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建築学科

鈴木 健二, 友清 貴和 訪問介護と時間通貨を活用した高齢者への在宅サービ
スに関する研究

日本建築学会大会学術講演梗概集, E-2,
pp.329-330

2006年9月

鈴木 健二, 山花 泰三, 友清 貴和 介護保険導入に伴う養護老人ホームの対応に関する研
究

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・3，計画系，pp.117-120

2007年3月

松村 和雄, 平良 祥太 ある層に変形が集中する建物の損傷と相関の高い地震
動強さの指標に関する研究

日本建築学会大会学術講演梗概集, B-2,
pp.47-48

2006年9月

松村 和雄, 樋口 義規 弾塑性建物の最大地震応答と地震動のバルスに基づい
た強さの指標との関係

日本建築学会大会学術講演梗概集, B-2,
pp.51-52

2006年9月

古川 惠子, 山本 善宏, 友清 貴和,
本間 俊雄

デルファイ法アンケート調査による社会動向の考察 -少
子高齢化と人口減少社会に対応した生活サービスの抽
出及び位置付け(その1 ) ‒

日本建築学会大会学術講演梗概集, E-1,
pp.375-376

2006年9月

山本 善宏, 古川 惠子, 友清 貴和,
本間 俊雄

デルファイ法アンケートによる生活サービスの考察 -少
子高齢化と人口減少社会に対応した生活サービスの抽
出及び位置付け(その2 ) ‒

日本建築学会大会学術講演梗概集, E-1,
pp.377-378

2006年9月

泊 和哉, 友清 貴和, 本間 俊雄 グラフ理論を用いた相互扶助モデルの試み 日本建築学会大会学術講演梗概集, E-1,
pp.379-380

2006年9月

三堂 早紀子, 友清 貴和,
古川 惠子, 本間 俊雄

高齢者居住環境を考慮した介護度認定システムにおけ
る介護度の評価

日本建築学会大会学術講演梗概集, E-1,
pp. 361-362

2006年9月

三堂 早紀子, 金久 絵里,
友清 貴和, 本間 俊雄

現在から近未来を見据えた生活サービスの類型化と関
係性の考察 -少子高齢と人口減少社会に対応した生活
サービスの再構築に関する研究(その１)-

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・3，計画系，pp.121-124

2007年3月

金久 絵里, 三堂 早紀子,
友清 貴和, 本間 俊雄

地域特性を考慮した生活サービスの在り方に関する一
考察 -少子高齢と人口減少社会に対応した生活サービ
スの再構築に関する研究(その２)-

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・3，計画系，pp.126-128

2007年3月

T. Honma and K. Nozui* A Procedure on the Genetic Algorithms with Diversity of
the Solution and Structural Morphogenesis

 International Workshop on Computational
Morphogenesis 2006, p.13

2006年10月

堀切 秀作, 本間 俊雄 GA系解法による解の多様性を考慮した構造形態の創生 日本建築学会コロキウム構造形態の解析と創
生2006, pp.135-142

2006年11月

森 哲也, 矢山 正大, 本間 俊雄 張力構造の形態解析に関する一方法と設計支援システ
ム

日本建築学会コロキウム構造形態の解析と創
生2006, pp.71-78

2006年11月

工藤 玲, 坂中 玲子,
VU Le Bich Phuong,
堀切 秀作, 本間 俊雄

解の多様性を考慮したGA系解法の特性とアーケード構
造形態の創生

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号･1, 構造系, pp.569-572

2007年3月

堀切 秀作, 本間 俊雄 GA系解法による解の多様性を考慮した橋梁の形態創生 日本建築学会研究報告，九州支部，
46号･1, 構造系, pp.565-568

2007年3月

小佐見 友子, 加世田 朋子,
本間 俊雄, 徳田 光弘, 松永 安光

低層集合住宅配置計画における設計支援システムの開
発 －多様性を考慮した遺伝的アルゴリズの導入－

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号･3, 計画系, pp.61-64

2007年3月

瀬戸口 晴美, 出水 里枝,
本間 俊雄, 徳田 光弘, 松永 安光

街路景観の評価手法に関する研究 －SD 法を用いた感
性評価と景観構成要素の比較－

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号･3, 計画系, pp.565-568

2007年3月

出水 里枝, 瀬戸口 晴美,
本間 俊雄

自己組織化臨界状態解析を導入した街路景観評価の
試み -歴史的街路景観を例とした心理量導入の負荷量
について－

第28回ファジィ･ワークショップ講演論文集,
pp.17- 22

2007年3月

加世田 朋子, 小佐見 友子,
本間 俊雄

多様性を考慮した割によい解(優良解)を活用した低層集
合住宅設計における配置形態の創生

第28回ファジィ･ワークショップ講演論文集,
pp.11-16

2007年3月

徳田 光弘 さつま町虎居地区商店街の被害・復興状況 2006年鹿児島県北部豪雨災害に関する総合
的調査研究，平成18年度教育改善推進費（学
長裁量経費）研究成果報告書（代表：下川悦
郎），pp.121-140

2007年3月
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難波 友亮, 徳田 光弘 鹿児島県北部豪雨災害による虎居地区商店街の被害・
復興状況に関する基礎調査

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・3，計画系，pp.21-40

2007年3月

中村 直人, 徳田 光弘, 松永 安光 イタリア小都市におけるまちづくり運動Citta Slowに関す
る調査

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・3，計画系，pp.353-356

2007年3月

斉藤 浩文, 松永 安光, 徳田 光弘,
佐倉 弘祐

まちづくりにおける公民連携の視点から見た資金調達方
法に関する研究

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・3，計画系，pp.421-424

2007年3月

小田切 知真, 徳田 光弘,
松永 安光

鹿児島市における石塀分布とその要因 日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・3，計画系，pp.569-572

2007年3月

M. Tokuda, T. Honma,
Y. Matsunaga

Historical Street Scene Evaluation Using Self-
Organization Critical State Analysis

7th World Congress on Computational
Mechanics，Los Angeles，US

2006年7月

M. Tokuda，T. Honma，
Y. Matsunaga

Construction of Design Support System for Site Planning
of Low-rise Housings by Simulated Breeding

