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教育上の能力に関する事項
事項

年月日

概要

1 教育方法の実践例
1. JABEE認定（4年 / 技術者教育プログラム）

2013年4月26日～現在

建築学科の学士課程プログラム
2011年度から、さかのぼって認定

2. JABEE認定（6年一貫 / 技術者教育プログラム）

2013年4月26日～現在

建築学科と建築学専攻の学士修士課程プログラム
2011年度から、さかのぼって認定

2 作成した教科書、教材
3 実務の経験を有する者についての特記事項
1. 武庫川女子大学 東京センター主催 講演会シリ
ーズ「わが国の近代建築の保存と再生」 趣旨説
明・進行

2011年6月4日～現在

2. 一級建築士

1966年2月20日

免許取得

4 その他

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

1 資格、免許
1. 管理建築士

2010年2月15日～現在

武庫川女子大学

建築・都市デザインスタジオ

2. 一級建築士

1966年2月20日

免許取得

1. 膜発音器及び残響調節装置

1999年8月9日

特許願、出願番号 H11-225371

2. ドーム状構造物及び排気ダクト

1997年5月14日

特許願、整理番号 TK_9705
国際特許分類 E04B 1/100

2 特許等

3 実務の経験を有する者についての特記事項
1. 文化遺産国際協力コンソーシアム

会員

2. トルコ・神戸 地震対策国際交流調査団
現地視察

2014年3月～現在
ヴァン県 2011年12月

3. 京都市 京都会館の建物価値継承に係る検討委員
会 委員長

2011年～2012年

4. 和歌山県秋葉山公園県民水泳場整備基本計画・基
本設計設計者選定等委員会 委員長

2009年

5. 日本建築学会 環境技術と建築・街並み・地域の
あり方特別調査委員会 委員

2008年3月～2009年3月

6. 京都市 高度集積地区まちづくり推進プログラム
（仮称）検討委員会 座長

2007年7月～現在

7. 兵庫県阪神こどもの館整備基本計画検討委員会

2007年

8. 西宮市立浜脇小学校校舎等改築工事設計委託業務
指名型プロポーザル 審査委員

2007年

9. 兵庫県「警察署のあり方を考える懇談会」

2006年

10. 財団法人
振興財団

委員

関西エネルギー・リサイクル科学研究
選考委員

2005年～2010年

11. 日本建築学会学会賞（技術部門）審査委員

2004年～2006年

12. 日本建築学会
員会 委員

2003年6月～2006年3月

京都の都市景観の創生特別研究委

13. 日本建築学会京都の都市景観特別調査委員会
員長

委

2003年4月～2006年3月

14. 京都創生懇談会

委員

2003年4月～現在

15. 兵庫県警察本部

雑踏警備アドバイザー

2003年10月～2013年9月

16. 京都市「京都創生100人委員会世話人」

2003年～現在

17. 日本建築学会21世紀計画系建築教育特別研究委員
会 副委員長

2002年4月～2005年3月

18. UIA世界建築家協会
本代表

Sports and Leisure部門

日 2001年～現在

1

第４小委員会「わが国の伝統的住環境技術と文化の形成
小委員会」 委員長

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

3 実務の経験を有する者についての特記事項
19. 化学戦略会議生活分科会

委員

2000年2月～2003年8月

4 その他
1. 慰霊碑デザインコンペティション （千鳥ヶ淵戦没 2009年11月
者墓苑内） 佳作

独立行政法人平和祈念事業特別基金主催

2. 建築雑誌 増刊 作品選集 2009 （日本建築学会）
掲載

2009年

「武庫川女子大学建築スタジオ」

3. 第50回BCS賞(建築業協会賞)

