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日本インテリア学会 第 22 回大会（関西） 発表プログラム 
 
Ａ 論文発表部門 
 
【計画１】 ＜551教室＞  １０：００～１１：００ 座長：片山勢津子（京都女子大学） 
００１ 「セカンドライフの住まい」の提案設計に関する報告と考察 
  小宮容一（芦屋大学）・鈴木儀雄・山本紗代子・井上徹 
００２ 団地の住まい方の履歴とその記録 －多摩 NT初期建設団地に住み続けた２家族を事例として－ 
  高橋正樹（文化女子大学） 
００３ 住まいにおける家族の居場所に関する実態調査 －続柄別にみた居室や机の専有状況について－ 
  木下勇太郎（日本大学大学院）・若井正一 
００４ 福島県南会津郡旧舘岩村に立地する「民宿」の生活実態に関する一考察 
  星ルミ子（日本大学大学院）・若井正一 
 
【計画２】 ＜551教室＞  １１：００～１２：００ 座長：若井正一（日本大学） 
００５ 平面計画の質的評価に関する研究(7) －戸建分譲住宅の平面計画に関する考察－ 
  横田哲（SI住宅研究室） 
００６ 部屋からスペースへ（その３）/ 
 コルビジェのステューディオタイプに見るインテリアの近代にかかる思考実験 
  灰山彰好（Studio HAIYAMA） 
００７ 政府永久賃貸アパートに住む高齢者の日常生活から見た住まい方に関する研究 
 －韓国のソウル市 T地域の高齢者を対象とした事例調査－ 
  金明鎬（東京大学大学院）・西出和彦・古賀紀江 
００８ こどもの行動観察に基づく空間デザイン発想の考察 
 －こども OSランゲージからデザインコードまで－ 
  川本誓文（大阪府産業デザインセンター）・中村孝之 
 
【計画３】 ＜551教室＞  １４：４５～１５：４５ 座長：西出和彦（東京大学） 
００９ 地域密着型スーパーマーケットのコミュニティ空間となり得る場所について 
 －広島市内の地域密着型スーパーマーケットにおけるコミュニティ空間に関する研究 その１－ 
  平田圭子（広島工業大学）・向井智之 
０１０ アンケート調査による休憩スペースの利用状況について 
 －広島市内の地域密着型スーパーマーケットにおけるコミュニティ空間に関する研究 その２－ 
  向井智之（広島工業大学大学院）・平田圭子 
０１１ 住宅におけるトイレ内行為からみた現代のトイレのあり方に関する研究 
  市原瞳（広島工業大学大学院）・平田圭子 
０１２ ネット世代の子供室の研究 
 ネット世代に属する子供の子供室の傾向から現代の住宅像を考察する 
  長谷川公彦（工学院大学大学院）・鈴木敏彦 
 
【計画４】 ＜551教室＞  １５：４５～１６：４５ 座長：平田圭子（広島工業大学） 
０１３ 外出及び帰宅時における行為と玄関のモノに対する接触個所との関係 
  坂田礼子（早稲田大学大学院）・林田和人・渡辺仁史 
０１４ 知的障がい児の障がい程度と個室・多床室の違いによる飾りつけの差について 
  藤井容子（東京大学大学院）・西出和彦 
０１５ 空間の変節点における認知的ユーザビリティに関する研究その１ 出入り口扉について 
  西山紀子（京都橘大学） 
０１６ 枕の商品開発と販売戦略に関する一事例 
  松崎元（千葉工業大学） 
 
【計画５】 ＜555教室＞  １０：００～１１：００ 座長：松田奈緒子（京都工芸繊維大学） 
０１７ 新しいワークスタイルの在り方 インフォーマルコミュニケーションとしてのワークスタイル 
  三平真樹子（工学院大学大学院）・鈴木敏彦 
０１８ 空間おもちゃに関する研究 新しい概念の構築とそれに基づくスタディモデルの制作と検証 
  木村望（首都大学東京大学院）・鈴木敏彦 
０１９ ブーリアン演算によるデザイン造形の研究 
  高橋岳人（首都大学東京大学院）・鈴木敏彦 
０２０ 「照明建築」に関する研究 カテゴリーの定義とその概念モデルの制作と評価 
  竹内祥馬（首都大学東京大学院）・鈴木敏彦 
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【計画６】 ＜555教室＞  １１：００～１２：００ 座長：鈴木敏彦（工学院大学） 
０２１ 居住者タイプに適した浴室デザイン提案 －韓国ブランドアパートの小型を中心に－ 
  申京珠（Hanyang Univ）・李知憲・文書賢 
０２２ 韓国の鉄道旅客施設室内における交通弱者利用便宜増進のための改善方案研究 
 －空港線の旅客施設を調査対象として－ 
  文書賢（東京大学大学院）・申京珠 
０２３ 空間の自己化とその表出に関する研究 その 12 
  フランス人学生と日本人学生の比較－(2)プロトコルから見る表出特性 
  松田奈緒子（京都工芸繊維大学）・加藤力 
０２４ インテリア空間に表出される精神の病みに関する調査研究 
 －その３ インテリア空間から見る精神の病理－ 
  加藤力（宝塚大学）・松田奈緒子 
 
