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背後空気層を有する各種 MPP 吸音体
の性能向上に関する研究

平面波エンリッチメントを用いた
Partition of Unity FEM による室内音場
解析高次ラグランジュ要素の性能評価

異形孔 MPP の吸音特性に関する基礎
的研究
－３D プリンタによる作成の試み－

直接音および後期残響音の空間分布と
音声の明瞭性との関係について

残響音に最適化した動的な周波数補正
が音声了解度に及ぼす影響

複数話者同時発話時の音声了解度に
キャリアフレーズの構成が及ぼす影響

生活行為に配慮した年齢層別快適照明
に関する研究
 （その５）照度・色温度同時変化にお
ける評価の検討

有彩色光照明時の順応特性の検討

作業面と周辺の照度バランスに関する
検討（その７)
－タスクアンビエント比を変化させな
い場合の作業面照度調光速度の検討－
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　大江由起・井上容子
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　井上容子
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色彩が照明光の評価に与える影響
－白色との組み合わせによる同一照明
条件下での検討－

実効輝度を用いた視環境評価法に関す
る研究 その８
臨界寸法比への視力の影響

床型サイン表示の有効性に関する研究
－異なるサイン表示形式との比較検討－

高齢者の直線歩行時における注視点の
上下方向分布

明るさ急変時における高齢者の瞳孔反
応と光環境評価

海風に支配された夏の気温分布に対す
る都市化の影響に関する研究

都市内高密度街区における通風・換気
特性に関する研究
 ( その５） 風洞実験によるレイノル
ズ数効果の検討

異常高温に対する適応策の導入可能性
に関する研究

街中のクールスポットを対象とした評
価システムの開発
その１　評価構造と適用条件の検討

オフィス街に立地する街区公園におけ
る利用者行動
その２　名古屋の下園公園における９
月と 12月の行動観察調査

空調吹き出し気流が天井流へ及ぼす影
響の実験的検証

ダウンプルームによる煙の巻き込み量
の測定方法の検討と予測式の提案
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　 Lim Eunsu・小林知広
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ダブルスキン 内煙流動性状の測定と
簡易予測
－その１　実験概要と対流熱伝達率の推
定－

ダブルスキン内煙流動性状の測定と簡
易予測
－その２　中空層内摩擦を考慮した簡
易予測法－

廊下状空間における煙流動性状に関す
る実験的研究
その１　実験の概要と目視観察結果

廊下状空間における煙流動性状に関す
る実験的研究
その２　温度、流速、質量流量の測定
結果

夏季睡眠時における高齢者の温熱環境
調節と睡眠の質

冷房・扇風機および自然通風の使用頻
度にもとづく個人の類型化における類
型数の検討

夏季睡眠時における冷房使用と通風利
用の場合の温熱環境、温冷感および睡
眠の質の比較

在宅状況を考慮した冷房・通風選択時
の熱中症発症リスク

経路に注目した地下街における温冷感
の申告調査

深部温度の侵襲および非侵襲測定に関
する研究

非定常温冷感予測に関する研究
 （その６）非定常状態での局所温冷感
の予測の可能性
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Development of blood circulation 
prediction model for the design of 
healthy bathing thermal environment.
Part 1 Experiment of human physiologi
cal response considering blood flow and 
dehydration during bathing.

人体の免疫と室内温湿度環境に関する
研究
入浴と運動による発汗が体内水分量の
日変動に及ぼす影響

室内の CO2 濃度が血中 CO2 濃度と他
の生理量に及ぼす影響

世帯属性、温熱調節行為、意識を考慮
した冷房使用量と年齢の比較

事務作業および休憩が心理・生理反応
と知的生産性に及ぼす影響
 （その１）心理反応及び皮膚温度・心
拍数の経時変化特性とラベンダーの香
りの効果

他の感覚表現方法を用いたにおい表現
方法に関する研究

香りが学習効率に及ぼす影響に関する
研究
 ( その３）異なる香りが心理評価及
び学習効率に及ぼす影響

自然換気制御のための建物屋上近傍気
流のモニタリング手法に関する研究
 ( その１）風洞実験による PIV を用
いた風向変動特性の評価

自然換気制御のための建物屋上近傍気
流のモニタリング手法に関する研究
 ( その２）LES による風向変動特性
の基礎的評価

LES を用いた領域分割法による室内の
通風気流解析法に関する研究
 （その１）集合住宅の一室を対象とし
た基本検討
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○ Hoang Minh Hung（大阪大）・
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天井設置された自然換気用有孔ダクト
の設計手法に関する研究
 （その１）換気回路網を用いた吹出し
風量計算手法

