第 52 回 学術研究論文発表会プログラム
第 1 日目
9：00
9：40

第Ⅰ会場

第Ⅱ会場

第Ⅲ会場

第Ⅳ会場

第Ⅴ会場

第Ⅵ会場

9：40
嶋田 喜昭（大同大学）

9：40
鶴田 佳子（岐阜工業高等専門学校）

9：40
土井 良浩（弘前大学大学院）

9：40
倉知 徹（新潟工科大学）

9：40
大澤 昭彦（高崎経済大学）

9：40
貞広 幸雄（東京大学）

1. 都心商業地域における歩行者による
回遊行動の実態と要因分析
神戸大学大学院 小谷 通泰

13. キーワードからみた都市計画研究の
変遷
筑波大学大学院 都築 早織
14. 三大都市圏における市街化区域と
人口推移から見た都市の類型化と
その市街地特性に関する研究
大阪府 山添 光訓

36. 地域特性と目標・評価指標からみた
「都市再生整備計画」
の類型と傾向
分析
山口大学大学院 宋 俊煥

49. 地方工業都市における高度経済成
長期以降の工業立地と住宅地形成
の関係
（株）
都市環境研究所 稲葉 美里

61. 円環内移動及び円環・円盤間移動
の直線距離に関する解析的研究
筑波大学大学院 長 晃

2. Wi-Fiパケットデータを用いた観光客
の滞在時間特性把握の可能性に関
する研究
東京工業大学 壇辻 貴生
3. 中心市街地における大規模商業施
設の出店による歩行者通行量への
影響
岡山大学大学院 谷本 翔平
4. 鉄道駅におけるエスカレータ上の
歩行行動に関する研究
慶應義塾大学大学院 大竹 哲士

23. 東京都区部における私事行動に着
目した今日の盛り場に関する研究
早稲田大学大学院 髙山 宇宙
24. 財政状況からみた持続可能な都市
特性の評価に関する研究
早稲田大学 森本 章倫

37. 地域経済振興に係る圏域マネジメ
ント組織と広域行政機構との関係
性分析
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
（株） 関 恵子
38. エリアマネジメント組織の団体属性と
課題に関する考察
森記念財団 丹羽 由佳理

50. 都市計画税の課税実態と人口減少
期の都市計画事業を考慮した課税
手法に関する研究
独立行政法人都市再生機構 福井 恵莉薫
51. 市街化調整区域と用途地域の擬似
的手法としての特定用途制限地域
の指定のあり方に関する研究
玉野総合コンサルタント
（株） 大口 寛貴

11：00
中村 英夫（日本大学）
5. 地域鉄道の廃止と駅周辺における
社会経済の変化の関係分析
高知大学 坂本 淳
6. トランジッ
トモールを含む市街地にお
ける歩行者ゾーンと自動車系街路網
の形態に関する研究
大阪産業大学 波床 正敏
7. 都市景観構成要素としてのLRT停
留所デザインの特徴に関する時系列
的考察
大阪産業大学 ペリー 史子

12：00

11 月 11 日（土） 会場：北海道大学札幌キャンパス

15.「クラフト創造都市」
金沢における
工芸とその関連施策に関する考察
北海道大学大学院 澤田 挙志
16. 戦災と長期接収を経た都市の復興
過程に関する研究
横浜国立大学大学院 藤岡 泰寛

11：00
山口 敬太（京都大学大学院）
17. 明治後期から昭和初期の京浜電気
鉄道による羽田穴守海水浴場施設
の運営実態及び集客戦略の研究
東京工業大学大学院 馬場 信行
18. 西山夘三による観光計画論に関する
研究
（公財）
日本交通公社 西川 亮
19. ミャンマー国ヤンゴンにおける公園
成立の歴史的経緯
東京大学大学院 平野 邦臣

