
年度 大学名 研究室名 修士論文タイトル 著者名
2005 東京大学 松村研究室 大規模震災後の住宅復興プロセスを円滑にするための国際建設技術支援に関する研究 小牟禮勇樹
2005 東京大学 松村研究室 公共建築物のコンバージョンの成立要件に関する研究売却された国有財産を対象として 庄司憲一郎
2005 東京大学 松村研究室 環境変化に対応するためのファシリティマネジメント（FM)に関する研究病院を例として 西瑠衣子
2005 東京大学 松村研究室 ホームセンターを介した施主主導型住宅生産の可能性に関する研究 米山裕介

2005 東京都立大学 角田誠研究室
空間転用に着目した既存公共施設群の再構築に関する研究
－東京都多摩市を対象として-

謝秉銓

2005 東京工芸大学 大野研究室
太陽光を用いた自立型住宅の検討方法に関する研究
―シミュレーションシステムとケーススタディ―

臼田理恵

2006 工学院大学 遠藤和義研究室 中高層集合住宅新築市場における鉄骨鉄筋コンクリート造のシェア減少の原因に関する研究 田中　愉
2006 工学院大学 遠藤和義研究室 実態調査に基づいたゼネコンの受注金額と現場技能労働者の賃金の関係に関する研究 迫田　倫

2006 東京大学 松村研究室
都市内農園の住宅化に関する研究
-デンマークのコロニーガーデンを事例として-

勝　裕子

2006 東京大学 松村研究室
都市災害後の住宅復興プロセスに関する研究
-東京1923、1945-

福田　啓作

2006 東京大学 松村研究室 Technology Readieness Levelを用いた有人月面基地関連技術の成熟度評価 杉岡　克俊
2006 東京大学 松村研究室 自立生産型居住の導入可能性に関する研究 西井　励

2006 東京大学 松村研究室
建築技術の普及を支える仕組みに関する研究
-鉄骨技術を例として-

新屋　アンドレ
盛次

2006 首都大学東京 角田誠研究室 官民協働事業による行政所有施設のコンバージョンに関する研究 稲川明子
2006 首都大学東京 角田誠研究室 未利用容積の実態からみた既存公共施設の活用可能性に関する研究 坂本深大
2006 首都大学東京 角田誠研究室 解体工事実態からみたプレハブ住宅の資源循環性に関する研究 岡村卓麻

2007 芝浦工業大学 蟹澤研究室
佐渡宮大工間島杢太郎についての研究
間島家所蔵文書及び間島家による建築遺構の基礎的考察

奥崎智道

2007 芝浦工業大学 南一誠研究室 ＫＥＰエステート鶴牧-3における居住履歴と住戸の可変性に関する研究 石見 康洋

2007 芝浦工業大学 南一誠研究室
新橋3・4丁目地区における建築物の継承と変遷
―1920年代以降の建物占有者とその職業活動に着目して―

西井 優紀

2007 芝浦工業大学 南一誠研究室
高層建築における低層部の構成と外部空間
―港区の総合設計制度を用いた建物を事例として―

松本 安就

2007 首都大学東京 角田誠研究室 旧本庁舎の部分転用における企画プロセスに関する研究 岡本奈留美

2007 首都大学東京 角田誠研究室
住宅の維持管理における建築専門工事業者の参画方法に関する研究
－東京都多摩市の畳、建具、塗装業に着目して-

田中亜紀

2007 東京大学 松村研究室
More is Different
: from [infra] Structures to [emergent]

Robert SCHMIDT III

2007 東京大学 松村研究室 測地線上に部材を配置した木造ドームに関する基礎的研究 荒木　美香
2007 東京大学 松村研究室 工務店が用いる木造軸組み構法の変遷に関する研究 権藤　智之
2007 東京大学 松村研究室 首都圏におけるシェア型賃貸住居に関する研究 見立　竜之輔