置換換気を導入した４床病室内の換気
性能に関する研究
 （その７）病室内間仕切りカーテンが
汚染物濃度分布に与える影響

室内換気効率の向上を目的とした流入
流出面の最適配置

PAC を用いた膜天井放射空調におけ
る室内環境特性に関する研究
 ( その 11 ） 膜の通気抵抗が冷房性能
に及ぼす影響

天吊形 PAC を用いた分割型膜天井空
調方式に関する研究
 （その３）実大実験による冷房空調時
の室内環境の検討

ライン型ディフューザを用いた暖房時
ペリメータ熱環境制御に関する研究
 （第３報）X 型熱線風速計を用いた風
速測定に基づく吹出し気流特性の把握
及び CFD 解析

パッケージエアコン設置室における室
内気流場の CFD 解析手法に関する研
究
 ( その３）パッケージエアコン非
等温吹出し気流解析における最適
P.V. 面位置の検討

パッケージエアコン設置室における室
内気流場の CFD 解析手法に関する研究
 （その４）P.V. 法を用いた室内気の
CFD 解析精度に関する検討

厨房における局所排気フードの捕集原
理に関する研究
 ( その 19 ）２方向付加噴流を用いた
排気フードの捕集性能向上効果
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4052

4053

4054

4055

4056

4057

4058

4059

4060

4061

厨房における局所排気フードの捕集原
理に関する研究
 ( その 20 ）人体擾乱条件下における
２方向付加噴流による捕集性能向上効
果

V2H + LiB を持つ実験住宅における電
力需給挙動の検証
その１－自立時、連系時模擬的生活負
荷を与えた場合

潜熱蓄熱槽を用いた低負荷率運転削減
による熱源機器の省エネルギー効果に
関する研究

自然エネルギーとヒートポンプを併用
する躯体スラブ蓄熱放射冷暖房システ
ムの研究
 ( その１）システム概要と設定温度
緩和が快適性に与える影響の放射連成
CFD

自然エネルギーとヒートポンプを併用
する躯体スラブ蓄熱放射冷暖房システ
ムの研究
 （その２）実測に基づく放射及び対流
空調の室内温熱環境と快適性の検討

半地下空間における湿気環境の解析
地盤と接する壁体の改修方法の検討

低湿度環境下での乾燥感に関する研究
 （その 16）湿度環境が眼の状態およ
び主観申告に与える影響

低湿度環境下での乾燥感に関する研究
 ( その 17）湿度変化に伴う皮膚表面
状態の経時変化

外壁面での気生藻類の生育に関する研
究
その１　熱処理による気生藻類の死滅
率の測定

外壁面での気生藻類の生育に関する研
究
その２　藻類の吸放湿性状を考慮した
増殖予測モデルの作成
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吸放湿材が住宅の室内温湿度環境に及
ぼす影響に関する研究
開口部の断熱改修が開口部周りの結露
被害防止に与える影響

法隆寺金堂収蔵庫における壁画の保
存・公開に関する研究
－数値解析による小屋裏の吸放湿を用
いた室の除湿による環境調整方法の検
討－

カッパドキアの岩窟教会とそこに繁殖
する地衣類に対し風雨が与える影響の
考察

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

大分市高瀬石仏の保存環境分析と対策
の評価
その４）液水拡散係数の異方性を考慮
した ２ 次元熱水分移動の数値解析

文化財建造物における障壁画の保存・
公開に関する研究
－実環境下における模擬戸襖内温湿度
の年間分析－

空気の移動を考慮した熱水分移動の数
値解析による博物館収蔵室の温湿度・
気流の分析

倉敷市のトレーラーハウス型応急仮設
住宅における温熱環境の改善点の検討

外断熱土壁造住宅の温熱環境評価

寒冷地の住宅における冷房発停生起条
件に関する研究

京町家における居住者の健康と住まい
に関する意識及び温熱環境の調査

大学食堂内におけるマイクロバイオー
ムの実態に関する調査
－秋季における測定結果
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4074

4075

4076
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空調利用を目的とした帯水層蓄熱の研
究
－蓄熱塊の広がりを踏まえた蓄熱特性
の同定－

燃え止まり予測のための各種木材の熱
分解反応速度パラメータの算出

伝統木造建築の殺虫を目的とした加湿
温風処理時における温湿度制御条件に
関する研究

旧甲子園ホテルの凝灰岩外装材の熱水
分物性値の測定と平衡含水率の測定方
法に関する検討

液水移動領域での熱水分同時移動解析
に用いる温度勾配係数の推定

電荷を有する多孔質材料中の熱水分塩
同時移動と浸透現象

書庫の湿度制御に及ぼす換気の影響

○仲西琴音（大阪市大）・西岡真稔・
　鍋島美奈子・中尾正喜

○孫　安陽（京都大）・原田和典・
　仁井大策・山口純一

○野村暁里（京都大）・小椋大輔・
　北原博幸・藤井義久

○山田皓貴（京都大）・伊庭千恵美・
　宇野朋子・福井一真・小椋大輔

○山本皓旦（神戸大）・高田　暁・
　中嶋麻起子

○高取伸光（京都大）・小椋大輔・
　脇谷草一郎・安福　勝・　
　桐山京子

○栗木孝輔（神戸大）・高田　暁・
　中嶋麻起子
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