10：20
森尾 淳（（一財）計量計画研究所）
25. コンパクトシティ政策における複数の
計画規範のトレードオフ構造の分析
東北大学大学院 磯野 昴士
26. 自治体のラブホテル建築規制条例
に基づくラブホテルの立地規制に
関する研究
国土交通省 阿部 憲太

11：00
三宅 諭（岩手大学）
27. 移動販売のサービス水準に着目した
店舗選択に関する実証分析
鳥取大学大学院 谷本 圭志
28. 人口減少時代における中山間地域
の居住地としての持続可能性から
みた地域類型化
岐阜工業高等専門学校 岩下 和弘
29. 瀬戸内海島嶼部における再生可能
エネルギーの活用可能性に関する
研究
広島大学大学院 山田 葵

昼

10：40
新井 信幸（東北工業大学）
39. 東京大都市圏郊外の中古住宅市場
における需給バランス
東京大学大学院 鈴木 雅智
40. 借地権型マンションの敷地の借地
期間延長と買取に関する制度と市場
整備
明海大学 中城 康彦
41. 一次通勤圏において高齢単身・夫婦
世帯にとってアフォーダブルな住み
替え先の供給が進む可能性
筑波大学大学院 五十石 俊祐
42. グリュナウ団地における団地棟の
撤去計画と撤去事業との整合性に
関する調査
明治学院大学 服部 圭郎

食

62. 道路斜線制限と天空率緩和がもた
らす容積率と建築物高さへの影響
東京大学大学院 渡部 宇子

63. 住戸数と世帯数に基づく空き家の
詳細地域分布の把握手法
（独）
国立環境研究所 石河 正寛
64. 東京ベイゾーンへのオリンピック
観戦客の輸送を想定した直通バスの
数理モデル
52. 日仏の水害対策のための土地利用・
慶應義塾大学 田中 健一
建築規制
65. 連続型の無制約型重力モデルの基
兵庫県立大学 馬場 美智子
礎理論
慶應義塾大学大学院 栗田 治
11：00

米野 史健（（国研）建築研究所）

53. バンクーバー市都心部における容積
移転制度を活用した開発手法とその
運用
横浜市立大学 堀 裕典
54. 地区計画制度の成立経緯に関する
研究
高崎経済大学 大澤 昭彦
55. 地区計画策定手続の意義と実態に
関する研究
駒澤大学 内海 麻利

11：20
鳥海 重喜（中央大学）
66. 東京区部における建物指標と道路
指標を考慮した市街地分類に関する
研究
筑波大学大学院 若林 建吾
67. 格子状交通ネットワークモデルに
おける移動経路と流動交差量の分
布について
南山大学 三浦 英俊

13：00

13：00
小川 宏樹（徳島大学大学院）

14：00
宮﨑 ひろ志（関西大学）

13：00
樋口 秀（長岡技術科学大学大学院）

13：00
岡村 祐（首都大学東京）

13：00
米野 史健（（国研）建築研究所）

30. 地方都市における市営墓地の需要
把握に関する課題
前橋工科大学 森田 哲夫
31. 国土数値情報土地利用細分メッシュ
データを用いた人口動態と土地利用
変化の関係性
東京大学大学院 高柳 誠也
32. 居住誘導施策の費用便益分析
（株）
日建設計総合研究所 松縄 暢

43. オレゴン州ポートランド市の土地利用
審査制度における住民参加プロセス
に関わる住民組織の役割と活動
実態
岐阜工業高等専門学校 鶴田 佳子
44. 自治体レベルで行われる都市づくり
の国際的な技術移転に関する研究
横浜市立大学 藤岡 麻理子
45. 台北市竜山寺地区における住民と
地域の自立の関係性を実現するま
ちづくり
大阪市立大学大学院 蕭 閎偉

