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 日本インテリア学会 第 25回大会(京都) 発表プログラム 

■ A 論文発表部門 

【計画Ⅰ】＜J201 室＞ 10：00～11：00            座長：加藤力（京都大学） 

001 BMI を活用した住宅におけるインテリアに関する研究 その１．BMI スマートハウスの構築 

中村孝之（積水ハウス）・近藤雅之・松田奈緒子 

002 BMI を活用した住宅におけるインテリアに関する研究 その２．遠隔操作方法の違いによる住宅

設備操作の使いやすさ                  松田奈緒子・近藤雅之・中村孝之 

003 BMI を活用した住宅におけるインテリアに関する研究 その３．BMI 操作電動いす乗車時の電動

室内建具の開タイミングに関する心理的評価   

近藤雅之（積水ハウス）・中村孝之・松田奈緒子 

004 居住の貧困に対する NPO の活動実態と諸問題   古庄純菜（文化学園大学大学院）・高橋正樹 

005 インテリアスタイルについての評価構造と個人属性の類型化   

   森永智年（九州職業能力開発大学校） 

 

 

【計画Ⅱ】＜J201 室＞ 11：00～12：00          座長：平田圭子（広島工業大学） 

006 アメリカの高層賃貸アパートの共用環境分析  -MN 州の PHA アパートの事例を中心に-           

                              申京珠（漢陽大学）・文書賢 

007 共同住宅の集合玄関についての構造・機能に関する研究      来海素存（神戸女子大学） 

008 マンションと住宅メーカーの居室と収納関係の調査・考察と提案 

-神戸市・西宮市のマンションとプレハブ系メーカーを対象として- 

小宮容一（芦屋大学）・井上徹 

009 高齢期女性の居場所におけるモノと収納に関する研究 

              浅沼由紀（文化学園大学）・長山洋子・井上搖子・星野茂樹・元井裕子 

010 二世帯同居における家族の生活時間のずれ            松本吉彦（旭化成ホームズ） 

 

 

【計画Ⅲ】＜J201 室＞ 15：00～16：00         座長：白石光昭（千葉工業大学） 

011 実態調査からみた ALS 患者の暮らし方  

-在宅 ALS 患者における暮らしとインテリアの研究 その１-         

長山洋子（文化学園大学）・泉由貴子 

012 実態調査からみた ALS 患者の外出行動とその問題点 

-在宅 ALS 患者における暮らしとインテリアの研究 その２-    

泉由貴子（文化学園大学）・長山洋子 

013 院内助産分娩空間の実態について   

-院内助産システムにおける空間の特性に関する研究 その３- 

西山紀子（京都橘大学）・遠藤俊子・松本正富・前田一枝 

 

014 知的障害者と共に暮らすコーポラティブハウスの住まい方に関する事例研究 

藤井容子（富山県）・西出和彦 

015 病院の食堂に関する調査研究                   江川香奈（東京電機大学） 
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【計画Ⅳ】＜J202 室＞ 10：00～11：00          座長：渡辺秀俊（文化学園大学） 

016 大学の地域との連携・地域住民への開放に関するインタビュー調査 

～広島県内の６大学を対象として その１～    木村実香（広島工業大学）・平田圭子 

017 大学の地域との連携・地域住民への開放に関するインタビュー調査 

～広島県内の６大学を対象として その２～    平田圭子（広島工業大学）・木村実香 

018 尾道の斜面地における細街路空間が人間に及ぼす空間形態について 

大畑優志郎（広島工業大学大学院）・平田圭子 

019 福島県内に立地する屋内子ども遊び場の利用実態に関する研究 その２ 

阿部圭（日本大学大学院）・高守留珠・若井正一 

020 JR 東京駅丸の内北口コンコースにみる停留・滞留行動特性について 

船曵悦子（大阪産業大学）・松本直司・片山一郎 

 

【計画Ⅴ】＜J202 室＞ 11：00～12：00           座長：近藤雅之（積水ハウス） 

021 インテリア環境評価に関する研究 その２   

インテリア環境評価方法の基本概念と評価方法 

加藤力（京都大学）・仲谷剛史・栗山正也 

022 インテリア環境評価に関する研究 その３ 

インテリア環境評価方法に対するアンケート結果    

仲谷剛史（積水化学工業）・加藤力・栗山正也 

023 高気密断熱住宅の音環境                横瀬一博（日本工業大学）・清水実 

024 縁側ソーラーのヒートマス効果  

-縁側温室・コンサバトリーの設計学研究（その２）-      灰山彰好（studio Haiyama） 

025 インテリア製図通則（第１次案）に関するヒアリング調査 

インテリア製図法の標準化に関する研究 ２‐２ 

川島平七郎（居住環境研究所）・河村容治・奥田宗幸・長山洋子 

 

