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キーワード 収録号 論文番号 主査・執筆者 タイトル

1
コンパクトシティ・
縮小

研究論文集No.36 0991 岡部明子 縮小都市論

2
コンパクトシティ・
縮小

研究論文集No.36 0992 角野幸博
人口減尐過程における居住地再編の課題‐郊
外とまちなかとの接合の可能性について‐

3
コンパクトシティ・
縮小

研究論文集No.36 0993 明石達生 人口減尐時代の都市計画

4
コンパクトシティ・
縮小

研究論文集No.36 0994 大野秀敏
21世紀の地方都市の空間像の研究‐合理的な
コンパクトシティの形態と先導策としてのバ
スシステム‐

5
コンパクトシティ・
縮小

研究論文集No.33 0509 大野秀敏
2050年の東京圏の都市像‐縮小する時代の
都市計画はどうあるべきか‐

6
コンパクトシティ・
縮小

研究論文集No.31 0304 桑田仁
コンパクトシティ実現に向けた都市居住モデ
ルの提案

7 環境・持続可能性 研究論文集No.37 1091 伊香賀俊治 住宅のライフサイクル評価

8 環境・持続可能性 研究論文集No.37 1092 岩船由美子 住宅における持続可能なエネルギー需給

9 環境・持続可能性 研究論文集No.37 1093 鎌田紀彦 「寒冷地住宅」という差別

10 環境・持続可能性 研究論文集No.37 1094 小玉祐一郎 環境と応答する住宅

11 環境・持続可能性 研究論文集No.32 0427 岩村和夫
環境共生住宅のデザイン・プロセスに基づく
設計手法の基礎的研究

12 環境・持続可能性 研究論文集No.32 0426 林基哉
住宅建築のサスティナブル・デザインのため
のＴSS手法の開発

13 環境・持続可能性 研究論文集No.31 0324 高偉俊
集合住宅の解体及びリサイクルのエネルギー
消費に関する調査研究

14 環境・持続可能性 研究年報No.28 0019 岩下剛
木造戸建住宅のLCにおける発生物質の環境へ
のインパクト評価

15 環境・持続可能性 研究年報No.26 9820 橘弘志 居住環境における持続可能性に関する研究

16 環境・持続可能性 研究年報No.19 9191 梶浦恒男
集合住宅の維持管理のあり方‐分譲マンショ
ンを中心に‐

17 環境・持続可能性 研究年報No.19 9192 深尾精一
集合住宅の設計・建設手法と長期の耐用性‐
部分の更新を考慮した設計・生産体制につい
て‐

18 環境・持続可能性 研究年報No.17 8992 小玉祐一郎
住まいの環境計画と技術‐アクティブな生活
のためのパッシブなデザイン‐

19 ストック活用・減築 研究論文集No.31 0323 高井宏之
大規模集合住宅における共用空間・施設の経
年変化に関する研究



20 ストック活用・減築 研究年報No.29 0122 前田昭彦
公共賃貸住宅ストック改善のしくみづくりに
関する研究

21 ストック活用・減築 研究論文集No.31 0310 梅澤忠雄
都心の魅力向上のための都市計画としてのコ
ンバージョンの研究

22 ストック活用・減築 研究年報No.25 9708 伊藤直明 都心定住集合住宅の更新に関する研究

23 地域活性化 研究年報No.26 9811 宗田好史
町家・町並み景観整備による都心商業・商店
街活性化手法の研究

24 地域活性化 研究年報No.26 9806 大坂谷吉行
地方中小都市における「まちなか居住」の推
進方策に関する研究

25 まちづくり・都市 研究年報No.21 9392 山岡義典
わが国の民間非営利活動の展開と課題‐住宅
分野を中心として‐

26 まちづくり・都市 研究年報No.21 9393 高見澤邦郎
まちづくり中間セクターの実態と非営利まち
づくり組織への展望

27 郊外住宅地 研究論文集No.37 0915 室﨑千重
近所つきあいを継承する再生団地の空間計画
に関する研究

28 郊外住宅地 研究論文集No.34 0523 田口陽子
集合住宅団地外部空間の多様化とユーザビリ
ティに関する研究‐オランダ住宅団地再生に
おけるサステイナブル・デザインの検証‐