56. 歴史的建造物の保全活用を目的と
した容積移転負担金制度の導入過
程と活用実態
三井不動産アメリカ
（株） 北崎 朋希

8. 密集市街地の民有地を暫定利用す 20. 風力発電施設に関する住民の受容
る防災空地の評価手法の検討
に及ぼす影響要因
関西電力
（株） 三好 章太
茨城大学 熊澤 貴之
9. 世代交代の進展する地区の立地・ 21. 土浦市街地における高層建築物が
空間的特性に関する研究
周辺低層市街地の冬季の建物熱負
荷に及ぼす影響
（株）
アクセンチュア 中村 智幸
東京工業大学 河合 英徳
13：40
22. 環境配慮街区形成の推進方策に関
加藤 浩司（有明工業高等専門学校）
する研究
10.「非日常的行事」
の商店街に対する
東京大学大学院 西村 愛
満足度への負の影響に関する研究
近畿大学 長谷川 直樹

14：00
志摩 憲寿（東洋大学）

11. 高齢者の外出行動と親世帯・子世
帯の近接性に関する研究
早稲田大学 松本 慎

33. 下水道整備計画を踏まえた市街地
集約に関する一考察
和歌山工業高等専門学校 櫻井 祥之

12. ベトナムの社会主義団地のオープン
スペースの商業利用実態と住民意
識に関する研究
兵庫県立人と自然の博物館 福本 優

34. 地域冷暖房事業における上下分離
方式の導入可能性に関する研究
千葉大学大学院 春田 文諒
35. 都市機能維持に向けた蓄電池の面
的整備に関する研究
千葉大学大学院 渡部 彩乃

14：00
田口 太郎（徳島大学）
46. スマートコミュニティ施策への参加が
住民の環境配慮行動に与える影響
大阪大学大学院 武田 裕之
47. 都市型再開発と連動したエネルギー
システム導入のあり方に関する研究
千葉大学大学院 谷口 広樹
48. 欧州における観光地域づくりを目
的とする組織の活動内容の変遷と
その特徴に関する考察
山形大学大学院 高澤 由美

68. シンガポールにおけるカジノ合法化
検討過程に関する研究
東京工業大学 鶴田 一
69. 地域遺産の選定と特徴に関する
研究
13：20
東京工業大学 柿本 佳哉
倉原 宗孝（岩手県立大学）
70. 広島市における夏季の気温・湿度分
57. 既存自治組織と併存するコミュニティ
布推定および冷房負荷の分布特性
自治組織の運営実態に関する研究
に関する研究
千葉工業大学 青木 和也
広島大学大学院 大田 修平
58. 市民主体のハード整備をともなう
14：00
公共空間活用の課題と意義
（東京都）
東京工業大学 杉田 早苗 竹内 智子
59. まちづくりの主体としての大学と
自治体との連携のあり方に関する
検討
大阪大学大学院 川人 よし恵

71. 保育施設による公園活用とパーク
マネジメントの可能性と課題につ
いての一考察
横浜市立大学 三輪 律江

60. 市民ファンドの寄付プログラムの
運営実態と類型化による傾向分析
西部技術コンサルタント
（株） 田邉 信男

72. いわき市を対象とした東日本大震災
前後の小中学生にみる遊びと公園
利用の変化について
福島工業高校専門学校 齊藤 充弘
73. 近代化産業遺産の集合的保存にお
ける
「認定外遺産要素」
の位置付け
と価値
早稲田大学 林 廷玟

15：00
15：30

都市計画報告会・ワークショップ
17：30
18：30

懇

親

会

13：00
伊藤 弘（筑波大学）

第 2 日目
9：40

第Ⅰ会場

11 月 12 日（日） 会場：北海道大学札幌キャンパス

第Ⅱ会場

第Ⅲ会場

第Ⅳ会場

第Ⅵ会場

9：40
梶田 佳孝（東海大学）

9：40
石橋 知也（福岡大学）

9：40
松本 邦彦（大阪大学大学院）

9：40
小林 剛士（山口大学大学院）

9：40
秋田 典子（千葉大学大学院）

9：40
鳥海 重喜（中央大学）

74. 郊外間交通へのシェア型自動運転
車の導入可能性
筑波大学大学院 香月 秀仁
75. インドネシア地方中規模都市にお
けるアンコットの実走行燃料消費
に関する研究
森ビル
（株） 澤田 進太朗

