第４４回 人間-生活環境系シンポジウム（奈良）
期日：令和２年１２月５日（土）～６日（日）
１２月５日（土）９：００～
発表準備（8:40～8:50）
開会挨拶（8:50～9:00）
セッションＡ（口頭発表A）
（9:00～10:05）
司会：吉田伸治（奈良女子大学）
A-1 書庫の湿度制御に及ぼす換気の影響
実測と数値解析による定量的検討
高田暁（神戸大学）
、栗木孝輔（三機工業）
、Yuan Lu（神戸大学）
A-2 －発表取り下げ－
A-3 換気カプセル法による建材の調湿性能評価装置の開発
-自作装置を用いた測定精度の検証今井亮太（前橋工科大学大学院）
、三田村輝章（前橋工科大学）
A-4 皮膚膨潤収縮モデルによる湿度変化に対する角層の含水率と厚みの
非定常応答解析
硯愛画（神戸大学）
、高田暁（神戸大学）
A-5 眼球表面温度を用いた涙液蒸発速度の推定手法
-瞬目を考慮した眼球の非定常熱伝導モデルに基づく検討伊藤佳乃子（神戸大学大学院）
、高田暁（神戸大学大学院）
発表準備（10:05～10:15）
セッションＢ（口頭発表A）
（
（10:15～11:20）
司会：渡邊慎一（大同大学）
B-1 再帰反射材の配置の工夫が街区の日射反射特性に与える影響
二岡佳子（奈良女子大学）
、吉田伸治（奈良女子大学）
B-2 浴衣着装時の温熱的快適性向上のための帯内への吸引ファン設置の提案
薩本弥生（横浜国立大学）
、大矢幸江（昭和学院短期大学）
B-3 ファン付き作業服が建設作業員の生理・心理反応に及ぼす影響に関する研究
（第16 報）夏季の建設作業現場における屋外温熱環境及びアンケート調査
山田稜（北海道大学）
、 染谷俊介（竹中工務店）
、 井野隼人（竹中工務店）
山崎慶太（竹中工務店）
、 高橋泰斗（竹中工務店）
、 藤崎幸市郎（竹中工務
店）
、 桒原浩平（釧路工業高等専門学校）
、傳法谷郁乃（神奈川大学）
、 濱田
靖弘（北海道大学）
、 小林宏一郎（岩手大学）
、 笹森暁（北海道大学）
、中
家碧惟（北海道大学）
B-4 夏期における熱中症対策に関するアンケート調査
阪本実美（奈良女子大学）
、久保博子(奈良女子大学)、芝崎学(奈良女子大学)
B-5 高齢者の体力・活動量・睡眠が健康関連QOL に及ぼす影響
城戸千晶（奈良女子大学）
、久保博子（奈良女子大学）
、東実千代（畿央大学）
、
佐々尚美（武庫川女子大学）
、星野聡子（奈良女子大学）
、磯田憲生（奈良女
子大学）
休憩（11:20～11:30）
総会･学会賞授与式（11:30～12:20）
昼休み（12:20～13:20） 企業展示 ミーティングルーム開設
発表準備（13:20～13:30）
セッションＣ（口頭発表A）
（
（13:30～14:35)
司会：都築和代（豊橋技術科学大学）
C-1 温冷感モデルに関する研究
-気温のステップ変化を考慮した温冷感モデルの開発王暁陽（名城大学）
、垣鍔直（名城大学）
C-2 低解像度熱画像からの代謝量推定に関する研究
〜姿勢判別用学習モデルの構築〜
小林竜輔（呉工業高等専門学校）
、大和義昭（呉工業高等専門学校）
、宋城基
（広島工業大学）
、木村竜士（高知工業高等専門学校）

