
■ 「風景の価値」の物理的計測実験の試行 7

池口 仁・小笠原 輝

■ ゴルフ場のアプローチに対する景観定量指標の応用 9

大山 夏子・國井 洋一

■ コロナ禍の測量実習における3D測量シミュレータの利用について 11

國井 洋一

■ 13

加藤 禎久・菱山 宏輔

■ 景観評価指標を用いた深層学習による画像生成に関する研究 15

江藤 直輝・國井 洋一

■ TLSを用いた被爆樹木の３次元計測および樹形異常の抽出に関する研究 17

古賀 大誠・國井 洋一

■ ウレタン樹脂を混入した基盤上の芝草の踏圧耐性および管理方法の研究 19

王 玲玲・高橋 輝昌・長谷川 啓示

■ 特殊針葉樹皮改良材を用いた芝生維持管理効果の検証実験 21

加藤 真司・北村 智顕・綿貫 建・篠崎 伸・松本 泰人

オンデマンド

インドネシア・バリ島の伝統的小規模緑地テラジャカンの生態・社会文化的機能分析

●事例・研究報告 <口頭発表>
発表時間1題　12分，コメント欄への入力による質疑（大会当日 20時まで受付）

ランドスケープに係わる評価・分析・検証



■ 原宿表参道の都市計画制度と並木の変遷に関する考察 23

小木曽 裕

■ 25

長橋 典子・髙﨑 康隆・髙梨 武彦

■ 27

檜山 明来・小木曽 裕

■ 29

アンドレチェック 怜・山﨑 晋

■ 31

単翔雲・中村 和彦・山本 清龍

■ 33

ボルジグン・ブレンバヤル・林 まゆみ

■ 35

板谷 一輝・上村 美音・山﨑 晋

北京における歴史名園の立地特性および都市構造の発展との関係性に関する研究

内モンゴル自治区の草原観光地の歴史・文化的資源に関する研究

鉄道駅を中心とした駅型保育園の園外活動における経路の要素に関する研究と評価

―JR東日本グループ子育て支援事業に着目して―

都市における街路樹と学校林からはじまるいのちの循環教育

〜成蹊学園ケヤキ並木と林苑で繋がる学校と地域〜

清澄白河のカフェの萌芽と現状に関する研究

オンデマンド

都市再生特別地区における防災に関わる公共貢献に関する研究-東京都の事例を対象として-

都市ランドスケープの展開



■ 37

飛田 楓・鈴木 誠

■ 39

橋本 真希・中村 和彦・山本 清龍

■ 41

神田 侑伎乃・山﨑 晋

■
民間空地等の一体的な活用に関する基礎的研究

―東京のしゃれた街並みづくり推進条例のまちづくり登録団体を対象に―
43

小島 大祐・山﨑 晋

■ 45

稲川 貴大・山﨑 晋

■ 47

増子 祐也・山﨑 晋

■ 東京都のマルシェによる公開空地の活用の実態に関する研究 49

北岡 航太・山﨑 晋

オンデマンド

近世城下町における馬場の現存状況と現代都市におけるパブリックスペースとしての利用

東京近郊の駅前空間におけるモニュメントの表現様式と立地の整合性に関する研究

公共および半公共空間におけるランドスケープ

共同住宅における公開空地の空間特性に関する研究ー東京都33事例を対象としてー

外出自粛要請時における幕張ベイタウンのパティオ（中庭）の利用実態と住民評価に関する研究

大学キャンパスにおける交流空間の一般開放に関する研究



■ 51

Ke Lu・羅 施賢・古谷 勝則

■ 53

董 丹丹・近江 慶光

■ 東京都の海上公園の海への見通しとInstagramによる写真投稿 55

中山 悠翔・中村 和彦・山本 清龍

■ 57

山澤 清一郎

■ 59

池田 崇信

■ 61

小林 昭裕

オンデマンド

The influence of spatial closure of vegetation on experiential preference of park