【計画７】 ＜555教室＞  １４：４５～１５：４５ 座長：高橋正樹（文化女子大学） 
０２５ 日経ニューオフィス賞受賞企業におけるミーティングスペースの面積と配置 
 －2006年～2009年を対象として－ 
  伊倉祥範（千葉工業大学大学院）・白石光昭 
０２６ インテリアコーディネーターの活用実態と活性化について 
  インテリアコーディネーターの現状と課題３ 
  上田亜季（エイチユーティー）・河合秀美・片山勢津子・加藤力 
０２７ インテリアの表現と図面のルール 
  河村容治（東京都市大学）・川島平七郎・奥田宗幸・岡田悟・長山洋子 
０２８ ICカードによるユニバーサル社会技術システムの開発について 
 －インテリア空間行動を変える社会構造設計事例 その 1 
  湯本長伯（九州大学） 
 
【計画８】 ＜555教室＞  １５：４５～１６：４５ 座長：長山洋子（文化女子大学） 
０２９ インドアグリーンの心理・生理的指標による評価と応用 
  近藤雅之（積水ハウス(株)）・中村孝之 
０３０ ひとと犬の共生環境についての与件と考察 －ペット生活工学研究 その３－ 
  河崎由美子（積水ハウス(株)）・沢辺泰代 
０３１ ひとと猫の共生環境についての与件と考察 －ペット生活工学研究 その４－ 
  沢辺泰代（積水ハウス(株)）・河崎由美子 
 
【人間工学１】 ＜456教室＞  １０：００～１１：００ 座長：渡辺秀俊（文化女子大学） 
０３２ 階段昇降のモチベーションに対する空間およびしかけの効果 
 －住宅内の生活行動におけるモチベーションに関する研究 その１－ 
  斎藤純平（早稲田大学大学院）・井上友香理・長澤夏子・林田和人・渡辺仁史 
０３３ 家事活動におけるモチベーションを喚起する手法 
 －住宅内の生活行動におけるモチベーションに関する研究 その２－ 
  井上友香理（早稲田大学大学院）・斎藤純平・長澤夏子・林田和人・渡辺仁史 
０３４ 幼児用学習机における囲み空間に関する研究(1) 
 －幼児が「寄りつく」入り口開口部の形状について－ 
  木戸大祐（早稲田大学大学院）・西隆明・道垣内まゆ・淺田育男・林田和人・渡辺仁史 
０３５ 幼児用学習机における囲み空間に関する研究(2) －幼児が「居つく」囲みの形状について－ 
  西隆明（早稲田大学大学院）・木戸大祐・道垣内まゆ・淺田育男・林田和人・渡辺仁史 
 
【人間工学２】 ＜456教室＞  １１：００～１２：００ 座長：白石光昭（千葉工業大学） 
０３６ トイレブースにおける折戸と開戸の特性に関する研究 
 その２．荷物の有無が出入り動作に与える影響 
  高橋未樹子（コマニー(株)）・岸涼・上野義雪 
０３７ インテリア空間における動線の有効利用に関する研究（4） 
 －階段踊り場の急な曲がり部に設置する縦手摺の役割－ 
  穴沢舞（(有)ミノリ）・上野義雪 
０３８ 安全な車いす降行のためのスロープ形状に関する実験研究 
  布田健（(独)建築研究所）・垂井建吾・直井英雄 
０３９ ハンドル形電動車いすの通路走行に関する基礎的研究 その４ 
 ハンドル形電動車いすの走行状況と使用者の注視特性との関係 
  石橋達勇（北翔大学）・西岡基夫・猪井博登・木村直子 
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【人間工学３】 ＜456教室＞  １４：４５～１５：４５ 座長：布田 健（(独)建築研究所） 
０４０ 室内壁面に設置された物体との対話位置 ロボットと人間の相互交流に関する試行実験（その９） 
  西山有沙（文化女子大学大学院）・渡辺秀俊・高橋正樹・佐野友紀・林田和人・吉岡陽介・遠田敦 
０４１ 矩形テーブルにおける座席位置とコミュニケーション感覚 
  大場沙織（文化女子大学大学院）・渡辺秀俊 
０４２ 個体領域確保の観点から見た家具配置の評価 
  波多野舞子（東京理科大学大学院）・大竹宏之・久保田一弘・直井英雄 
０４３ キッチン作業時に手が触れるキッチンエレメントの使用性評価に関する試み 
  上野義雪（千葉工業大学）・穴沢舞・上野弘義 
 
