 好伸, 後庵 満丸
https://doi.org/10.3130/aijs.87.966
集成材で補強されたプレキャストプレストレストコンクリート梁の構造性能
･･･････ 是永 健好, 相馬 智明, 竹崎 真一, 小山 智子, 森山 毅子彦
https://doi.org/10.3130/aijs.87.976
「柱梁接合部の脆性破断評価における縮小試験体使用の課題

脆性破壊特性に及ぼす幾何学寸法効果」

に対する討論
･･･････ 桑村 仁
https://doi.org/10.3130/aijs.87.986
桑村仁氏の討論に対する回答
･･･････ 川畑 友弥, 吉敷 祥一, 中込 忠男
https://doi.org/10.3130/aijs.87.988
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モバイル VR ヘッドマウントディスプレイを用いた火災警報による異変覚知・避難行動判断に関する実
験的研究
･･･････ 峯岸 良和, 高橋 済, 池畠 由華
https://doi.org/10.3130/aije.87.607
木質内装における材質の認識が心理・生理反応および印象評価に与える影響
･･･････ 岡田 桜綾, 苅谷 健司, 土屋 守雄
https://doi.org/10.3130/aije.87.619
室内音場におけるみかけの音源の幅（ASW）に対する視覚情報の影響
･･･････ 寺島 貴根, 徳永 泰伸
https://doi.org/10.3130/aije.87.628
住宅居室の側窓からの採光量に基づく昼光照明環境の簡易予測手法の提案
･･･････ 松本 駿太, 吉澤 望, 北谷 幸恵, 鈴木 大隆
https://doi.org/10.3130/aije.87.636
光の偏在がある執務室における空間の明るさ評価
･･･････ 山口 秀樹, 加藤 未佳, 吉澤 望, 原 直也, 三木 保弘
https://doi.org/10.3130/aije.87.648
夏期における寝室温熱環境が高齢者の睡眠に及ぼす影響
･･･････ 城戸 千晶, 久保 博子, 東 実千代, 佐々 尚美
https://doi.org/10.3130/aije.87.657
地中熱ヒートポンプシステムにおける地中熱交換器仕様の設計方法に関する研究（その２）：
システムの運転条件に応じた採放熱量の定量化とシステム設計への応用
･･･････ 葛 隆生, 長野 克則, 中村 靖
https://doi.org/10.3130/aije.87.668
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ウイルス感染症蔓延時の暮らし方が戸建住宅の電力需要に与える影響（その 2）：
2021 年冬期世帯別分析と再生可能エネルギー自家消費に関する検討
･･･････ 小島 昌幸, 齋藤 輝幸
https://doi.org/10.3130/aije.87.677
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自治省モデル・コミュニティ事業における環境施設整備計画とコミュニティ活動に関する研究
･･･････

尾﨑 せい子, 中野 茂夫

https://doi.org/10.3130/aija.87.1844
保育施設における３年間の体力の伸びからみる園内の歩数に関する研究
･･･････

西本 雅人, 櫻井 安積, 山口 仰, 日比野 拓

https://doi.org/10.3130/aija.87.1856
日本における丘陵地大学キャンパス計画に関する研究
･･･････

ヴェッキ ピエトロ, 鈴木 賢一

https://doi.org/10.3130/aija.87.1868
山間地域における自治体（島根県奥出雲町）のコミュニティ持続計画に関する研究（その１）：
公共公益施設の整備再編過程と平成の二町合併後の取組み
･･･････