2007 東京工芸大学 大野研究室
風雨条件と屋根構法に関する基礎的研究
―東アジアを中心に―

渡部昌弘

2008 工学院大学 遠藤和義研究室 超高層建築物の地震被害を想定した復旧プロジェクトマネジメント 服部有一郎

2008 芝浦工業大学 蟹澤研究室
近世民家における構工法の変遷に関する研究
足元の構造材について

三門健一

2008 芝浦工業大学 蟹澤研究室 集合住宅における内装仕上工事の作業進捗管理に関する研究 山本翔太
2008 芝浦工業大学 木本研究室 生産設計における3次元オブジェクトＣＡＤの活用に関する研究 今井佑允
2008 芝浦工業大学 南一誠研究室 居住者視点にたった良好な共用空間の形成とその運用に関する研究 今井　恒
2008 芝浦工業大学 南一誠研究室 公的賃貸住宅団地における長期居住実態と居住履歴に関する研究 大井　薫

2008 芝浦工業大学 南一誠研究室
湾岸沿い集合住宅の外部空間の実態に関する研究
―公開空地等の外部空間を有した建築物を事例として ―

富森　章雄

2008 芝浦工業大学 南一誠研究室 連続立体交差化事業による高架下空間の利用とまちづくりに関する研究 宮原　一巧
2008 首都大学東京 角田誠研究室 地方自治体による旧生産施設の転用実態からみた活用形態に関する研究 飯倉健自
2008 東京大学 松村研究室 宇宙シェルターの位置づけとその拡張パターンに関する基礎的研究 前島　彩子
2008 東京大学 松村研究室 施主の施工参加を支援するハーフビルド方式に関する研究 高山　卓磨
2008 東京工芸大学 大野研究室 病理学にならった建築の不具合・欠陥に関する基礎的研究 坂本佑氏

2009 芝浦工業大学 蟹澤研究室
大工技能の評価に関する研究
継手の作業研究と強度特性に基づく研究

小山朋子

2009 芝浦工業大学 蟹澤研究室 佐渡宮大工 間島家所蔵大工書とその技術解釈に関する研究 田束　優
2009 芝浦工業大学 蟹澤研究室 住宅リフォームのアーキテクチャに関する研究 関　伴枝

2009 芝浦工業大学 木本研究室
工業化戸建住宅生産における環境マネジメント
―資材物流と廃棄物処理における経済性と環境影響の分析―

小松愛

2009 芝浦工業大学 南一誠研究室
公共施設のストックの現状と相互利用に向けた調査研究
－中央区・港区・江東区・品川区・大田区について－

榊　巧

2009 芝浦工業大学 南一誠研究室 鉄道連続立体交差事業が周辺の土地利用に及ぼす影響に関する研究 高澤 智明
2009 芝浦工業大学 南一誠研究室 公的住宅団地における長期居住履歴とインフィル改修に関する研究 竹ノ下 雄輝
2009 芝浦工業大学 南一誠研究室 青森市中心市街地活性化に関する研究 福士 真人

2009 首都大学東京 角田誠研究室
既存公共施設の改修設計過程における意思決定プロセスに関する研究
－清瀬市民センターのリファイン計画を対象として－

後藤翼

2009 首都大学東京 角田誠研究室 建築の総合的性能の向上に資する対震改修計画に関する研究 大我さやか
2009 首都大学東京 角田誠研究室 コスト指標からみたRC造学校校舎の対震改修の工法選択に関する研究 前野聖人
2009 首都大学東京 角田誠研究室 既存庁舎建築におけるユニバーサルデザイン改修手法に関する研究 野尻彩乃

2010 工学院大学 遠藤和義研究室 揚重計画を可視化した高層鉄骨造建築物の工程シミュレーション 赤星松太
2010 芝浦工業大学 蟹澤研究室 高層集合住宅における内装仕上工事の生産性と場内物流に関する研究 石田祥子

2010 芝浦工業大学 蟹澤研究室
第1期長期優良住宅先導的モデル事業における木造軸組住宅に関する研究
全国工務店500棟事例調査

宮地勇輝

2010 芝浦工業大学 蟹澤研究室
高度成長期以降の木造軸組住宅仕様の変遷に関する研究
高断熱高気密住宅に取り組む工務店における考察

川久保俊彦

2010 芝浦工業大学 木本研究室
品質確保のための建築各部の３次元情報の取得とBIM との照合に関する研究
品質管理に適した３次元オブジェクトのパラメトリックモデリング