2009年

「武庫川女子大学建築スタジオ」

4. 第17回BELCA賞 ロングライフ部門 受賞

2008年

「武庫川女子大学甲子園会館 改修」

5. 平成19年度 プレストレストコンクリート技術協会 2007年
賞

「武庫川女子大学建築スタジオ」

6. 平成14年度ファッションタウンシンボル大賞

2003年3月

福井県鯖江市主催
「真宗寺客殿及び庫裏」

7. 第7回公共建築賞 優秀賞

2000年6月28日

公共建築協会主催
「サンドーム福井」

8. 1999年度 第31回 中部建築賞

1999年12月7日

中部建築賞協議会主催
「鯖江市健康スポーツ交流館」

9. 1998年度 第30回 中部建築賞

1998年12月8日

中部建築賞協議会主催
「鯖江市役所新庁舎 鯖江･丹生消防組合庁舎」

10. 建築雑誌 増刊 作品選集 1998 （日本建築学会）
掲載

1998年

「鯖江市健康福祉センター」

11. 1997年度 日本建築学会賞（業績）

1997年6月

日本建築学会主催
「サンドーム福井」

12. 1997年度 第29回 中部建築賞

1997年12月10日

中部建築賞協議会主催
「鯖江市健康福祉センター」

13. 建築雑誌 増刊 作品選集 1997 （日本建築学会）
掲載

1997年

「サンドーム福井」

14. 1996年度 第28回 中部建築賞

1996年12月10日

中部建築賞協議会主催
「サンドーム福井」

15. 1995年度 国際業績賞競技1995 International Ach 1995年10月9日
ievement Awards，空気膜及びテンション膜構造部
門 Air and Tension Structure category，Design
Award（デザイン賞）及び First Place Winner（
制作部門１等賞）

国際産業ファブリック協会（INDUSTRIAL FABRICS ASSOCI
ATION INTERNATIONAL）主催
テフロン加工のガラス繊維テント膜を張った「サンドー
ム福井」の天井の音響効果、断熱・結露対策、意匠、工
法に対して

16. 建築雑誌 増刊 作品選集 1991 （日本建築学会）
掲載

1991年

「草の実保育園」

17. 建築雑誌 増刊 作品選集 1990 （日本建築学会）
掲載

1990年

「鯖江市中野大橋木造高欄」

18. 「２１世紀初頭の日本の国土と国民生活の未来像
の設計」競技 入賞「総合賞」

1972年3月

総理府主催

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
1. Intercultural Understanding vo 単
l.4

2014年08月3 武庫川女子大学 トル 序文
1日
コ文化研究センター

2. Petra Museum Project 2013 in t 共
he Hashemite Kingdom of Jordan

2014年08月

Intercultural Underst Shigeyuki Okazaki, Hideaki Tembata
anding, Volume 4, 201 Our project for the design of the Petra Museum
4, pp.79-99
aims to preserve, restore and exhibit the Petra
World Heritage Site. We created four designs t
hat consider specific views of the areas that s
urround the site. Using computer graphics, crea
ted composite images that depict the proposed a
ppearance of the museum for each of the four de
signs against the selected background pictures.
We expressed our views on the issues raised by
UNESCO's landscape assessment criteria and pro
posed including elements of Japanese landscape
composition, preserving existing trees, matchin
g the design with the stone ruins, and referenc
ing a form that symbolizes Petra's culture.

3. Design of Bamiyan Museum & Cul 単
ture Center for People

2014年08月

Intercultural Underst
anding, Volume 4, 201
4, pp.51-78

4. ヨルダン国ペトラ博物館建設に伴 共
う初期遺跡影響評価

2014年03月2 日本西アジア考古学会
2日
第21回西アジア発掘
調査報告会報告集、平
成25年度 考古学が語る
古代オリエント、pp.13
0-134

2

山内 和也、岡崎 甚幸、岡田保良、濱崎 一志、天畠
秀秋、原田 怜、大石 健介、大崎 光洋、アーデル
・ズレイカト
ヨ ルダン国ペトラ遺跡に隣接する博物館を建設する
にあたり、博物館建設が与える景観や遺跡への影響
について、環境影響評価を行っ た。本報告書におけ
る景観調 査を担当し、現地の写真と4つの計画案の
透視図を合成する景観シミュレーションを行い、ペ

研究業績等に関する事項
単著・
共著書別

著書、学術論文等の名称

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
トラにふさわしいデザインであれば、現 在の景観が
これ以上悪くな ることは考えられず、博物館が文化
的なモニュメントとして活用できることを具体的に
示した。
5. 講演会シリーズ「わが国の近代建 共
築の保存と再生」 第8回 近代和
風建築の保存と再生

