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計画系 

 

発表時間１人 10 分（発表 7 分 質疑応答 3 分） 

発表用の PC は各自でご持参願います。 

 会場には PC プロジェクター、スクリーンを用意しております。 

 

日  時：2014 年 6 月 21 日（土）・22 日（日） 

会  場：日本大学工学部 70 号館 

 

          6 月 21 日（土）9：30～10：30  7067 教室               

 

環境工学Ⅰ【司会者 長谷川兼一（秋田県立大学）】 

Ａ-01 東北地方における建物のエネルギー消費特性に関する実態調査その１6 

東日本大震災後の東北地方の官公庁におけるエネルギー消費に関する調査 

〇井城 依真（東北文化学園大学）、須藤 諭、吉野 博、渡辺 浩文、許 雷、小林 光 

Ａ-02 太陽熱を利用したデシカント空調換気システムの性能評価実験 

フィールド実証用システムの夏期実測結果 

〇高木 理恵（秋田県立大学）、吉野 博、小林 光、森谷 晃士、佐竹 晃、田中 泰光 

Ａ-03 住宅における在室行動の規則性を利用した在不在予測による暖房負荷低減効果 

〇菅原 正則（宮城教育大学）、田中 恵莉 

Ａ-04 自然エネルギー利用の暖冷房設備を用いた住宅の温熱環境とエネルギー使用に関する事例研究 

〇阿部 友紀（秋田県立大学）、松本 真一、長谷川 兼一、細淵 勇人、高木 理恵 

Ａ-05 中山間地域における自立・分散型エネルギー供給システムに関する調査研究 

〇池澤   紀幸（(株)復建技術コンサルタント）、今道  洋 

Ａ-06 秋田県立大学におけるエネルギー消費特性の分析と環境負荷削減の適応手法に関する研究 

〇庄司 侑椰（秋田県立大学）、松本 真一、長谷川 兼一、細淵 勇人、高木 理恵 

 

          6 月 21 日（土）13：30～15：00  7067 教室               

 

環境工学Ⅱ【司会者 菅原正則（宮城教育大学）】 

Ａ-07 津波による浸水住宅における室内環境と居住者の健康に関する調査研究 

その 4 浸水被害住宅を対象とした室内環境と高湿度状態の緩和策に関する実測調査 

〇堰内 宏香（秋田県立大学）、長谷川 兼一、柳 宇、東 賢一、大澤 元毅、鍵 直樹、 

篠原 直秀、長谷川 麻子、大竹 徹、吉野 博 

Ａ-08 水害による住宅の被害と健康影響に関する研究 

その 5 実大試験家屋を用いた浸水シミュレーションによる床下湿気性状の分析 

〇長谷川 兼一（秋田県立大学）、石山 智、大澤 元毅、柳 宇、鍵 直樹、東 賢一、松本 真一、

高木 理恵、細淵 勇人 

Ａ-09 中国都市部の住宅における児童のアレルギー性疾患と高湿度による室内汚染との関連性の検討 

〇大竹 徹（東北大学）、吉野 博、柳 宇、長谷川 兼一、鍵 直樹、岩前 篤、張 晴原、 

後藤 伴延 



Ａ-10 車載脱臭器の化学物質除去性能に関する研究 

〇一條 佑介（東北文化学園大学）、野崎 淳夫 

Ａ-11 ペットの糞便からの室内臭気物質汚染に関する研究 

Studies on the Indoor Odorant Pollution Caused by the Feces of Pets 

〇二科 妃里（東北文化学園大学）、野﨑 淳夫 

Ａ-12 暖房器具からの VOC 発生に関する研究 

〇上野 真祐子（東北文化学園大学）、野﨑 淳夫、一條 佑介、成田 泰章 

Ａ-13 空気清浄機の汚染物質除去性能の劣化性に関する研究 

〇野崎 淳夫（東北文化学園大学）、一條 佑介、成田 泰章 

Ａ-14 那覇市国際通りの色彩環境 －東北地方 12 都市の色彩環境との比較－ 

〇飯島 祥二（琉球大学）、穐山 憲 

Ａ-15 人間の覚醒状態を媒介とした温熱環境と作業効率の因果関係に関する被験者実験 

〇平松 美紀（東北大学）、後藤 伴延、森岡 広樹、小金井 真 

 