【歴史Ⅰ】＜J301 室＞ 10：00～11：00           座長：小宮容一（芦屋大学） 

026 C.R.マッキントッシュの装飾パターン（その１）  

C.R.マッキントッシュのインテリアデザインに関する研究（その13） 

                                  高橋敏郎（愛知淑徳大学） 

027 コロマン・モーザーの空間デザインにおける文様の分析   

川崎弘美（川崎ブランドデザイン） 

028 近世イギリスにおける陶磁器とインテリアの関係に関する考察 その１  井上徹（芦屋大学） 

 

【歴史Ⅱ】＜J301 室＞ 11：00～12：00        座長：河田克博（名古屋工業大学） 

029 『和洋家具雛形』にみられる明治期家具調度類の特色       永田恵子(名古屋工業大学) 

030 日本住宅の欄間と植物蘭草との関連性の考察        石橋実（京都光華女子短期大学） 

031 1968 年以降に書かれた資料からみる「テクニカル・アプローチ」について 

‐前川國男の建築思想に関する研究６‐   

中尾沙矢香（広島工業大学大学院）・河田智成 

032 中国晩清期「点石斎画報」に描かれた盆景の設置方法と位置  李双紅（筑波大学）・藤川昌樹 
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【歴史Ⅲ】＜J301 室＞ 15：00～16：00         座長：松本直司（名古屋工業大学） 

033 P.マッコイドのイギリス家具の分類に関する考察       日高茜（JR 九州）・片山勢津子 

034 米軍将校が作ったインテリアデザイン事務所          片山勢津子（京都女子大学） 

035 モダンデザインの背景を探る その 6 

‐30 年代英国ロンドンにおけるコスモポリタンの活躍‐  塚口眞佐子（大阪樟蔭女子大学） 

 

【教 育】＜J302 室＞ 10：00～11：00          座長：西出和彦（東京大学大学院） 

036 デザイン系学科における実技科目の教育実践Ⅱ 

‐色彩構成の教材開発と指導効果の検証‐    山内一弘（大阪府立今宮工科高等学校） 

037 ウッド環境における学習効果の検討         

           尾田恵（菜インテリアスタイリング）・辰元宗人・中田容子・平田幸一 

038 住文化を次世代に伝える住まいの絵本館活動  

‐特定非営利活動法人子ども住文化研究センター‐ 

飛田優子（飛田建築設計事務所）・辻野増枝・藤野淳子・北浦かほる 

039 長野県須坂市の古民家を利用した実践型「ものづくり教育」その１  

                        渡邉裕子（文化学園大学）・高橋正樹・井上搖子 

040 米国 University of Oregon における Allied Arts のカリキュラム 

齋藤怜（日本大学大学院）・若井正一 

 

【人間工学】＜J302 室＞ 11：00～12：00 
座長：川島平七郎（居住環境研究所・東京都市大学） 

041 いす・シートの体圧分布測定に代わる評価方法に関する研究 

‐鉄道車輌・航空機の場合‐           上野義雪（千葉工業大学）・上野弘義 

042 加速度センサを用いた店舗利用者の歩行様態の把握 

江効珊（文化学園大学大学院）・高橋正樹・渡辺秀俊・佐野友紀・遠田敦・吉岡陽介 

043 千葉工業大学津田沼校舎におけるアクセス環境の実態調査  

田島未希（千葉工業大学）・上野義雪 

044 若年者による料亭写真の印象評価                建部謙治（愛知工業大学） 

045 百貨店の屋上緑化空間に対する評価構造        劉亜男（文化学園大学院）・渡辺秀俊 

 

【各種インテリア】＜J302 室＞ 15：00～16：00      座長：建部謙治（愛知工業大学） 

046 ヨーロッパにおける LRT 車両のインテリアデザインの分析   

小玉一徳（大阪産業大学）・ペリー史子 

047 アーバン・デザインとしてのトランジットモールの空間デザインに関する分析 

‐アンジェ等の７都市のケーススタディ‐ 

                         平山理恵（大阪産業大学大学院）・ペリー史子 

048 佐倉市庁舎改修計画 ‐メタボリズムの継承‐   

石田貴大（工学院大学院）・飯田昂平・中野伊吹・鈴木敏彦 

049 美術館の展示体験を目的としたバーチャル・ミュージアム・キットの運用 

松崎元（千葉工業大学）・赤坂拓郎 

050 中古住宅購入の阻害要因分析に向けたユーザーへの web 意識調査    布田健（国土交通省） 
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■ B パネル発表部門＜２階ホール＞11:00～12:00   座長：ペリー史子（大阪産業大学） 

051 山形県献血センター献血ルーム 空間コーディネイトの試み  早野由美恵（東北芸術工科大学） 

052 ふつうに向かう家  インテリアとしての Organic Unity   

今井裕夫（京都橘大学）・船曵悦子 

053 東日本大震災後の「コミュニティ作り」の提案に関する一連の報告と考察 

‐インテリアデザイナーと学生が考えるコミュニティスペース‐ 

酒井コウジ（SIESTA International Associates）・村上信 

 

＊ 文中（ ）内所属名は大学、大学院、会社名にとどめた。 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   memo  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