7th World Congress on Computational
Mechanics，Los Angeles，US

2006年7月

瀬戸口 晴美, 徳田 光弘,
松永 安光, 菅 朋弘, 本間 俊雄

自己組織化臨界状態解析を用いた歴史的街路景観の
評価手法 -自己組織化部分の判断基準-

日本建築学会大会学術講演梗概集，E-1，
pp.981-982

2006年9月

小佐見 友子, 徳田 光弘,
松永 安光, 有吉 弘輔, 本間 俊雄

低層集合住宅配置計画における設計支援システムの解
探索状況

日本建築学会大会学術講演梗概集，E-1，
pp.1105-1106

2006年9月

布田 周作, 木方 十根 鹿児島市の戦災復興計画における公園計画の研究 日本建築学会研究報告，九州支部，
46号･3, 計画系, pp.297-300

2007年3月

岸本 友恵, 木方 十根 戦災復興都市計画の地方特性に関する基礎的研究 -
鹿児島市を中心に-

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号･3, 計画系, pp.301-304

2007年3月

大場 諒一, 木方 十根 炭鉱都市における都市形成と閉山後の関連施設の転換
-筑豊田川市を対象とした地域振興方策-

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号･3, 計画系, pp.313-316

2007年3月

増田 綾子, 木方 十根 大学開放に向けた建築・環境計画に関する研究　-国立
大学の記念講堂について-

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号･3, 計画系, pp.241-244

2007年3月

松木 和彦, 塩屋 晋一 Ｕ字型金物と高張力ボルトを用いる木造部材の接合方
法に関する予備実験

日本建築学会大会学術講演梗概集,
構造Ⅲ, pp.79-80

2006年 9 月

當房 和博, 塩屋 晋一 腰壁・たれ壁が中心接合されたＲＣ柱のせん断耐力の低
下率

日本建築学会大会学術講演梗概集,
構造Ⅳ, pp.395-396

2006年 9 月

塩屋 晋一, 當房 和博 壁梁が偏心接合されたＲＣ柱の耐震補強に関する加力
破壊実験

日本建築学会大会学術講演梗概集,
構造Ⅳ, pp.507-508

2006年 9 月

幸加木 宏亮, 塩屋 晋一,
大川 光雄

圧縮抵抗型ブレースを用いる既存ＲＣピロティ架構の耐
震補強  その１．５階建てピロティ架構を想定した部分架
構の加力破壊実験

日本建築学会大会学術講演梗概集,
構造Ⅳ, pp.605-606

2006年 9 月

大川 光雄, 幸加木 宏亮,
塩屋 晋一

圧縮抵抗型ブレースを用いる既存ＲＣピロティ架構の耐
震補強  その２ . 架構実験の最大耐力・破壊形式の評価

日本建築学会大会学術講演梗概集,
構造Ⅳ, pp.607-608

2006年 9 月

西元 大輔, 塩屋 晋一 一軸圧縮を受ける角形鋼管コンクリート柱の応力分布性
状に関する有限要素解析

日本建築学会大会学術講演梗概集,
構造Ⅳ, pp.663-664

2006年 9 月

松木 和彦, 塩屋 晋一 Ｕ字型金物を用いる木造骨組の接合部に関する研究
接合部のせん断実験と曲げ実験

日本建築学会研究報告, 九州支部,
46号・1, 構造系, pp.237-240

2007年 3 月

大川 光雄, 塩屋 晋一,
幸加木 宏亮, 岡元 夕弥

圧縮抵抗型ブレースを用いるＲＣ造ピロティ架構の部分
架構加力破壊実験　その1．ブレースを圧縮降伏させる
場合と全体曲げ降伏させる場合

日本建築学会研究報告, 九州支部,
46号・1, 構造系, pp.429-432

2007年 3 月

大川 光雄, 塩屋 晋一,
幸加木 宏亮, 岡元 夕弥

圧縮抵抗型ブレースを用いるＲＣ造ピロティ架構の部分
架構加力破壊実験　その2．実験結果とブレースの引張
処理の確認実験

日本建築学会研究報告, 九州支部,
46号・1, 構造系, pp.433-436

2007年 3 月

岡元 夕弥, 塩屋 晋一, 大川 光雄 圧縮抵抗型ブレースを用いるＲＣ造ピロティ架構の部分
架構加力破壊実験　その3．全体曲げ降伏させる場合の
剛性と変形の評価

日本建築学会研究報告, 九州支部,
46号・1, 構造系, pp.437-440

2007年 3 月
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塩屋 晋一, 當房 和博, 西元 大輔,
松木 和彦