2014年01月0 武庫川女子大学出版部
1日

講演会記録

6. 講演会シリーズ「わが国の近代建 共
築の保存と再生」 第7回 丹下健
三 生誕100年 わが国の近代建
築における役割

2013年9月1
日

武庫川女子大学出版部

講演会記録

7. 講演会シリーズ「わが国の近代建 共
築の保存と再生」 第5回 前川國
男の作品の保存と再生

2013年5月1
日

武庫川女子大学出版部

講演会記録

8. 講演会シリーズ「わが国の近代建 共
築の保存と再生」 第6回 F.L.ラ
イトと遠藤新

2013年5月1
日

武庫川女子大学出版部

講演会記録

9. Intercultural understanding
ol.3

2013年3月31 武庫川女子大学 トル
日
コ文化研究センター

序文「均一化する世界文化：
」

10. 講演会シリーズ「わが国の近代建 共
築の保存と再生」 第3回 大正の
近代建築

2012年6月1
日

講演会記録

11. Intercultural understanding
ol.2

v 単

2012年3月31 武庫川女子大学 トル
日
コ文化研究センター

序文「わが国の自然観と京町屋の伝統的住環境技術
・生活態度・文化の形成」

12. 講演会シリーズ「わが国の近代建 共
築の保存と再生」 第4回 昭和の
近代建築

2012年10月1 武庫川女子大学出版部
日

講演会記録

13. 京町家の環境技術と生活態度そし 共
て文化の形成

2012年1月31 武庫川女子大学出版部
日

14. Intercultural understanding
ol.1

v 単

2011年3月31 武庫川女子大学 トル
日
コ文化研究センター

序文「What Caｎ We Gain Through Cultural Exchan
ge?」

15. 講演会シリーズ「わが国の近代建 共
築の保存と再生」 第2回 明治の
近代建築

2011年12月1 武庫川女子大学出版部
日

講演会記録

16. 講演会シリーズ「わが国の近代建 共
築の保存と再生」 第1回 わが国
の近代建築保存の歴史と先進諸外
国の状況

2011年10月1 武庫川女子大学出版部
日

講演会記録

17. 人間計測ハンドブック 応用編 5. 共
2.4 建築空間と避難行動

2003年8月

朝倉書店

18. 国民生活と国土の未来像 21世紀
研究会編

共

1972年3月

鹿島出版会

1. 建築空間における歩行のためのシ 単
ミュレーションモデルの研究

1977年8月

京都大学

v 単

武庫川女子大学出版部

砂漠の遊牧民と文化

2 学位論文

3 学術論文
1. Significance of the Architectu 共
ral Space and Mountains in the
Christian Art of the Inner Na
rthex of the Chora Church (査
読付)

2014年08月3 Intercultural Underst 猪股圭佑，岡﨑甚幸
1日
anding Vol.4
コーラ修道院の内ナルテクスのドームにおける壁画
の主題及び配置を分析することによって、壁画に表
現された山と建築空間の意味を明らかにすることを
目的とし、モザイクで装飾された建築空間の断面展
開図や合成写真を用いて、内ナルテクスの北ドーム
及び南ドームで山が描かれている建築空間の分析及
び考察を行った。コーラ修道院の内ナルテクスにお
いて、山は神の世界と地上の世界を繋ぐ場所として
の意味をもっていた。そして建築空間に壁画を描く
ことによって低い壁面を地上の世界、ドームを神の
世界として構成し、ペンデンティブやルネットによ
って二つの世界を区分していたと考えられる。

2. Types of Mountains in the Qur' 共
an: With a Focus on the Relati
onships between God and Man an
d Mountain (査読付)

2014年08月

Intercultural Underst Aya Yamaguchi, Shigeyuki Okazaki
anding, Vol. 4

3. 慢性期統合失調症者を対象とした 共
居住空間構成法の空間構成の類
型 -風景構成法との比較を通して
- (査読付)

2014年04月

日本建築学会計画系論 柳沢和彦, 岡崎甚幸
文集,第79巻,第698号 ,
pp.1015-1024

4. Enclosed Spaces of Ancient Jap 共
anese Cites and Watersheds: An
alysis of Mountain Ranges and
Water Systems of Kyoto, Nara,
Dazaifu, and Kamakura Using a

2013年03月

Intercultural Underst Hideaki Tembata, Shigeyuki Okazaki
anding, Vol. 3, pp.41 In this paper, we used a three-dimensional terr
-47
ain model to study the relationships between th
e enclosed spaces of Kyoto, Nara, Dazaifu, and
Kamakura and their watersheds. Most previous st

3

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

3 学術論文
Three-dimensional Terrain Mode
l (査読付)

udies used two-dimensional maps and concluded t
hat these four cities have similar enclosed spa
ces surrounded by mountains. However, in this s
tudy, we analyzed enclosed spaces through water
sheds in a wide area using a three-dimensional
terrain model and clarified the following point
s: 1) The Kyoto’s basin area is about nine tim
es as large as that of the Nara Basin. 2) Dazai
fu’s enclosed space is open to the southeast a
nd the northwest, and its basin area is much sm
aller than Kyoto and cannot store water like th
e other three cities. 3) Kamakura’s enclosed s
pace is surrounded by mountains in three direct
ions and can store water, but its basin area is
the smallest among the four cities. 4) Kyoto h
as the largest basin area among the four cities
.