四釜侑也

2010 芝浦工業大学 木本研究室 BIM を用いた建築基準法適合判定手法に関する研究 高橋肇宏

2010 芝浦工業大学 南一誠研究室
イタリア・ラクイラにおける震災復興計画に関する研究
－震災から1年半後までの動き－

山口　泉

2010 芝浦工業大学 南一誠研究室 東京都23区における住民提案による公立小中学校跡地活用計画策定プロセスについて 赤澤　聡

2010 芝浦工業大学 南一誠研究室
東京湾岸地区における都市形成についての研究と提案
－新木場地区を事例として－

飯田　紗也佳

2010 芝浦工業大学 南一誠研究室
学校施設の保育施設転用に関する研究
－東京23区を事例として－

植田　有美

2010 芝浦工業大学 南一誠研究室 都心における女子学生向け住まいの現状と課題 小池　美緒
2010 芝浦工業大学 南一誠研究室 公的賃貸住宅団地における長期居住履歴と居住者属性の変遷に関する研究 嶋﨑　望

2010 芝浦工業大学 南一誠研究室
現代建築における外壁構法と環境制御設備システムの変遷
‐1974年以降の高層建築を対象として‐

田中　直斗

建築生産修士論文　年度別リスト （学校名・教員名による五十音順）



年度 大学名 研究室名 修士論文タイトル 著者名
2011 工学院大学 遠藤和義研究室 三次元CADを活用した中層RC造・S造事務所ビルの躯体コスト及び環境性能の比較に関する研究 遠藤真人
2011 工学院大学 遠藤和義研究室 首都圏における空家の実態と発生要因に関する研究 加藤木辰徳
2011 工学院大学 遠藤和義研究室 建築教育へのゲーミング導入の試み 相羽広志