腰壁・たれ壁が中心接合されたＲＣ柱のせん断耐力の低
下率　開口内法柱の追加実験

日本建築学会研究報告, 九州支部,
46号・1, 構造系, pp.441-444

2007年 3 月

武田 和大, 赤坂 裕, 村橋 喜満*,
川上 寛明*

通気層を有する外壁・屋根の遮熱・断熱技術の定量的
評価　その6 実証棟および測定システムの概要

日本建築学会大会学術講演梗概集, D-2,
pp.129-130

2006年9月

村橋 喜満*, 赤坂 裕, 武田 和大,
川上 寛明*

通気層を有する外壁・屋根の遮熱・断熱技術の定量的
評価　その7　実測に基づく室内流入・室外流出熱貫流
量の比較

日本建築学会大会学術講演梗概集, D-2,
pp.131-132

2006年9月

山口 研二, 筒井 陽介, 武田 和大,
赤坂 裕, 村橋 喜満*, 川上 寛明*

通気層を有する外壁・屋根の遮熱・断熱技術の定量的
評価　その8　室内温熱環境と放射環境の比較

日本建築学会大会学術講演梗概集, D-2,
pp.133-134

2006年9月

福留 伸高, 今里 淳平, 武田 和大,
赤坂 裕, 村橋 喜満*, 川上 寛明*

通気層を有する外壁・屋根の遮熱・断熱技術の定量的
評価　その9　夏季冷房時のエアコン電力消費量の
比較

日本建築学会大会学術講演梗概集, D-2,
pp.135-136

2006年9月

川上 寛明*, 赤坂 裕, 村橋 喜満*,
武田 和大

通気層を有する外壁・屋根の遮熱・断熱技術の定量的
評価　その10 冬季暖房時のエアコン電力消費量の
比較

日本建築学会大会学術講演梗概集, D-2,
pp.137-138

2006年9月

横山 正臣, 榊 里子, 武田 和大,
赤坂 裕

建築材料の日射反射率および表面放射率の測定　その
1　屋根表面の日射反射率および通気層の表面放射率
の測

日本建築学会大会学術講演梗概集, D-2,
pp.145-146

2006年9月

榊 里子, 武田 和大, 赤坂 裕 レースカーテンの日射透過率の測定法に関する考察 日本建築学会大会学術講演梗概集, D-2,
pp.169-170

2006年9月

木下 泰斗, 倉山 千春*,
石積 広行*, 田代 達一郎*,
赤坂 裕

開口部の断熱・遮熱性能　その5　真空ガラスを用いた窓
の熱性能の測定と計算

日本建築学会大会学術講演梗概集, D-2,
pp.151-152

2006年9月

斎藤 孝一郎, 倉山 千春*,
木下 泰斗, 赤坂 裕

開口部の断熱・遮熱性能　その7　ブラインド構造の付属
物を用いた窓の遮熱性能測定結果

日本建築学会大会学術講演梗概集, D-2,
pp.155-156

2006年9月

宮沢 千顕*, 伊丹 清*, 赤坂 裕,
倉山 千春*, 田代 達一郎*

開口部の遮熱性能の計算法　その10　窓-RC造外壁間
の線熱貫流率計算結果と考察

日本建築学会大会学術講演梗概集, D-2,