会場：畿央大学 Web 開催
〒635-0823 奈良県北葛城郡広陵町馬見中 4-2-2

１２月６日（日）９：３０～
C-3

住宅改修時の間取り変更による温熱環境改善の可能性の検討
西野文香（横浜国立大学大学院）
、田中稲子（横浜国立大学大学院）
、山田恭
司（旭化成ホームズ）
C-4 CFD 解析による大規模講義室内の温熱環境評価
（その2）単位モデルによる詳細解析
藤本遼（神奈川大学大学院）
、岩本静男（神奈川大学）
、傳法谷郁乃（神奈
川大学）
C-5 住宅における全館空調による空調負荷と室内温熱環境
その2 CAV システムのシミュレーション
梶谷達希（神奈川大学大学院）
、岩本靜男（神奈川大学)、傳法谷郁乃(神奈
川大学) 、児安茂樹(神奈川大学工学研究所)
発表準備（14:35～14:45）
セッションa（口頭発表B）
（
（14:45～15:33)
司会：久保博子（奈良女子大学）
a-1 「定温度」と「定放熱」に制御方法を変えたサーマルマネキンによる
女性用衣服のclo 値測定結果の比較
下雅意彩加（呉工業高等専門学校）
、大和義昭（呉工業高等専門学校）
a-2 －発表取り下げ－
a-3 高湿度が不快感に及ぼす影響に関する研究
川岸佑衣果（神戸大学）
、高田暁（神戸大学）
a-4 アイススラリーを利用した睡眠環境の改善
妻木菜緒（実践女子大学）
、中島みづき（実践女子大学）
、江川賢一（東京家
政学院大学）
、佐藤健（実践女子大学）
a-5 学内温熱環境観測システムを利用した校舎の温熱環境の調査
大庭康平（サレジオ工業高等専門学校）
、吉田将司（サレジオ業高等専門学
校）
a-6 宿泊施設におけるにおい調査
伊牟田凌雅（大同大学大学院）
、光田恵（大同大学）
、岩橋尊嗣（大同大学）
、
棚村壽三（大同大学）
、中村皇紀（関西ペイント販売株式会社）
発表準備（15:33～15:43）
特別講演（15:43～16:43）
「住まいの温熱環境について」
磯田憲生（奈良女子大学 名誉教授）
＊特別講演終了後には、ご自由に参加いただける懇親の場としてミーティングルーム
を開設する予定です。

発表準備（9:20～9:30）
セッションＤ（口頭発表A）
（
（9:30～10:22)
司会：石井仁（名城大学）
D-1 図書館閲覧エリアにおける利用者の着席傾向に関する研究
藤瀬壮太（名古屋大学大学院）
、齋藤輝幸（名古屋大学大学院）
D-2 パーキンソン病を中心とした神経系疾患を持つ患者の捉える
屋外歩行空間に関する基礎的研究
小原由莉子（横浜国立大学大学院）
、田中稲子（横浜国立大学大学院）
D-3 大学生のテレワークインテリア環境調査
瀧口芽依（実践女子大学）
、妻木菜緒（実践女子大学）
、菅原由莉子（実践
女子大学）
、中島みづき（実践女子大学）
、佐藤健（実践女子大学）
D-4 ロフトを備えた住戸の地域特性に関する検討
勝木健太（長崎大学）
、源城かほり（長崎大学）
発表準備（10:22～10:32）
セッションＥ（口頭発表A）
（
（10:32～11:37)
司会：萬羽郁子（東京学芸大学）
E-1 空間の給排気の位置がにおいの拡散挙動に及ぼす影響
-1m3チャンバーの排気位置による検討近藤早紀（大同大学大学院）
、光田恵 （大同大学）
、棚村壽三（大同大学）
、
坪井涼（大同大学）
E-2 宿泊施設の真菌性状の分布および時間的変化
山田裕巳（国立保健医療科学院）
、本間義規（宮城学院女子大学）
、阪東
美智子（国立保健医療科学院）
E-3 中間季の保育施設における換気の実態と室内環境に及ぼす影響
-横浜市の実測調査とアンケート調査に基づいて種市慎也（横浜国立大学大学院）
、田中稲子（横浜国立大学大学院）
、松
橋圭子（東京都市大学）
、宮島光希（竹中工務店）
E-4 コロナ禍における学校授業再開後の教室空気環境に関する試験研究
岩下剛（東京都市大学）
E-5 気流の認識とウイルス殺菌UV-Cがコロナ感染防止に有効か
-風向確認のためのタフトと紫外線ランプの応用梶井宏修（睡眠環境工学研究所）
、井川正治（日本体育大学）
、菅原作雄（大西熱
学）
、土川忠浩（兵庫県立大学)、宮本征一（摂南大学）
、薩本弥生（横浜国立大
学）
、久保博子（奈良女子大学）
、宮沢モリエ（元大阪青山大学）
、山岸明浩（信州
大学）
、都築和代（豊橋技術科学大学）
、桒原浩平（釧路工業高等専門学校）
、齋藤
輝幸（名古屋大学）
、佐古井智紀（信州大学） 環境要素測定手法研究委員会
休憩（11:37～11:40）