          6 月 22 日（日）9：30～10：10  7067 教室               

 

環境工学Ⅲ【司会者 高木理恵（秋田県立大学）】 

Ａ-16 太陽視赤緯と均時差の計算法に関する補遺 

〇松本 真一（秋田県立大学） 

Ａ-17 秋田県における UV-A 観測データによる推定モデルの精度検証 

〇細淵 勇人（秋田県立大学）、松本 真一、長谷川 兼一、高木 理恵 

Ａ-18 非結像光学を用いた固定型採光装置に関する研究 

その１ 太陽高度の変化に対応する屋外適用可能な固定型採光ルーバーの検討 

〇小林 光（東北大学）、芳岡 里美、佐々木 克仁 

Ａ-19 非結像光学を用いた固定型採光装置に関する研究 

その 2 太陽高度・方位の変化に対応する固定型採光ダクトの検討 

〇佐々木 克仁（東北大学）、小林 光、芳岡 里美 

 

          6 月 22 日（日）13：00～14：00  7067 教室               

 

環境工学Ⅳ【司会者 小林 光（東北大学）】 

Ａ-20 仙台市内の中学校の避難所における飲料水とトイレの実態調査 

〇岡田 誠之（東北文化学園大学）、前田 信治 

Ａ-21 被災地における雨水利用装置の設置と実態調査 

〇前田 信治（東北文化学園大学）、岡田 誠之、福井  啓太 

Ａ-22 都市河川の災害時水利用のための水辺空間調査の試み 梅田川を事例として 

〇八十川 淳（東北文化学園大学）、岡田 誠之 

Ａ-23 液相に起因する臭気に関する研究 

〇福井 啓太（東北文化学園大学）、岡田 誠之、前田 信治 

Ａ-24 建築物における給水系統内の遊離残留塩素濃度の推定 

〇久住 知裕（宮城県生活環境事業協会）、岡田 誠之、前田 信治 

Ａ-25 グリース阻集器の性能評価に関する実験的研究 



〇草刈 洋行（ユアテック）、岡田 誠之、前田 信治、赤井 仁志 

 

          6 月 21 日（土）9：30～10：30  7066 教室               

 

計画Ⅰ【司会者 大沼正寛（東北工業大学）】 

Ｂ-01 室空間における足元の状態に関する研究 – 秋田県内の大学生を対象として – 

〇萩原 千尋（秋田県立大学）、込山 敦司 

Ｂ-02 ドアの配置と開閉状態がインテリアの印象に与える影響 椅子の調整行動と居心地の関係についての実験   

〇高橋 萌（秋田県立大学）、込山 敦司 

Ｂ-03 青森県八戸市における災害公営住宅の生活環境の実態 

〇秋山 由衣（八戸工業大学）、浅井 秀子、熊谷 昌彦、月舘 敏栄 

Ｂ-04 東日本大震災における被災ミュージアムの再開プロセス ネットワークを視点として 

〇菅  貴哉（東北大学）、坂口 大洋 

Ｂ-05 東日本大震災における公共ホールの被災状況と再開プロセス 広域アンケート調査による要因分析 

〇坂口 大洋（仙台高等専門学校）、大和 頌広 

Ｂ-06 東日本大震災をふまえた東海・東南海地震発生時の住宅需要に関する研究 

〇三浦 紘子（東北大学）、石坂 公一 

 

 

          6 月 21 日（土）13：30～14：50  7066 教室               

 