2011 芝浦工業大学 蟹澤研究室
建設技能者の職業教育・訓練制度に関する研究
英国・独国・米国・韓国の国際比較

穂積里菜

2011 芝浦工業大学 蟹澤研究室 木造戸建住宅の内装仕上工事の生産性向上に関する研究 浜野留美

2011 芝浦工業大学 蟹澤研究室
プレカットを用いた木造軸組住宅(四号建築物)の現状に関する研究
意匠設計の定性的評価に関する考察

川合達哉

2011 芝浦工業大学 蟹澤研究室 手刻みを用いた木造軸組構法のありように関する研究 岩本亮太

2011 芝浦工業大学 木本研究室
教育施設のファシリティマネジメントに関する研究
重要度を考慮した長期修繕計画とFM へのBIM 適用

池田知世

2011 芝浦工業大学 木本研究室
公共事業 における入札方式「総合評価落札方式」に関する研究
入札実態と入札行動における特性分析

村瀬弘幸

2011 芝浦工業大学 木本研究室
工業化戸建住宅生産における環境マネジメント
部材生産工場・施工現場・資源循環施設での廃棄物処理

吉崎祐里

2011 芝浦工業大学 木本研究室
設計段階における建築コストマネジメントに関する研究
積算基準の日英比較と概算手法の実態調査

吉村光央

2011 芝浦工業大学 南一誠研究室
PFI事業を取り巻く課題
― 公会堂・ホール施設PFI事業を対象として ―

新堀達也

2011 首都大学東京 角田誠研究室
住宅維持管理における専門工事業者の参画形態に関する研究
－南多摩地域を対象として-

渡辺ひとみ

2011 首都大学東京 角田誠研究室 耐震性向上を伴う総合的改修における建築関連法規制への設計対応に関する研究 大島隼

2012 工学院大学 吉田研究室
大学の事業継続計画に関する基礎的研究
各部署調査に基づく大学BCPの枠組み構築

櫻井翼

2012 首都大学東京 角田研究室 大規模外壁改修における構工法計画に関する研究 金原正洋

2012 首都大学東京 角田研究室
施工者からみた木造住宅のリフォーム工事プロセスにおけるリスク対処方法に関する研究
‐見積り・工期設定・契約の方法に着目して‐

藤田健太郎

2012 東京大学 清家研究室 改修に伴う解体工事及び建設廃棄物に関する研究 櫻野涼太

2012 東京大学 清家研究室
東日本大震災における応急仮設住宅の建設と解体・再利用に関する研究
―福島県内の応急仮設住宅を施工した建設業者を対象として―

吉羽晴香

2012 東京工芸大学 森田研究室 集住における所有と共同性の展開 橋田竜兵
2012 東京都市大学 小見研究室 建設現場での一般利用を想定した3次元写真計測の実用精度に関する研究 海老原享圭
2012 東京都市大学 小見研究室 戸建住宅団地における居住状況の設備機器等の更新・改修に与える影響に関する研究 大野義晃
2012 東京都市大学 小見研究室 郊外戸建住宅団地における外壁更新の実態に関する研究 墨谷俊郎

2012 前橋工科大学 堤研究室
公共施設の総量適正化を目指した資産管理手法に関する研究
公民館整備計画を事例とした整備プロセスの提案

海川拓也

2013 工学院大学 遠藤和義研究室 住居移動特性を考慮した住ストック再構築のあり方に関する研究 石井千歳
2013 芝浦工業大学 南一誠研究室 江東区における民間分譲マンショの改修需要に関する研究 加藤達也

2013 芝浦工業大学 南一誠研究室
市町村合併に伴う庁舎再編計画に関する考察
－茨城県を事例として -

原田亮介

2013 芝浦工業大学 南一誠研究室 CHS方式集合住宅における住まい方と住戸改修に関する研究 丸山諒太郎

2013 首都大学東京 角田研究室
分譲集合住宅における「住みながら改修」に関する研究
〜居住者に及ぶ工事影響と設計監理・施工管理業務に着目して〜

忠　快仁

2013 首都大学東京 角田研究室 既存空間特性に着目した学校建築コンバージョン設計手法に関する研究 片山浩一
2013 首都大学東京 角田研究室 分譲マンションの耐震改修設計時に発生する付随業務に関する研究 藤川理子
2013 千葉大学 平沢研究室 関係データベースを利用した建築構法の知識表現に関する研究 福井雅俊

2013 東京大学 清家研究室
窓の断熱改修の促進に関する研究
―主として集合住宅に着目して―

金子　ちほり

2013 東京大学 清家研究室 住宅におけるパッシブデザインの設計プロセスに関する研究 笹田　侑志

2013 東京大学 清家研究室
郊外住宅地における空き家対策に関する研究
－柏市ケーススタディを中心として－

牧野　弥生

2013 東洋大学 浦江真人研究室 建築工事共通仕様書からみた係員と施工者の役割と時代的変化に関する研究 坂本 有輝

2013 前橋工科大学 堤研究室
公共施設の再整備手法に関する研究
―施設の評価と整備方針の検証―

恒川淳基

2014 芝浦工業大学 蟹澤研究室 ベトナムの建築生産システムに関する研究 岡安　大地
2014 芝浦工業大学 蟹澤研究室 日本型生産システムに適応した5D・BIM の建物モデルに関する研究 小池　新

2014 芝浦工業大学 蟹澤研究室
建設業の生産性に関する研究
-技能者の社員化による業務展開及び内装仕上工事の合理化に関する考察-

坂倉　渓介

2014 芝浦工業大学 南一誠研究室 セルフビルドが可能な木造インフィル構法 石川　翔一
2014 芝浦工業大学 南一誠研究室 KEP方式集合住宅における住まい方と住戸改修に関する研究 日比野　雄大