90. 全国京都会議の加盟自治体による
「小京都」
を用いた地域ブランディ
ングの変遷に関する研究
東京工業大学 小林 良樹

104. 組織の活動記録を用いた地域運
営組織の活動評価に関する研究
鳥取大学 長曽我部 まどか
105. まちづくり組織間の連携にもと
づく地域運営組織の実態とその
課題に関する研究
武庫川女子大学 水野 優子

120. 行政間の土地利用規制格差に着
目した開発許可条例による格差
解消手法に関する一考察
長岡技術科学大学大学院 松川 寿也

131. 気候変動適応に向けたインフラ
計画の展開プロセスと実行支援に
関する研究
（株）
日建設計シビル 中島 直弥

121. 人口減少下での今後の都市計画
区域のあり方に関する研究
八千代エンジニヤリング
（株） 稲越 誠

106. 居住エリアのウォーカビリティに
立脚した地域評価に関する指標の
開発と検証
京都大学 加登 遼

122. 立地適正化計画に基づく居住誘
導施策検討のための都市内人口
分布推計手法の開発
千葉工業大学 竹間 美夏
123. コンパクトシティ政策に対する
記述と評価の乖離実態
筑波大学大学院 越川 知紘

132. 条里制集落居住域における中世
から継承された
「文化的景観」の
特徴
滋賀県立大学大学院 小谷 裕枝
133. パチンコ店の立地規制に関する
条例の策定状況と規制内容
新潟大学大学院 沢畑 敏洋
134. 住民団体と地域遺産制度への取り
組みの関係
筑波大学大学院 山川 志典

144. 歩行者の位置と視線を反映した
並木の緑視率
慶應義塾大学大学院 平澤 雄基
145. 需要密度・移動距離に着目した多
様な公共交通システムの優位性
に関する理論的考察
筑波大学大学院 長谷川 大輔

11：00
吉田 友彦（立命館大学）

11：00
阿部 貴弘（日本大学）

124. 自治体担当者の認識に着目した
公共施設の維持管理に関する研究
麗澤大学 長岡 篤

135. 無電柱化が地価に及ぼす影響の
要因分析
大阪大学大学院 朴 鏞元

125. 公共用地の減少に着目した大街
区化の実態に関する研究
森トラスト
（株） 伊藤 謙

136. ベトナム・ハノイ旧市街の町並み
保全の仕組み・取組の変遷に関す
る研究
東京大学大学院 柏原 沙織
137. 店舗へのコンバージョンが歴史的
市街地の保全と活性化に与える
影響
大阪大学大学院 松本 邦彦

10：20
奥嶋 政嗣（徳島大学大学院）
76. 観光地における事前予約制駐車場
利用に対する料金支払意思額の特
性分析
首都大学東京 清水 哲夫
77. 事業説明会における応答が聞き手
の評価に与える言語的影響の分析
東京理科大学 寺部 慎太郎
78. タクシー運賃の割引率が高齢者の
外出行動へ与える影響に関する研究
秋田大学大学院 鈴木 雄
79. 包絡分析法を用いた地域公共交通
需要の顕在化率に関する動的評価
復建調査設計
（株） 吉野 大介
80. 多目的最適化に基づく歩行者の
活動ネットワークデザイン
東京工業大学 大山 雄己

91. 東京医学校本郷移転再考
東京大学 森 朋子
92. 吉田初三郎鳥瞰図に描かれた北海
道開発と自治体の取り組みに関する
考察
岩見沢市教育委員会 鈴木 栄基