計画Ⅱ【司会者 込山敦司（秋田県立大学）】 

Ｂ-07 原子力発電所の立地規制と地域計画 

わが国最初の東海原子力発電所の立地過程 1956 年から 65 年の資料分析 

〇乾 康代（茨城大学） 

Ｂ-08 福島県中山間地域における教育機関を中心とした 集落再生支援に関する実践的研究 

〇若松 尚輝（仙台高等専門学校）、齋藤 佑太、坂口 大洋 

Ｂ-09 福島県中山間地域における震災復興過程の生活実態と課題 

〇千葉 大（仙台高等専門学校）、坂口 大洋、岡崎 渉平 

Ｂ-10 陸前地方の文化的復興と天然スレート民家 その１石巻市雄勝町における現存状況 

〇大沼 正寛（東北工業大学）、庄子 雪菜、森 渉斗、星 翔太朗、尾形 章 

Ｂ-11 陸前地方の文化的復興と天然スレート民家 その２陸前地方における天然スレート集落の分布 

〇庄子 雪菜（東北工業大学）、森 渉斗、星 翔太朗、尾形 章、大沼 正寛 

Ｂ-12 陸前地方の文化的復興と天然スレート民家 その 3 石巻市河北町尾崎神山家住宅について 

〇森 渉斗（東北工業大学）、星 翔太朗、庄子 雪菜、尾形 章、大沼 正寛 

Ｂ-13 陸前地方の文化的復興と天然スレート民家 その 4 石巻市河北町長面浦の漁業再生とその課題 

〇星 翔太朗（東北工業大学）、庄子 雪菜、森 渉斗、尾形 章、大沼 正寛 

Ｂ-14 仙台遺産住宅の活用保全のための計画調査 仙台文化史と共時的エピソードマップ 

〇尾形 章（東北工業大学）、大沼 正寛 

 

 

 



          6 月 22 日（日）9：30～10：10  7066 教室               

 

計画Ⅲ【司会者 小山祐司（東北工業大学）】 

Ｂ-15 日本ハリストス正教会の初期における教会堂建築に関する研究 

〇清水 絢子（山形大学）、永井 康雄 

Ｂ-16 旧長谷川製糸所上山分工場の歴史的建築に関する研究 

〇木口 和泉（山形大学）、永井 康雄 

Ｂ-17 明治前半期における秋田県の小学校建築について  

〇原 尚正（秋田県立大学）、崎山 俊雄、渡辺 真季 

Ｂ-18 明治前半期における地方営繕組織の制度的形成過程 

近代日本の地方営繕組織に関する歴史的研究 

〇崎山 俊雄（秋田県立大学） 

 

          6 月 22 日（日）13：00～14：00  7066 教室               

 

計画Ⅳ【司会者 崎山俊雄（秋田県立大学）】 

Ｂ-19 藩校における武芸稽古所の研究 

庄内藩・新庄藩・天童藩・米沢藩を中心として 

〇齋藤 美佳（山形大学）、永井 康雄 

Ｂ-20 宮城県多賀城市における板倉の形態 

〇渡邊 亮（東北工業大学）、高橋 恒夫 

Ｂ-21 米沢市長命寺本堂建築について 

－旧米沢城本丸内の「御堂」、「御表御座之間」移築改修説の検討－ 

〇小山 祐司（東北工業大学）、中村 隼人、佐藤 巧 

Ｂ-22 サン・ドニ修道院教会堂史 シュジェール修道院長、パリ近郊の同時代関連教会堂 

―『Ｈ・ハンマーの画譜』(その 28 )― 

〇坊城 俊成（横浜美術大学）、坊城 ガブリエラ知子 

Ｂ-23 ノルマンディー、コードベック・アン・コウのノートル・ダム教会堂 

―『Ｈ・ハマーの画譜』(その 29 )― 

〇坊城 俊成（横浜美術大学）、坊城 ガブリエラ知子 

Ｂ-24 ヴィーン、シュテファン大聖堂そして古代ローマ壁「ヴィンドボナ」 

―『Ｈ・ハマーの画譜』(その 30 )― 

〇坊城 ガブリエラ知子、坊城 俊成 

 