細田 智久, 三島 幸子, 牛島 朗, 中園 眞人

https://doi.org/10.3130/aija.87.1879
長野県における木造小学校分校校舎の構成に関する研究
･･･････

糸岡 未来, 寺内 美紀子

https://doi.org/10.3130/aija.87.1891
駅改札を始点とする歩きスマホの開始要因と継続要因に関する考察
･･･････

渡邉 健太郎, 遠藤 涼平, 岩田 伸一郎

https://doi.org/10.3130/aija.87.1900
建築物の既存価値を尊重する改変のメカニズム
･･･････

竹内 渉, 北川 啓介, 今枝 良輔, 陳 曄

https://doi.org/10.3130/aija.87.1910
東京・代官山の店先にある隅の空間の視覚的印象
･･･････

グェン トラン イェン カン, マルサティヤスティ ナヤ, 村田 涼

https://doi.org/10.3130/aija.87.1922
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防災集団移転促進事業前後の生活環境から捉える居住地再編の影響（その１）：
住環境・集落コミュニティ意識に着目して
･･･････

友渕 貴之, 槻橋 修, 山崎 寿一

https://doi.org/10.3130/aija.87.1933
孤立の可能性ある集落における自主防災組織の現状と課題
･･･････

浅井 秀子, 熊谷 昌彦

https://doi.org/10.3130/aija.87.1942
震災前後 10 年間の漁業実態変容からみる東日本大震災津波被災集落の復興
･･･････

大垣 宏介, 斎尾 直子

https://doi.org/10.3130/aija.87.1954
市外転出入と市内転居の動態傾向に関する研究
･･･････

清水 陽子, 中山 徹, 清水 裕子, 森田 尋子

https://doi.org/10.3130/aija.87.1964
公共空間におけるバスカー制度の可能性と課題
･･･････

泉山 塁威, 猪飼 洋平, 松川 真友子

https://doi.org/10.3130/aija.87.1975
エチオピアにおけるセキュリティ重視型大学キャンパスの形成と地域との境界空間のあり方（その１）
：
キャンパス整備と周辺地域の特性からみた大学町のトポロジー分析
･･･････

テインビタ ダニエル アレマエフ, 斎尾 直子

https://doi.org/10.3130/aija.87.1987
飛騨高山の町家の「大黒柱」と吹抜けの特性
･･･････

田中 清之, 是澤 紀子

https://doi.org/10.3130/aija.87.1998
近世期の河口港における御蔵所の空間構成に関する研究（その１）：
荒浜港の御城米御蔵所
･･･････

相模 誓雄

https://doi.org/10.3130/aija.87.2007
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山居倉庫の庄内地震前後における建築と震災予防調査会の関係
･･･････

平山 育男

https://doi.org/10.3130/aija.87.2017
カトリック福岡教区における建設事業の研究 その 2：
馬渡島教会堂、呼子教会堂の建設
･･･････

福島 綾子

https://doi.org/10.3130/aija.87.2027
静岡新聞高松住宅の設計プロセスに関する研究
･･･････

豊川 斎赫

https://doi.org/10.3130/aija.87.2038
ル・コルビュジエの「人間の家」の制作過程における架構と装飾

その 1：

「傘」と「蜂窩」の架構と生活空間構成
･･･････

千代 章一郎

https://doi.org/10.3130/aija.87.2049
戦後日本建築の国際的評価の変遷に関する研究（その 2）
：
欧米の建築専門誌における日本的タームの意味内容の推移
･･･････

支 小咪, 奥山 信一

https://doi.org/10.3130/aija.87.2060
堀口捨己の建築思想における利休の茶碗についての一考察
･･･････

近藤 康子

https://doi.org/10.3130/aija.87.2072
アプローチの領有からみた現代日本の公共建築作品における庇の特徴
･･･････

フリッケ ハンス ヘンリック, 佐々木 啓, 塚本 由晴

https://doi.org/10.3130/aija.87.2080
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台湾の様々なイデオロギーの政権下における、統治者の古蹟または史蹟の指定に対する観点の特徴と変
遷
･･･････

翁 意軒, 伊藤 裕久

https://doi.org/10.3130/aija.87.2090
画像ビッグデータと大規模被験者アンケートに基づく住宅地における街路印象評価推定モデル
･･･････

沖 拓弥, 木澤 佐椰茄

https://doi.org/10.3130/aija.87.2102
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