10：40
今村 洋一（椙山女学園大学）
93. 外地都市計画法令の比較研究
横浜市 五島 寧
94.「タウン・プランニング」再考：イギリス
の都市計画家は建築的アプローチを
捨てたか?
九州大学 秋本 福雄
95. 地方都市における大型小売店の
撤退とその跡地利用に関する研究
東北大学大学院 川嶋 祥之
96. 西豪州パース都市圏での官民連携
による衛星都市開発に関する一
考察
東京都市大学 池田 明仁

10：40
清水 陽子（関西学院大学）
107. 地方都市中心部における小規模
住宅団地による居住空間の再構
築に関する研究
福井市 福岡 敏成
108. 地方都市での勤労単身世帯の居
住実態とまちなか居住の可能性
に関する研究
（株）
第四銀行 西山 徳
109. 住宅地のつくられ方 からみた
撤退パターンのモデル化
岡山大学大学院 和氣 悠

11：40
佐久間 康富（関西学院大学）

126. 高齢社会における地形条件を考
慮した公共施設整備のあり方に
関する研究
千葉大学大学院 縄田 拓哉

110. 大都市圏郊外都市における地域
コミュニティ関与による空き地
マネジメントの可能性に関する
研究
横浜国立大学大学院 吉武 俊一郎

12：00

第Ⅴ会場

昼

食

146. 小地域単位での住環境得点による
人口増加の再現性検証と改良の
試み
東京大学 相 尚寿

10：40
趙 世晨（九州大学大学院）
147. 居住環境と利便性を考慮した住宅
地への用途混在に対する居住者の
評価
東京大学大学院 石川 徹
148. 高齢者の社会参加による社会的
効果
東京大学大学院 金 洪稷
149. 建物周り建ぺい率による密集領
域の抽出〜基盤地図情報を活用
して
名古屋大学大学院 奥貫 圭一
150. 交通状況による遅延を考慮し円滑
な乗換を保証するバス時刻表の
設計
中央大学 髙松 瑞代

13：00

13：00
宮崎 耕輔（香川高等専門学校）

13：00
松本 裕（大阪産業大学）

81. 利用実態と住民意識からみた住民
主体の地域公共交通が果たす役割
（公財）
豊田都市交通研究所 西堀 泰英
82. 通学利用の確保に資する効果的な
モビリティ・マネジメントの実施
に関する研究
弘前大学大学院 大野 悠貴
83. 大都市圏向け統合モビリティサービス
Metro-MaaSの提案と需要評価
東京大学大学院 藤垣 洋平

97. 大都市インナーシティのジェントリフィ 111. 東日本大震災の被災地域における
ケーションへの都市計画的対応の
開発許可動向に関する研究
可能性と課題に関する研究
東北大学大学院 姥浦 道生
兵庫県立大学 太田 尚孝 112. 地震後の避難者の帰宅要因分析
98. 歴史都市アレッポにおける1973 年の
熊本大学大学院 柿本 竜治
旧市街空間整備計画
113. 大規模災害時における再開発地
筑波大学 松原 康介
区の防災性能と災害時連携に関
する研究
99. 戦後復興期における都市計画研究
者の組織化と研究課題の動向
西日本鉄道
（株） 黒木 貴光
東京大学大学院 中島 直人 114. 東日本大震災の津波被害における

84. 公共交通運賃割引施策と高齢者の
歩数ならびに外出先との関連性分析
京都大学大学院 鎌田 佑太郎
85. 居住地区のアクセシビリティと個人の
運動頻度・健康・生活満足度の関係
性に関する基礎分析
山梨大学大学院 佐々木 邦明

14：00
佐久間 康富（和歌山大学）
100. 地方都市における公共施設統廃合
の実態と計画的施設再配置への
適合に関する研究
豊橋技術科学大学大学院 時田 諭成