都市街区公園の現状評価とリニューアル提案に関する研究

‐東京都港区の街区公園を対象として‐

公園利用者とボランティアにおける文化的生態系サービス、緑地保全活動の認識・評価

公園・庭園空間におけるランドスケープの展開

江戸期の造園古書における沓脱石の名称に関する考察

柴又・題経寺邃渓園の変遷及び作庭者永井楽山



■
水塚文化継承による地域力回復と水防リテラシー

〜白岡市内過疎地域における水辺との共生〜
63

安井 千亜紀・髙﨑 康隆・髙梨 武彦

■ 65

高橋美玖・池邊このみ

■ 67

福田 絢大・山﨑 晋

■ 69

東岡 ともえ・中村 和彦・山本 清龍

■ 71

小林 昭裕

■ 日中文化的景観の現状比較——明日香村と中国安徽省西递村を例として 73

周 天成・臧彤・光 蒋珺・池邊 このみ

■ 75

白琳

「緑の基本計画」における地域アイデンティティ志向の位置付けに関する研究

富士山北麓にある世界文化遺産の普遍的価値の伝達・共有を図る文化的景観管理への試論

伝統漁撈をもたらした地域文化的景観の変遷に関する研究―上総一ノ宮を例として

オンデマンド

地域活性化におけるICT活用事例の公園への適応性に関する類型化とその展開に関する考察

まちづくりにおけるランドスケープの展開

プロ野球本拠地球場のボールパーク化に関する研究



■ 里山に暮らす人々の記憶による「ヤマ」の記憶のランドスケープ 77

阿久津 瞳・高橋俊守

■ 衛星画像を用いた三宅島2000年噴火後20年間の植生回復モニタリング 77

島田 和奈・高橋俊守

■ 造園教育における構造理解のための折り紙の利用 77

野川 智也・國井 洋一

■ 写真測量による称名寺庭園の3次元モデリング化について 77

宿野 亮・國井 洋一

■ 現代の住宅庭園における庭木の炭素固定量の評価 78

石井 隆真・林 功泰・金澤 弓子

■ 滋賀県坂本地区における穴太積みの積み方の法則性 78

柴原 直人・張 平星

■ 78

山本 美知留・張 平星

■ 東京ディズニーリゾートにおける建物の色彩に関する研究 78

小野 遥・國井 洋一

■ 軽井沢宿泊施設の時代による変化とコロナ禍での意識調査による研究 79

渡邉 敦紀・濱田 健太朗・高宗 明日香・小木曽 裕

■ インターネットを活用した在宅型園芸療法の実施とその可能性 79

浅井 志穂・林 まゆみ

■ 土地造成事業における地域性遺伝子に配慮した緑化手法の提案 79

堀内 修平・林 まゆみ

■ 淡路市の集落における地域活性化ゲームづくり 79

難波梨菜・石井光生・石原あかり・顧涵・武部絵里香・張峻い・朝魯門・陳せい・藤井奨

太・森彰子・栁本有美・劉佳宇・林まゆみ

金子地区の旧道における茶畑の景観分析による狭山茶の魅力の再発見

オンデマンド ●事例・研究報告 <ポスター発表>



■ 東日本大震災復興支援活動のこれまで 80

林  まゆみ

■
横浜市大岡川中流域における土地利用と雨水浸透機能を軸にした

グリーンインフラ形成可能性に関する研究
80

田中 亮平・福岡 孝則・阿部 伸太・金子 忠一

■ 80

張 平星・井原 縁・貫名 涼・小田 龍聖

■
世田谷区役所周辺地区における土地利用と雨水浸透機能を軸とした

グリーンインフラの形成可能性に関する研究
80

髙橋 宏太朗・福岡 孝則

■ 松戸市民の景観選好に関する研究 その１-選好景観の構成要素- 81

張 涵瑩・劉 佳音・秋田 典子

■ 松戸市民の景観選好に関する研究 その２-選好スポットの地域分布- 81

劉佳音・張 涵瑩・秋田 典子

■ 81

佐藤瑠久・高橋俊守

■ 81

張珺眉・福岡 孝則

■ 82

王哲君・阿部 伸太

■ Research on social public demand of Chinese in small public urban green spaces 82

HUA ZHENG・NORIKO AKITA

■ 成田山新勝寺における空間情報支援ツールの開発 82

小林 馨子・國井 洋一

■ レーザスキャナを用いた樹木情報システムの構築 82

日下石英理・國井 洋一

■ 造園空間における3Dレーザ測量を用いた時系列変化の抽出 83

舘川 龍希・國井 洋一

オンデマンド

護国神社の創建と市街地における森林の創出

文化的景観選定地・大阪府日根荘大木における

河原石とウバメガシの農村景観に関する調査報告

多文化社会創成にむけた集合住宅の屋外公共空間の利活用実態に関する研究

〜東京都江東区における大島四丁目団地を対象として〜

城下町・小田原における歴史的都市構造を活かした回遊性の形成に関する考察

ポスター発表の続き
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	バインダー7
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