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40024 吉田真歩（お茶の水女子大） 住宅でのリカバリー経験とワーク・エンゲイジメント　その8　テレワーク実施・非実施に関する住宅内行動の影響

40037 菅野颯馬（早稲田大） 視線計測を用いた観葉植物による認知機能の改善効果に関する研究

40039 中村隆斗（東京工業大） 脳波を用いた風の心地よさ感評価に関する研究　その1　人工気候室実験で取得した脳波データを用いた風の心地よさ感に関わる脳領域の推定

40055 福本柊一郎（大阪大） 香りの繰り返し曝露がにおいの知覚特性に及ぼす影響　その1　ローズマリー精油への曝露頻度と順応特性の関係

40061 佐伯爽（慶應義塾大） 執務・住環境と執務者の心身の健康と知的生産性、ワークエンゲイジメントに関する横断調査　その2　在宅勤務併用者に関する多変量分析

40079 高橋徹（明治大） 感覚特性の多様性の理解を促す学習プログラムの提案と実践

40102 津守慶（茨城大） サイン表示の変化による経路探索時の空間印象比較　病院入口の違いを考慮した分かり易さ改善のための基礎的研究　その2

40114 荒川望実（千葉大） 窓の眺望から得られる心理的な影響と幸福感に関する研究

40121 木谷恒陽（茨城大） 室内の騒音レベルと飛沫感染リスクの関係　飲食店の音環境に着目したウイルス感染症のリスク評価　その3

40140 羅国佑（新潟大） CE-FDTD法における2質点系吸音性境界条件の導出及び精度の検討

40174 植村友昭（鴻池組） 純ラーメン構造の重量床衝撃音性能に関する検討　その2　乾式耐火遮音壁の床版振動への影響

40189 中島美百合（東京大） 卓上衝立の遮音性能に関する実験的検討　材質・配置の影響について

40236 青木怜依奈(日本大） 数分間を対象とした道路交通振動の評価尺度に関する提案

40280 石渡結希乃（東京理科大学） 大画面高輝度ディスプレイによる空間の明るさ評価の再現性検証

40246 荒野華織（東京理科大学） 住宅の居間における窓を含む視環境の評価構造の解明

40268 河合摩知（東京理科大学） 側窓を含む空間の明るさ知覚に関する研究　窓装備・窓面輝度の違いが与える影響の検討

40296 内藤裕崇(名古屋大） 頻発する過酷気象を考慮する気象データの開発　その1　気象観測結果に基づくデータ開発と建物熱負荷計算への応用

40303 西川奈央(近畿大） 異形断熱材の断熱性能評価方法に関する研究　その11　任意の体積欠損率および欠損部深さを有する異形断熱材単体の熱抵抗の推定

40317 新藤幹（早稲田大）
3D都市モデルを活用した2050年カーボンニュートラル街区実現可能性の検討　その1　研究背景・概要・手法および大規模事業所におけるCO2排
出量の可視化

40318 松村遼太（早稲田大）
3D都市モデルを活用した2050年カーボンニュートラル街区実現可能性の検討　その2　都心部の建築壁面を活用した太陽光発電によるCO2排出削
減量の推計
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40322 孫昱梁（東京都立大） 受け渡し口用エアカーテンの気流性状に関する研究

40361 山崎里奈（工学院大） SDGs未来都市における市庁舎のZEB実現に関する研究　その11　執務室における室内温熱環境の特性検証2年目

40362 村上卓也（竹中工務店） SDGs未来都市における市庁舎のZEB実現に関する研究　その12　床放射空調が導入された市民利用アトリウムの温熱環境

40365 鈴木遼平（名古屋大） 公共研究施設のZEB化に関する研究　第12報　熱源システムにおける再生可能エネルギー利用の効果検証

40384 香山拓生（北九州市立大） 強化学習による土壌熱交換システムの最適制御　その7　RFを環境とする高速予測モデルの有効性の検討

40387 小川裕太郎（早稲田大） ZEBをめざした亜熱帯地域のオープンエア空港における環境計画と検証　第9報　窓の開閉が温熱環境および熱的快適性に与える影響

40506 石井朱音（慶應義塾大） 冬季住宅内温熱環境と母子の健康に関する調査　その1　母親の月経随伴症状との関連

40533 荻野洸希（工学院大） アンケート手法の違いによる回答内容の差異に関する研究

40541 竹本柊（早稲田大） 自宅寝室における温熱環境が睡眠に及ぼす影響に関する研究　その2　皮膚温の変動および熱履歴を考慮した寝室内温熱環境評価

40543 金子真史（慶應義塾大） 小学校の教室環境満足度と児童の学習効率に関する実態調査

40545 瀧井彩加（京都大） 冬期のビジネスホテルにおける室内温湿度環境に関する検討

40554 廣岡志穂（大阪市立大） 寒冷地と温暖地における吸放湿材貼付による省エネルギー効果と冷房設定温度の関係

40582 中川正貴（京都大）
地震で被災した釜尾古墳の一時的保護を目的とした保護シートによる墳丘の乾燥抑制に関する研究　その3　保護シートに対する雨水浸透実験
及び2次元水分移動モデルによる解析