pp.161-162

2006年9月

田代 達一郎*, 二宮 秀與*,
赤坂 裕, 木下 泰斗

PAL計算における窓フレームの評価方法　その3　ビル
用窓製品のフレームの評価方法

日本建築学会大会学術講演梗概集, D-2,
pp.285-286

2006年9月

田上 ゆ里, 曽我 和弘 鹿児島の都市気候に関する研究　その1　鹿児島市にお
ける夏季の気温分布

日本建築学会大会学術講演梗概集, D-2,
pp.557-558

2006年9月

藤園 武史, 曽我 和弘 波長別日射量の推定法に関する基礎的研究　その1　水
平面全天日射量に基づく波長別日射量の推定方法

日本建築学会大会学術講演梗概集, D-2,
pp.273-274

2006年9月

山口 研二, 筒井 陽介, 武田 和大,
長澤 康弘, 赤坂 裕, 村橋 喜満*,
川上寛明*

遮熱外壁と屋根を有する試験家屋の温熱環境と省エネ
ルギー性能の比較(その4) 梅雨季･夏季における非空調
時の温熱環境の測定

日本建築学会研究報告，九州支部，
環境工学部門, 46号･2, pp.341-344

2007年3月

筒井 陽介, 福留 伸高, 武田 和大,
長澤 康弘, 赤坂 裕, 村橋 喜満*,
川上寛明*

遮熱外壁と屋根を有する試験家屋の温熱環境と省エネ
ルギー性能の比較(その5) 夏季における天井面・壁面の
温度分布の測定

日本建築学会研究報告，九州支部，
環境工学部門, 46号･2, pp.345-348

2007年3月

今里 淳平, 福留 伸高, 武田 和大,
長澤 康弘, 赤坂 裕, 村橋 喜満*,
川上寛明*

遮熱外壁と屋根を有する試験家屋の温熱環境と省エネ
ルギー性能の比較(その6) 梅雨季の空調消費エネル
ギーと外調機の除湿効果

日本建築学会研究報告，九州支部，
環境工学部門, 46号・2, pp.349-352

2007年3月

福留 伸高, 今里 淳平, 武田 和大,
長澤 康弘, 赤坂 裕, 村橋 喜満*,
川上 寛明*

遮熱外壁と屋根を有する試験家屋の温熱環境と省エネ
ルギー性能の比較(その7) 夏季の空調消費エネルギー
と外調機の除湿効果

日本建築学会研究報告，九州支部，
環境工学部門, 46号・2, pp.353-356

2007年3月

横山 正臣, 武田 和大, 長澤 康弘,
赤坂 裕

建築材料の表面放射率の測定法 日本建築学会研究報告，九州支部，
環境工学部門, 46号・2, pp.321-324

2007年3月

宮田 将司, 今里 淳平, 福留 伸高,
武田 和大, 長澤 康弘, 赤坂 裕

家庭用エアコンと冷蔵庫の消費電力 日本建築学会研究報告，九州支部，
環境工学部門, 46号・2, pp.337-340

2007年3月

榊 里子, 武田 和大, 赤坂 裕 レースカーテンの日射透過率・日射反射率の測定法 日本建築学会研究報告，九州支部，
環境工学部門, 46号・2, pp.317-320