101. 空家等対策の推進に関する特別
措置法に基づく空家対策の取り
組み
千葉大学大学院 秋田 典子
86. 出張者の自由時間における活動・
消費行動の特性
14：40
宇都宮大学 大森 宣暁
黒瀬 武史（九州大学大学院）
87. 保育所を利用する共働き世帯の
102. エイジフレンドリーシティ行動
スケジュール制約と実行動
計画の特徴と意義
（国研）
国立環境研究所 有賀 敏典
東京大学高齢社会総合研究機構 後藤 純
88. 活動格差の実態と今後の活動喚起
103. 地方都市の容積低充足市街地再
に向けた一考察
開発事業の成立要因に関する研究
筑波大学大学院 平間 尚夏
東京工業大学 永井 真生
89. 通学路における小学生のアクティビ
ティの発生傾向とその要因の検討
福岡大学 吉城 秀治

14：40
寺部 慎太郎（東京理科大学）

13：00
廣井 悠（東京大学大学院）

復興市街地整備事業 が 商店街
再建に及ぼした影響に関する一
考察
工学院大学 磯田 芳枝

14：20
照本 清峰（関西学院大学）

13：40
姥浦 道生（東北大学大学院）

13：00
赤澤 宏樹（兵庫県立大学）

13：00
趙 世晨（九州大学大学院）

127. 原子力発電所立地地域における
廃炉後の地域再生支援の課題
茨城大学 乾 康代
128. 津波常習地域における復興と平
時の空間変容の関係についての
研究
東京大学 萩原 拓也
129. 景観の公益に対する再生可能エ
ネルギーの公益との調整にみる
計画課題
神戸芸術工科大学 小浦 久子

138. 管理作業量と景観選好性を指標
とした二次林管理計画に関する
研究
名古屋大学大学院 高取 千佳

151. 円盤領域におけるn方向距離分布
慶應義塾大学 鵜飼 孝盛
152. 扇形内・扇形間における直線移動
の距離とその応用
筑波大学 堀 龍一
153. 東京オリンピック・メインスタジアム
への観戦客に対する新宿御苑を
活用した動線計画
東京海洋大学大学院 渡部 大輔

130. 都市近郊における村落単位でみた
農業基盤と祭事運営基盤の変容
の関係
早稲田大学 渋谷 健太

139. ボランティア・ツーリスト団体が
イベント開催地域との協働で果たす
役割の時系列変化に関する研究
相模女子大学 依田 真美
140. 緑の基本計画の計画項目の構造に
ついての計画論的考察
中央大学 根岸 勇太

14：00
佐野 浩祥（金沢星稜大学）
141. 民有地緑化誘導における協議調整
プロセスの実態と課題
東日本旅客鉄道
（株） 瀬島 由実加

115. 新宿ゴールデン街における新旧
店舗の混在とその更新の実態に
関する研究
早稲田大学 下山 萌子

142. 高速道路休憩施設への立寄行動
パターンのマーケット・セグメン
テーションモデルの構築
流通科学大学 西井 和夫

116. 熊本地震のつぶやきに見る感情
極性値の時空間解析
筑波大学大学院 横田 尚己

143. 都市環境はいかにシビックプライド
を高めるか
東京理科大学 伊藤 香織

15：00
石川 永子（横浜市立大学）
117. 津波被災地において復興土地区
画整理事業が住民の居住地選択
に与えた影響
千葉大学大学院 荒木 笙子
118. 熊本地震の復興初期における益城
町仮設住宅入居者の居住地選択
意向
熊本大学 渡邉 萌
119. 中越沖地震後の柏崎市中心市街
地の復興状況と土地・建物権利と
の関係
（株）
日立ビルシステム 森 千脩

閉

会（各会場にて）

154. ローレンツ曲線に着目した公平な
施設配置のための最適化モデル
奈良教育大学 古田 壮宏
155. 空間的土地利用混合度指標を用
いた住宅地地価分析による土地
利用パターンの評価
筑波大学大学院 嚴 先鏞

14：40
今井 公太郎（東京大学生産技術研究所）
156. カンボジア・アンコール遺跡群の
来訪者行動・評価特性 に 関 す る
研究
東洋大学大学院 POK SOVANNA