40598 髙橋旺大（東北大） 温湿度環境による皮膚含水率変化のメカニズムに関する検討　その2　皮膚含水率の短期的変化メカニズムに関する考察

40605 髙橋伸郎（ポリテクセンター和歌山） ニューラルネットを用いた温冷感予測における二次的快適要因の影響、及び簡易モデルの開発

40613 古澤明里朱（東京理科大） 呼吸関連活動時に発生する飛沫・エアロゾル濃度と相対的な感染リスクの評価

40630 藤本遼（神奈川大） 単位モデルによる大規模講義室の温熱環境評価　第3報　潜熱を考慮した冷房時詳細解析

40667 本多丈逸（新潟大学） 実大室内空間を対象としたPIV解析に関する研究　その4　マルチレーザ・マルチカメラによるPIV解析

40670 山澤春菜（九州大） Impinging Jet Ventilation 方式の室内環境予測手法に関する研究　その5　ブロックモデルによる温度と汚染質濃度の鉛直方向分布予測

40684 田中哲平（立命館大） ボイドを有する市庁舎における換気制御の効果検証　その2　換気回路網計算、CFD解析による制御設定値の検討

40692 堤あかね（信州大） 自然換気量を制御する自動開閉窓システムの開発　その3　冬期実測によるシステムの性能評価

40724 wenchao Wang（東京大） Research on pollen diameters and I/O ratio in winter

40726 武藤祐太（信州大学） 単一開口モデルにおける自然換気を評価する数値解析条件に関する検討

40755 武田結（東北大） 応答係数を用いた教室内インフルエンザ感染リスク評価に関する検討
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40785 平野征将（鹿島建設） 市街地の瞬間風速評価に関する検討　その2　評価時間によるピークファクターの変化を考慮した最大瞬間風速推定法

40802 板橋芽美（関東学院大） 各種水栓による衛生性と節水化を考慮した手指洗浄評価手法の提案　その1.自動水栓による効果の検討

40854 古賀聖人（北九州市立大） オフィスにおけるTABSの運用方法に関する研究　第5報　データ同化による負荷予測結果の補正

40859 福田雄大（香川大） 個別分散空調システムの性能評価・運用改善に関する研究　その7　物体検知モデルYOLOによる在室人数検出の試行

40866 青野和輝（早稲田大） パーソナル空調の操作性改善のためのアプリ開発と効果検証　その1　アプリ開発概要および夏季実測調査概要

40890 西尾優希（芝浦工業大） CO2膜分離空調方式が室内環境に与える影響の検証・評価

40921 奥田桃加（北九州市立大） 全電化住宅におけるエネルギーリソースの最適制御　第1報　省エネ性・経済性を考慮した各機器の運転計画最適化

40922 大澤結（北九州市立大） 全電化住宅におけるエネルギーリソースの最適制御　第2報　多様なライフスタイルを想定した電気自動車の運用手法の検討

40976 尾崎空奈（東京大） 建物エネルギー需要予測におけるベイズ最適化を用いたオートチューニングに関する研究

40980 高橋健（東京大学） 需要予測誤差を用いた建物データの異常値検知に関する研究

40983 松瀬大空（九州大） オゾン散布による建築空間の除菌・抗菌に関する研究　その2　オゾンの物質伝達特性の算出について

41021 南健斗（東京工業大学） 大崎耕土の居久根の防風植栽としての価値の定量化　その1　葉面積密度の分布を考慮したLarge-Eddy Simulation

41029 千葉絵理奈（日建設計）
Proposal of a Standardized Local Climate Zone Scheme for Asian Cities　Part 2　Introduction of LCZ Sub-classes to Reflect the
Influences of Pervious Surfaces and Nonuniformity of Building Height

41031 川島理沙（東京工業大学） 吹雪の時空間構造の解明　その3　地吹雪時の乱流変動に伴う飛雪流量増加に対する視程マップの作成

41037 土屋尚輝（芝浦工業大学）
空調用熱源システムの最適運転支援システムに関する研究　第2報　新型コロナ禍による熱・電力負荷変化期間における負荷予測手法の適応性
の検証

41041 森永祐生（名古屋大学） 建物群のエネルギー管理におけるデータ分析手法に関する研究　その2　機械学習手法を用いたエネルギー消費の類型化と実態把握

41048 堀崎航（早稲田大学）
配電用変電所管内における太陽光発電導入量を最大化する電力需要調整に関する研究　その2　家電・蓄電池・電気自動車を用いた電力需要調
整

41057 小澤一真（芝浦工業大学）
地方都市における熱電一体供給事業をベースとした地域エネルギー事業に関する研究　第3報　駅前再開発地区における熱電一体型地域熱供給
モデルの検討

41058 船田彩香（芝浦工業大学）
地方都市における熱電一体供給事業をベースとした地域エネルギー事業に関する研究　第4報　熱電一体型地域熱供給事業と地域新電力事業の
連携効果の検討

41114 高畑頼（法政大学） 自治体におけるSDGs達成に向けた取組の進捗管理のための指標に関する研究　その9　自治体SDGs達成に向けた取組の効率性評価に関する研究

41115 有坂優輝（法政大学）
不動産業におけるSDGs達成に向けた取り組みの時系列変化に関する研究　その2　SDGs達成に向けた取り組みの進展度の変遷及び取り組む企業
の特徴

41118 鎌田智光（法政大学） WEBアンケート調査に基づく日本全国の住宅における環境要素・部屋・場所別の環境性能の実態把握

41179 河村怜（建設技術研究所）
Contact cooling effect between the barefoot and low-temperature floor on the thermal physiology and thermal sensation of the
human body

41185 崎田悠生（広島大学）
Occupant Preference for Living Environments and its Association with Household Energy Consumption in Urban Houses of Indonesia
Part 2　Analysis using Evaluation Grid Method
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