【人間工学４】 ＜456教室＞  １５：４５～１６：４５ 座長：上野義雪（千葉工業大学） 
０４４ 正座位用椅子の座りやすさと身体支持条件に関する一考察 
  平林卓朗（日本大学大学院）・若井正一 
０４５ 地域材を使用した特別支援学校用机・椅子の開発 
  丸谷芳正（富山大学） 
０４６ 「いすの科学研究室」への来訪者とその意見・批判 
  浅田晴之（(株)岡村製作所）・内田和彦 
 
【歴史１】 ＜451教室＞  １０：００～１１：００ 座長：河田克博（名古屋工業大学） 
０４７ モダンデザインの背景を探る 
  アヴァンギャルド住宅誕生における諸事情その３ －反感から容認へ－ 
  塚口眞佐子（大阪樟蔭女子大学） 
０４８ 「囲み」とその変容－Polazzo SPINI-FERONIをめぐって 
 フィレンツェ（イタリア）におけるインテリアと都市：その１ 
  山田智稔（相模女子大学） 
０４９ 福島県南会津町の歴史的建造物「曲り屋」の空間特性に関する研究 
  高田裕志（工学院大学大学院）・鈴木敏彦 
０５０ 戦後日本の主要木製家具メーカーにおける家具スタイルの展開 
  伝統的ヨーロッパスタイル、カントリースタイル、モダンスタイル、ジャパニーズスタイル 
  新井竜治（共栄大学） 
 
【歴史２】 ＜451教室＞  １１：００～１２：００ 座長：山田智稔（相模女子大学） 
０５１ C・R・マッキントッシュの空間構成の特徴 
  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 11） 
  高橋敏郎（愛知淑徳大学） 
０５２ 世紀末ウィーンにおけるコロマン・モーザーの空間デザイン 
  川崎弘美（パルナスインテリアルーム） 
０５３ オーストリアにおけるヨセフ・フランクの２つの建築の改修について 
  八代美智子（名古屋造形大学）・河田克博 
０５４ 木内真太郎のステンドグラス －旧谷口房蔵邸、旧鴻池組本店－ 
  金田美世（名工大学大学院）・清水隆宏・河田克博 
０５５ ランブイエ夫人の設計術 ランブイエ邸の復元的研究 
  片山勢津子（京都女子大学） 
 
 
Ｂ パネル発表部門 
 
【パネル発表】 ＜454教室＞  １４：４５～１５：４５ 座長：加藤 力（宝塚大学） 
０５６ りんご創作炭 VOC吸着性能を有すインテリアオブジェ 
  小川和彦（職業能力開発総合大学校）・谷澤實・遠藤裕之・西本右子・岡部敏弘 
０５７ スギ圧縮木材による椅子 
  下平晴菜（森定興商(株)）・高橋敏郎 
０５８ 飾る収納+隠す収納 －インテリアエレメントとしての衣類収納具の新提案－ 
  泉由貴子（文化女子大学）・木村戦太郎 
０５９ 地域コミュティの場としての蔵の再生活用とインテリア空間 
  早野由美恵（東北芸術工科大学） 
０６０ つつむ家 インテリアとしての Organic Unity 
  今井裕夫（京都橘大学）・船曳悦 



- 11 - 

■日本インテリア学会 第 17 回卒業作品展 

 

  日時：2010 年 10 月 23 日（土）10：00～17：00 

 10 月 24 日（日）10：00～16：00 

  場所：大阪樟蔭女子大学 記念館 1階 183 教室 

 