発表時間
○口頭発表 A：発表 7 分＋質疑応答 5 分
○口頭発表 B：発表 4 分＋質疑応答 3 分
発表者は各セッション前の発表準備時間にアクセス確認をお願いします。
発表者リハーサル開催日程
・希望者の自由参加です。申し込みの必要はありません。
・メールでお知らせしたミーティングＩＤにアクセスしてください。
第 1 回 11 月 20 日（金）16：30-17：00
第 2 回 11 月 24 日（火）16：30-17：00
第 3 回 12 月 03 日（木）16：30-17：00

企業プレゼンテーション（11:40～12:10)
司会：宮本征一（摂南大学）
・インタークロス株式会社
昼休み（12:10～13:10）
企業展示 ミーティングルーム開設

b-3

新聞掲載4 コマ漫画における住生活空間と家庭科教育
－信濃毎日新聞「あんずちゃん」を題材とした考察－
山岸明浩（信州大学）
、吉沢愛美（飯山市立東小学校）

b-4

日本人壮年期女性における下腿と足の温度感受性
深沢太香子（京都教育大学）
、倉橋萌菜（京都教育大学）

発表準備（13:52～14:02）
セッションＦ（口頭発表A）
（
（14:02～14:54)
司会：三田村輝章（前橋工科大学）
F-1

避難所模擬環境での着衣の増加が睡眠に及ぼす影響

F-2

加齢が41℃15 分間入浴の体温上昇に伴う体温調節と血圧変動に及ぼす影響

都築和代（豊橋技術科学大学）

美和千尋（鈴鹿医療科学大学）
、島崎博也（鈴鹿医療科学大学）
、長江悦史（株
式会社デンソー）
F-3

住宅の熱負荷解析ツールBEST-H による冬期住宅内温熱環境の安全性の評価

F-4

積雪地域における雪室「かまくら」の熱環境及び紫外線環境の実測調査

吉田伸治（奈良女子大学）

渡邊慎一（大同大学）
、石井智也（大同大学）
発表準備（14:54～15:04）
セッションＧ（口頭発表A）
（
（15:04～15:56)
司会：山岸明浩（信州大学）
G-1 欧州における気候コミュニケーション-「生活の質」の観点から
木原浩貴（京都府地球温暖化防止活動推進センター）
、松原斎樹（京都府立大
学）
G-2 木製食器の使用性評価に関する研究
萬羽郁子（東京学芸大学）
）
、東賢一（近畿大学）
、鍵直樹（東京工業大学）
G-3 大便器ブースの内装色と寸法の違いが感覚時間ならびに印象評価に及ぼす影響
ヘッドマウントディスプレイを用いた仮想空間による検討
石井仁（名城大学）
G-4 尾張名所図会にみられる江戸時代のユニバーサルランドスケープの萌芽
堀越哲美（愛知産業大学）
、加藤里実（環境提案協会中部）
、加藤和雄（椙山
女学園大学）
、今西貴美（愛知産業大学）
表彰式・閉会式（16:00-16:20）
大会発表賞表彰式、閉会の挨拶
※ 両日の昼休みに企業展示（ミーティングルーム開設）があります。

主催：人間−生活環境系学会(HES) https://jhes-jp.com/blog/
後援：日本学術会議（予定）
大会事務局：〒635-0823 奈良県北葛城郡広陵町馬見中 4-2-2

発表準備（13:10～13:20）
セッションb（口頭発表B）
（13:20～13:52)
司会：西原直枝（聖心女子大学）
b-1

現代日本の住まいにおける室内構成要素のインテリア様式分類
今西貴美（愛知産業大学）
、堀越哲美（愛知産業大学）

b-2

保育園におけるインテリア仕上げとしての無垢材の心理的評価
今西貴美（愛知産業大学）
、服部未咲（愛知産業大学）

畿央大学 健康科学部 人間環境デザイン学科
大会長：東 実千代
Tel：0745-54-1601 Fax：0745-54-1600
E-mail：m.azuma@kio.ac.jp
事務局：E-mail:hes.sympo@gmail.com