29 郊外住宅地 研究論文集No.33 0402 原田陽子

戦後日本の初期大規模住宅団地における再編
に関する比較研究‐千種台団地，香里団地，
千里NT，高蔵寺NTにおける特性把握を通し
て‐

30 郊外住宅地 研究論文集No.32 0593 角橋徹也 団地再生ガバナンスに関する研究

31 郊外住宅地 研究論文集No.32 0591 原田陽子
団地再生における生活圏の自律を目指した居
住の継続と居住者参加

32 郊外住宅地 研究論文集No.32 0592 曽我部昌史 郊外団地再生の新たな視点と建築的手法

33 郊外住宅地 研究論文集No.31 0202 大野拓也
成熟したニュータウンにおける施設体系の再
編成に関する研究

34 郊外住宅地 研究年報No.29 0115 角橋徹也
アムステルダム・ベルマミーア高層住宅団地
の再生に関する研究

35 郊外住宅地 研究年報No.29 0191 小森星児
戸建て住宅地の展望‐神戸の郊外住宅団地の
フィールドスタディ

36 郊外住宅地 研究年報No.29 0192 角野幸博 計画戸建住宅地の変容と課題

37 郊外住宅地 研究年報No.27 9991 西川祐子
ニュー・ニュータウンの住民へ‐日本型近代
家族と住まいの変遷

38 郊外住宅地 研究年報No.20 9215 延藤安弘
公共賃貸住宅団地更新計画のパラダイムシフ
トに関する研究

39 郊外住宅地 研究年報No.19 9118 高見沢実
居住水準向上と住環境保全を両立させる地域
地区見直し方法に関する研究(2)‐東京区部郊
外住宅地スタディ‐

40 郊外住宅地 研究年報No.18 9007 高見沢実
居住水準向上と住環境保全を両立させる地域
地区見直し方法に関する研究(1)‐大都市郊外
住宅地を中心に‐



41 高齢者の住居 研究論文集No.37 0815 竹田喜美子
シニアタウンにおける高齢者の居住環境の再
編に関する研究

42 高齢者の住居 研究論文集No.37 0914 蛭間基夫
高齢者の居住継続のための住宅改善における
理学療法士の役割

43 高齢者の住居 研究論文集No.35 0723 佐藤由美
住宅・福祉政策の連携の変遷と実態に関する
研究‐自治体の高齢者居住施策にみる連携の
到達点と展望‐

44 高齢者の住居 研究論文集No.34 0525 宮崎幸恵
小規模多様型ケア拠点の構築に関する研究‐
地域社会における居住支援のネットワーク化
を推進するために‐

45 高齢者の住居 研究論文集No.34 0616 山田あすか
居宅の延長としての宅老所の現況と展望に関
する研究‐地域性による位置づけとニーズの
相違に着目して‐

46 高齢者の住居 研究論文集No.33 0527 乾亨
「活き活きとした人生」を創出する高齢者の
ための居場所づくり‐イタリアの「社会セン
ター」と日本の「まちの縁側」の比較研究‐

47 高齢者の住居 研究年報No.29 0112 井上由起子 コミュニティケアと循環型生活ネットワーク

48 高齢者の住居 研究年報No.26 9823 延藤安弘
高齢者の「安心・自立居住」を「まち」で支
える［地域力］の実践的研究

49 高齢者の住居 研究年報No.26 9824 劉銑鍾
高齢者の持ち家を活用した生活安定に関する
研究

50 高齢者の住居 研究年報No.24 9612 田中直人
長寿社会における生活拠点としての地域施設
計画に関する調査研究‐震災前後の地域福祉
施設の役割と住民意識‐

51 高齢者の住居 研究年報No.23 9516 長倉康彦
建築・医療・保健・福祉の連携による住宅改
造のシステム化に関する研究(2)‐防災面に配
慮したシステムへの展開‐

52 高齢者の住居 研究年報No.22 9419 上野勝代
北欧におけるシニア向けコ・ハウジングに関
する研究‐主としてデンマークノールウェー
の場合‐

53 高齢者の住居 研究年報No.22 9418 松本暢子
東京都心および隣接地域における高齢者の居
住実態と居住の継承に関する研究(2)‐家族の
居住形態の変化と住宅需要の地域比較‐

54 高齢者の住居 研究年報No.22 9417 林玉子
高齢者が在宅生活を続けるための住生活サ
ポートシステムに関する研究(2)‐住宅改善に
関わるハード・ソフト面について‐

55 高齢者の住居 研究年報No.21 9315 長倉康彦
建築・医療・保健・福祉の連携による住宅改
造のシステム化に関する研究

56 高齢者の住居 研究年報No.21 9314 巽和夫
高齢者向け公共住宅と福祉施設の連携整備手
法に関する研究

57 高齢者の住居 研究年報No.21 9313 松本暢子
東京都心および隣接地域における高齢者の居
住実態と居住の継承に関する研究(1)‐家族の
居住形態の変化と地域的住宅需要‐

58 高齢者の住居 研究年報No.20 9213 林玉子
高齢者が在宅生活を続けるための住生活サ
ポートシステムに関する研究‐住宅改善に関
わるハード・ソフト面について‐

59 高齢者の住居 研究年報No.20 9212 谷口汎邦
高層住宅に居住する高齢者の地域施設利用の
構造に関する基礎的研究‐高層住宅における
高齢者のための住環境計画‐