2007年3月



口頭発表 （*印は学外者）

　　　発　表　者 　　　　　題　　　　　目 雑誌名または講演会名 掲載年月

藤園 武史, 曽我 和弘 波長別日射量の推定法に関する基礎的研究
その2　晴天指数とエアマスを考慮した波長別の全天日
射量と天空日射量の推定法の検討

日本建築学会研究報告，九州支部，
環境工学部門, 46号・2, pp.325-328

2007年3月

田上 ゆ里, 曽我 和弘 鹿児島の都市気候に関する研究
その2　鹿児島市における2006年夏季と秋季の気温分布
測定

日本建築学会研究報告，九州支部，
環境工学部門, 46号・2, pp.513-516

2007年3月

徳富 久二, 永吉 慎吾 引張破壊強度論に基づくコンクリートの引張強度と圧縮
強度の相関性

日本建築学会大会学術講演梗概集, 構造系,
Ａ－１, pp.４１５-４１６

2006年9月

山本 憲司, 皆川 洋一 完全流体における非線形スロッシングの有限要素解析
法 －二次元矩形容器の解析－

ワークショップ 「空間構造における具体的課題
とその数値解析上の対応」, 東京工業大学

2006年7月

K. Yamamoto, Y. Minakawa,
H. Ohmori*

Shape optimization of symmetric lattice domes against
buckling by using block-diagonalization method

International Workshop  on Computational
Morphogenesis, October 10-12, Nagoya, Japan

2006年10月

山本 憲司, 皆川 洋一 二次元任意形状容器における完全流体の非線形スロッ
シング有限要素解析（その１定式化及び既往の数値解
析との比較）

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・1，pp.557-560

2007年3月

正野 和司, 山本 憲司, 皆川 洋一 二次元任意形状容器における完全流体の非線形スロッ
シング有限要素解析（その２水槽模型による振動実験）

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・1，pp.561-564

2007年3月

岩下 一徹, 皆川 洋一, 山本 憲司,
中村 達哉

水の入った円筒タンクの非線形振動応答に関する実験
的研究 －歪計測点の違いにおける分数調波振動の発
生傾向について－

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・1，pp.549-552

2007年3月

磯野 友紀, 皆川 洋一, 山本 憲司,
中村 達哉

鉄筋コンクリート造円筒シェル屋根模型の載荷破壊実験
－母線に対し45度を成す方向に配筋された曲げ破壊型
供試体の弾塑性挙動－

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・1，pp.541-544

2007年3月

山本 憲司, 皆川 洋一, 大森 博司* RS座屈荷重係数を目的関数とした単層ラチスドームの形
状最適化

日本建築学会コロキウム構造形態の解析と創
生2006講演論文集，pp.25-32

2006年11月

谷田部 綾恵, 安山 宣之,
矢鳴 陽平

「かげ空間」を活用した屋外空間整備のための研究（そ
の１）　「かげ空間」のイメージと温熱環境の比較考察

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・3，計画系，pp.378-380

2007年3月

矢鳴 陽平, 安山 宣之,
谷田部 綾恵

「かげ空間」を活用した屋外空間整備のための研究（そ
の2） 鹿児島大学郡元キャンパスにおける整備に向けて
の基礎研究

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・3，計画系，pp.381-384

2007年3月

脇田 泰成, 安山 宣之 マルティエージェントを用いた商店街モデルにおける滞
留現象に関する基礎的研究

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・3，計画系，pp.357-360

2007年3月

西江 博, 安山 宣之 「屋根付き墓」に関する基礎的調査と分析 日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・3，計画系，pp.641-644

2007年3月

柴田 和朗, 安山 宣之 鹿児島地域の建築デザイン動向に関する考察-鹿児島
建築文化賞応募作品の場合

日本建築学会研究報告，九州支部，
46号・3，計画系，pp.793-796

2007年3月


