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スタジアムにおける退出・帰宅群集性状のトレーサー観測とそれに見る避難時における群集制御の考察 
･･･････ 峯岸 良和 
https://doi.org/10.3130/aija.88.1 
 
災害公営住宅入居者の居住地選択要因に関する研究 
･･･････ 佃 悠, 小野田 泰明 
https://doi.org/10.3130/aija.88.13 
 
福岡市における一団地の総合的設計制度の適用実態 
･･･････ 山中 雄登, 田上 健一 
https://doi.org/10.3130/aija.88.24 
 
多世帯で集まって暮らす住まい方についての研究（その 1）： 
二世帯住宅における親子別・ライフステージ別に見た世帯間の距離 
･･･････ 平岡 千穂, 近藤 雅之, 彌重 功, 伊丹 絵美子 
https://doi.org/10.3130/aija.88.35 
 
大型商業施設の店舗構成手法に関する研究 
･･･････ 河村 大助, 瀬戸口 剛 
https://doi.org/10.3130/aija.88.45 
 
動画解析と数理最適化モデルを用いた鉄道駅構内における分布交通量の推計手法 
･･･････ 柴田 宗典, 石突 光隆, 対馬 銀河 
https://doi.org/10.3130/aija.88.56 
 
国立療養所長島愛生園における患者住宅の建設過程とその特徴 
･･･････ パク ミンジョン 
https://doi.org/10.3130/aija.88.68 
 
養護老人ホームにおける入居者への支援と建築構成の実態 
･･･････ 鷲野 史佳, 亀屋 惠三子, 松田 雄二 
https://doi.org/10.3130/aija.88.79 
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アメリカの公共図書館における戦略的計画に基づく建物更新に関する研究 
･･･････ 久保 元広, 李 燕, 小松 尚 
https://doi.org/10.3130/aija.88.90 
 
東日本大震災被災地に設置された福祉仮設住宅の計画実態と課題 
･･･････ 石井 敏 
https://doi.org/10.3130/aija.88.102 
 
世帯類型変化と引っ越しに関する研究 
･･･････ 李 鎔根, 大月 敏雄 
https://doi.org/10.3130/aija.88.113 
 
1960, 70年代の木造住宅構法開発に関する研究 
･･･････ 櫻川 廉, 権藤 智之 
https://doi.org/10.3130/aija.88.124 
 
ホールと図書館の複合施設における利用者の施設イメージが相互利用に与える影響 
･･･････ 熊澤 貴之, 宮本 武瑠 
https://doi.org/10.3130/aija.88.132 
 
震災復興による世帯変化と住民間の交流 
･･･････ 中林 諒, 山中 新太郎, 井本 佐保里, 藤本 陽介 
https://doi.org/10.3130/aija.88.144 
 
地域復興支援員制度が支援員自身に及ぼす影響に関する研究 
･･･････ 石塚 直樹, 澤田 雅浩 
https://doi.org/10.3130/aija.88.154 
 
彝族の「新住宅」における伝統的空間と暮らしの継承に関する研究 
･･･････ 高 璐, 岡 絵理子 
https://doi.org/10.3130/aija.88.165 
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沖縄県那覇市「牧志・安里地区第一種市街地再開発事業」を事例とした構想段階から管理段階を通じた整
備効果・課題と従前地権者から見た「すれ゙」に関する研究 
･･･････ 伊勢崎 銀河, 小野 尋子 
https://doi.org/10.3130/aija.88.173 
 
コロナ禍における公共空間への仮設的都市介入:自由と管理の戦略 
･･･････ 方 伊水, 吉村 靖孝 
https://doi.org/10.3130/aija.88.180 
 
東京圏都市部大学キャンパスにおける非建蔽地の空間構成と空間認識 
･･･････ 小西 千秋, 土田 寛, 本多 由佳 
https://doi.org/10.3130/aija.88.191 
 

社会状況及び東京都の住宅政策からみた総合設計制度の適用実績に関する研究 
･･･････ 高橋 涼太, 豊川 斎赫 
https://doi.org/10.3130/aija.88.203 
 

地域特性から見た病床数と介護保険施設定員数の分布構造分析 
･･･････ 楠 拓也, 吉川 徹, 讃岐 亮 
https://doi.org/10.3130/aija.88.212 
 

コロナ禍における小地域の人口変動要因の変化 
･･･････ 塩崎 洸, 浅見 泰司, 樋野 公宏, 薄井 宏行, 武藤 祥郎 
https://doi.org/10.3130/aija.88.224 
 

地域の近隣環境および交通行動特性と住民の歩数との関係 
･･･････ 由利 泰蔵, 樋野 公宏, 山田 育穂, 森岡 渉 
https://doi.org/10.3130/aija.88.231 
 

建築工事の競争入札における一者入札問題等の考察 : 関東圏 2001〜2021年の入札結果分析 
･･･････ 岩松 準, 遠藤 和義 
https://doi.org/10.3130/aija.88.237 
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建築生産プロセス改善による施工管理業務工数と品質確保への影響に関する研究 
･･･････ 戸倉 健太郎, 春山 真一郎 
https://doi.org/10.3130/aija.88.246 
 

円形校舎における形態の多様性 
･･･････ 藤木 竜也, 種田 元晴 
https://doi.org/10.3130/aija.88.254 
 

立原道造「或る果実店」設計案に表現された現実性と物語性 
･･･････ 種田 元晴 
https://doi.org/10.3130/aija.88.264 
 

近代の我が国における建築用板硝子の消費量について 
･･･････ 平山 育男 
https://doi.org/10.3130/aija.88.275 
 

階段の形状と配置にみる 2 階建て住宅の間取りの変化 
･･･････ 渕上 貴由樹, 内田 青蔵 
https://doi.org/10.3130/aija.88.282 
 

近代の我が国における建築用板ガラスの価額の変遷について 
･･･････ 平山 育男 
https://doi.org/10.3130/aija.88.291 
 

谷口吉郎の記述における「触媒」について 
･･･････ 冨久 亜以, 秦 明日香, 上野 友輝, 河内 文孝, 河内 浩志 
https://doi.org/10.3130/aija.88.298 
 

防災建築街区造成事業における住商併存建築の外形構成の変遷 
･･･････ 鈴木 成也, 中井 邦夫, 渡辺 悠介 
https://doi.org/10.3130/aija.88.308 
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ビル販売センターにおける空間配置と外部空間の構成に関する研究 
･･･････ 李 厚君, 槻橋 修, 楊 葉霊 
https://doi.org/10.3130/aija.88.316 
 

現代日本の PC部材を用いた建築における設計意図と PC化部位及びその関係の変遷 
･･･････ 岩澤 浩一, 坂牛 卓, 大村 聡一朗 
https://doi.org/10.3130/aija.88.328 
 

明治期の神戸雑居地における外国人による土地取得 
･･･････ 山﨑 好加 
https://doi.org/10.3130/aija.88.338 
 

大阪築港埋立地の市街地形成にみる山口半六「大阪市新設市街設計」の影響 
･･･････ 木方 十根, 吉本 晃城 
https://doi.org/10.3130/aija.88.350 
 

近世伊勢山田門前町の御師と寺院に関する空間史的研究 
･･･････ 中村 駿介 
https://doi.org/10.3130/aija.88.360 
 

ネア・モニ修道院聖堂における空間構成 
･･･････ 猪股 圭佑 
https://doi.org/10.3130/aija.88.372 
 

 

※特殊文字が反映されていない場合がある旨、ご承知おきください。 
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