60 高齢者の住居 研究年報No.19 9115 服部岑生
高齢者同居家族の住空間と居住特性に関する
研究

61 高齢者の住居 研究年報No.18 9025 徳田哲男
高齢化社会に対応した日常生活機器の設計条
件に関する研究(1)



62 高齢者の住居 研究年報No.18 9002 谷村秀彦
在宅高齢者の居住様態と家族環境に関する研
究(1)

63 高齢者の住居 研究年報No.19 9114 徳田哲男
高齢化杜会に対応した日常生活機器の設計条
件に関する研究(2)

64 高齢者の住居 研究年報No.16 8807 片岡正喜
寝たきり老人回避のための住宅改善計画に関
する研究

65 高齢者の住居 研究年報No.15 8711 小滝一正
有料老人ホームの建築計画に関する研究‐施
設類型についての検討‐

66 高齢者の住居
住宅建築研究所報
No.13

8511 吉野正治
高齢者向け住宅政策の体系/視点,在り方(基準)
および当面の施策に関する研究(2)‐高齢化社
会における住宅供給･管理と住宅福祉の体系化
に関する研究‐

67 高齢者の住居
住宅建築研究所報
No.12

8413 吉野正治
高齢化社会における住宅供給・管埋と住宅福
祉の体系化に関する研究(高齢者住宅政策の研
究)

68 高齢者の住居
住宅建築研究所報
No.10

8210 岸本幸臣 高齢化社会における住宅政策の課題(2)

69 高齢者の住居
住宅建築研究所報
No. 9

8116 岸本幸臣 高齢化社会における住宅政策の課題(1)

70 コミュニティ・協働 研究論文集No.37 0903 天野裕
メキシコ・シティの都市民衆ネットワークと
コミュニティ開発

71 コミュニティ・協働 研究論文集No.35 0706 韓勝旭
持続可能な多文化共生地域コミュニティに関
する研究‐在日コリアン集住地区を対象とし
て‐

72 コミュニティ・協働 研究論文集No.32 0322 櫻井典子
参加・共生型集住形成における居住者支援組
織の役割

73 コミュニティ・協働 研究論文集No.31 0308 延藤安弘
「場所の力」と「人間力」の相互浸透による
＜まちの縁側＞形成

74 コミュニティ・協働 研究年報No.30 0209 原田陽子
住人の住環境への働きかけを再生計画に生か
す為の研究

75 コミュニティ・協働 研究年報No.28 0017 渡辺民代
アメリカのコミュニティ・デザイン・セン
ターに関する研究

76 コミュニティ・協働 研究年報No.27 9992 増田大成
地域・福祉・コミュニティ‐日本的福祉ミッ
クス社会をめざして‐

77 コミュニティ・協働 研究年報No.23 9506 鈴木克彦
住民コミュニティを活用した防災住区システ
ムの構築に関する研究‐阪神・淡路大震災に
よる被災地区を事例として‐

78 コミュニティ・協働
住宅建築研究所報
No.14

8691 奥田道大
都心型居住とコミュニティの存在形態‐大都
市中心地の都市社会学的分析‐

79 まちなか居住 研究論文集No.34 0610 徳尾野徹
小規模まちなかコレクティブ住宅に関する研
究‐住まい方の多様性から住宅市街地の持続
性をみる‐

80 高齢(化)社会の住居 研究論文集No.33 0504 高見沢実
人口減尐時代の新たな住環境ビジョンの構築
に関する研究‐横浜市における動向を踏まえ
たアーバンビレッジの提案‐

81 高齢(化)社会の住居 研究年報No.29 0010 上田博之 高齢社会における農村住宅の研究

82 高齢(化)社会の住居 研究年報No.29 0193 松本暢子
戸建住宅地の変容と成熟‐居住の継続・継承
と住宅更新



83 高齢(化)社会の住居 研究年報No.27 9993 伊豆宏 超長期住宅需要の展望

84 高齢(化)社会の住居 研究年報No.18 9091 荒川俊介
東京圏における住宅需要の動向と今後の住宅
政策

85 高齢(化)社会の住居
住宅建築研究所報
No.14

8693 三村浩史
都市化社会の住居‐成熟段階の居住様式とタ
ウン経営‐

86 新たなすまい方 研究論文集No.34 0610 徳尾野徹
小規模まちなかコレクティブ住宅に関する研
究‐住まい方の多様性から住宅市街地の持続
性をみる‐

87 新たなすまい方 研究論文集No.35 0726 宮原真美子
異世代シェア居住の可能性-USAにおける高
齢者‐若者シェアの体験を通して‐

88 新たなすまい方 研究年報No.28 0005 小谷部育子
パートナーシップ型多世代コレクティブ居住
に関する研究