2014 首都大学東京 角田研究室
施設再配置を考慮した公共施設の段階的総量適正化に関する研究
－町田市を対象としたケーススタディと評価プロセスの検証－

大舘峻一

2014 首都大学東京 角田研究室 住宅のバリアフリー改修における設計プロセスに関する研究 神山　尭
2014 首都大学東京 角田研究室 プレハブ賃貸アパートのリノベーションに関する研究 齋藤　真琴
2014 東京大学 清家研究室 既存集合住宅の省エネ改修の実態に関する研究－外断熱工法を対象として－ 石川 種俊
2014 東京大学 清家研究室 アジア蒸暑地域における環境配慮型住宅の研究−日本、台湾、ベトナムの調査を通じて− 北村 俊平

2015 芝浦工業大学 南一誠研究室 無垢材を使用した共同住宅用直床遮音構法の開発 荒木　優太
2015 芝浦工業大学 南一誠研究室 市町村合併に伴う庁舎再編計画　関東甲信越地方を対象として 山中　尚典
2015 芝浦工業大学 南一誠研究室 セルフビルドが可能な木質系インフィルユニットの構法開発 横田　裕
2015 芝浦工業大学 南一誠研究室 可変型集合住宅の長期居住履歴における間取り変更とインフィル改修に関する研究 吉田　早織
2015 首都大学東京 角田研究室 公共施設再編プロセスにおける単体プロジェクトの企画段階での検討内容に関する研究 寺岡　良祐
2015 千葉大学 平沢研究室 ビジュアルプログラミングによる伝統木造の構法表現に関する研究 青野　敏紀
2015 千葉大学 平沢研究室 可動テンセグリティ構造の建築利用に関する研究 畑中　快規
2015 千葉大学 平沢研究室 五軸加工機による木質軸材の加工に関する研究 野口　傑史
2015 千葉大学 平沢研究室 多関節ロボットを用いた伝統木造構法の部品加工に関する研究 元池　遼
2015 東京大学 清家研究室 オリンピックにおける競技場建築の変遷と特徴に関する研究 尹　在勲
2015 東京大学 清家研究室 東日本大震災の被災地につくられた小規模集会施設に関する研究ー建築家の活動に着目してー 竹村　由紀
2015 東京大学 清家研究室 アジア蒸暑地域における地域性を考慮した環境配慮型住宅の設計手法に関する研究 荻野　晋也
2015 東京大学 清家研究室 環境配慮型の住宅地の運用に関する研究 岩井　茂
2015 東京大学 清家研究室 改修設計における外皮のデザインプロセスに関する研究 豊川　裕里
2015 東京大学 清家研究室 住宅メーカーによる先進技術開発の変遷に関する研究 橋戸　翔
2015 東京都市大学 小見研究室 既存ストック活用によるサービス付き高齢者向け住宅の居住後評価と改善手法に関する研究 岡本哲弥
2015 東京都市大学 小見研究室 SH-1及びSH-30のBIMモデル化による復元の研究 中井　健太郎

2015 前橋工科大学 堤研究室
公共施設マネジメントにおける評価手法の検討
～アンケート調査を用いた簡易評価手法の活用～

内山朋貴

2016 芝浦工業大学 南一誠研究室 住宅用インフィルの技術的発展と普及 胡天行
2016 芝浦工業大学 南一誠研究室 セルフビルドが可能な合板を用いたインフィルユニットの構法開発 永田圭甫

2016 芝浦工業大学 南一誠研究室
可変型集合住宅の有用性に関する研究　-KEP方式集合住宅とCHS方式集合住宅、国立富士見台団
地の比較による検討-

佐藤慎吾

2016 首都大学東京 権藤研究室
小千谷市岩沢地区における地域資源を活用した農家民宿の設計提案と実践
―中山間地域の空き家に対する漸次的なDIY改修―

渡辺千晴

2016 首都大学東京 権藤研究室
1980 年代以降の住宅部品の変遷に関する研究
―５住宅部品のメーカー、施工主体へのインタビュー調査―

吉川來春

2016 首都大学東京 角田研究室 木造戸建て住宅の改修工事における工程管理手法の体系化に関する研究 有賀悠希子
2016 前橋工科大学 堤研究室 含水率測定による木造大壁の劣化診断に関する研究 兼澤　拓之