第 17 回 卒業作品展・巡回展 

  日時：2010 年 10 月 28 日（木）～ 10 月 30 日（土）10：00～18：00（最終日は 16：00 まで） 

  場所：タチカワ銀座スペース「Atte」 

 

インテリアフェスティバル 2010 ギャラリー作品展 

  日時：2010 年 11 月 17 日（水）～ 11 月 19 日（金） 

  場所：東京ビッグサイト西 4ホール 

 

 

■日本インテリア学会 第 17 回卒業作品展出品校一覧

 

大学 

・昭和女子大学 生活科学部生活環境学科建築学コース 

・拓殖大学 工学部デザイン学科 

・武蔵野美術大学 造形学部工芸工業デザイン学科インテリ

アデザインコース 

・東京造形大学 造形学部デザイン学科室内建築専攻領域 

・東京電機大学 未来科学部建築学科 

・千葉工業大学 工学部デザイン科学科 

・文化女子大学 造形学部住環境学科インテリアデザイン

コースインテリアプロダクト専攻 

・日本大学 工学部建築学科 

・愛知淑徳大学 現代社会学部現代社会学科都市環境デザ

インコース 

 

・椙山女学園大学 生活科学部生活環境デザイン学科 

・大阪市立大学 生活科学部居住環境学科 

・広島大学 工学部第四類建築プログラム 

・広島工業大学 環境学部環境デザイン学科 

・宇都宮大学 工学部建設学科建築学コース 

・琉球大学 工学部環境建設工学科建築コース 

・日本文理大学 工学部建築学科 

・首都大学東京 システムデザイン学部インダストリア

ルアートコース 

・首都大学東京大学院 システムデザイン研究科インダス

トリアルアート学域 

・京都女子大学 家政学部生活造形学科 

短期大学  

・共立女子短期大学 生活科学科生活アートコース 

 

専門学校  

・ICSカレッジオブアーツ インテリアアーキテクチュア＆デザイン科 

・中央工学校 建築室内設計科 

 

高等学校  

・岐阜県立高山工業高等学校 建築インテリア科 

・千葉県立市川工業高等学校 インテリア科 

・長野県木曽青峰高等学校 インテリア科 
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■日本インテリア学会第 22 回大会(大阪)会場案内図 
 

大阪樟蔭女子大学までのアクセス 

●大阪方面から 

◎ [JR 環状線]大阪駅→鶴橋駅 

 [近鉄奈良線] →河内小阪駅 

 約 30 分 

◎[地下鉄御堂筋線]梅田駅→難波駅 

 [近鉄奈良線]→河内小阪駅 

約 30 分 

◎[JR 東西線]北新地駅→放出駅 

 [おおさか東線]JR 河内永和駅 

約 20 分 

 

 

 

 

 

 

布施 河内小阪河内永和 八戸ノ里
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大阪樟蔭女子大学
田辺聖子文学館

(図書館内）

樟徳館

司馬遼太郎記念館

河
内
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和

駐
輪
場 近畿大学

ス
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小
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長
瀬
川

近鉄奈良線

かごの屋

菱屋西小学校

←至鶴橋 至奈良→

P

幼
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K

大会会場 大阪樟蔭女子大学 
●近鉄奈良線「河内小阪駅」下車西へ徒歩 6分 
●JRおおさか東線「JR河内永和駅」下車東へ徒歩 5分

見学会集合場所 樟徳館 
●大阪樟蔭女子大学より長瀬川沿いを南へ徒歩 15分
●近鉄大阪線「長瀬駅」下車北へ徒歩 5分 
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喫煙場所

 
※トイレは当日のピクトサインに従ってご使用ください 
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水都大阪・長瀬川（旧大和川）の

流れと伝統ある浪速の女子大学

をイメージしてデザイン。 

ディレクション：郷力憲治 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日本インテリア学会 第 22回大会（大阪） 

大会事務局 

大阪樟蔭女子大学･インテリアデザイン学科 

〒577-8550 

東大阪市菱屋西 4‐2‐26 

TEL 06-6723-8196 

FAX 06-6723-8173 

E-mail  design-center@osaka-shoin.ac.jp 

Website 

http://www.jasis-kansai.jp/jasis_22th/ 

 

■日本インテリア学会 

本部事務局 

〒113-8656 

東京都文京区本郷 7‐3‐1 

東京大学・大学院工学系研究科・建築学専攻 

西出和彦研究室 気付 

TEL 035-841-6168 

FAX 035-841-8515 

E-mail  tnishida@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp 