5. Functions of Mountains in Visu 共
al Composition of Christian Pa
intings in the Monastery of Ho
sios Loukas (査読付)

2012年03月3 Intercultural Underst 猪股圭佑，岡﨑甚幸
1日
anding Vol.2
オシオス・ルカス修道院のキリスト教絵画の画面構
成における山の機能を明らかにして、コーラ修道院
のキリスト教絵画における山の機能と比較考察した
。その結果オシオス・ルカス修道院のキリスト教絵
画においても、コーラ修道院の場合と同様に、山は
世界を区分する枠として描かれていることが考察さ
れた。

6. Types of Rivers with Respect t 共
o Frame, Drawn by Turkish Stud
ents Based on Landscape Montag
e Technique (査読付)

2012年

Intercultural Underst Yanagisawa, K., Okazaki, S., & Dundar, M.
anding, vol. 2, pp.65
-70

7. コーラ修道院のキリスト教絵画に 共
描かれた山の類型－人物との関係
に着目して－ (査読付)

2011年12月

日本建築学会計画系論 猪股圭佑，岡﨑甚幸，柳沢和彦
文集 第76巻，第670号 コーラ修道院のキリスト教絵画に描かれた山を対象
，pp2477-2485
として、人物との関係に着目してその類型を抽出し
、それら類型の意味を明らかにすることを目的とし
て分析及び考察を行った。山は、「人物の横にある
山」では街の外の危険な世界を象徴し、「人物を縁
取る山」では枠づけされた特別な意味を持つ場所を
示し、そして「人物の横にある山＋人物を縁取る山
」では両者の特徴とともに神の世界へと繋がる場所
を示していると考えられる。

8. Eye Movements while Ascending 共
and Descending Staircases in K
oshien Hotel (査読付)

2011年03月

Intercultural Underst 鈴木利友, 岡崎甚幸
anding Vol.1, pp.59-7
1

9. Functions of Mountains in Visu 共
al Composition of Christian Pa
intings in the Chora Church (
査読付)

2011年03月

Intercultural Underst 猪股圭佑，岡﨑甚幸，柳沢和彦
anding Vol.1
コーラ修道院のキリスト教絵画の画面構成における
山の機能を明らかにすることを目的として、分析及
び考察を行った。山は、1つの画面を、聖書の物語の
異なる場面に区分し、さらに、1つの場面を異なる領
域に区分する機能を持っていることが明らかとなっ
た。

10. Types of Rivers with Respect t 共
o Frame, Drawn by Chronic Schi
zophrenic Patients Based on La
ndscape Montage Technique: Sim
ilarity to Traditional Japanes
e Space

2011年

Istanbul: Bahcesehir Yanagisawa, K., & Okazaki, S.
University Press, ARC
HI-CULTURAL TRANSLATI
ONS THROUGH THE SILKR
OAD, pp.55-65

11. Architectural Meaning of a Riv 共
er That Connects the Left and
Right Sides of Frame, Drawn b
y Chronic Schizophrenic Patien
t s Based on Landscape Montage
T echnique: Similarity to Tra
dit ional Japanese Space(査読
付)

2011年

Intercultural Underst Yanagisawa, K., & Okazaki, S.
anding, vol.1, pp.113
-120

12. 住まいにおける「真・善・美」

単

2004年04月

日本官能評価学会

13. 建築空間における歩行と視覚探索 共

2004年01月

心理学評論
号

14. 建築・都市計画における人間行動 共
の分析に関する研究部会

2003年06月

シミュレーション＆ゲ
ーミング 13巻 １号

4

46巻

３

岡崎甚幸・鈴木利友
安全かつ快適な建築空間の設計を目指す立場から、
群集の歩行行動を可視的に予測し、複雑な群集歩行
が再現可能なシミュレーションモデルを開発した。
また、歩行行動と物理的環境の関係を解明するため
の原点である視覚探索を調べるため、歩行者にアイ
カメラや制限視野マスクを装着して実験を行った。
その結果、探索歩行時および階段、飛石歩行時の注
視行動の諸特性や、中心視と周辺視の協応が果たす
重要な役割などを明らかにした。担当（pp.330～349
）
岡崎甚幸・鈴木利友
ゲーミング・シミュレーションの手法を活用し、仮
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想迷路における集団の探索行動を例に、生活空間に
おける人間行動を実験的に調査した。これにより、
建築・都市空間を設計、評価するための知見を得る
ことを目指した。またゲーミング・シミュレーショ
ンを用いて明らかにした人間行動が、現実空間にお
ける人間行動とどのような関係にあるのかについて
も仮想および現実地下鉄駅舎における探索行動実験
を例に調査した。担当（pp.110～111）
15. 探索歩行時にみられる特徴的行動 共
と中心視および周辺視

2003年02月

人間工学

39巻

１号

吉岡陽介・一色高志・岡崎甚幸
探索歩行時に特徴的な行動と中心視、周辺視との関
わりを解明するため、制限視野法を用いた迷路内探
索歩行実験を行った。今回使用した制限視野マスク
は中心視野や周辺視野の一部など、任意の視野範囲
を正確に制限することのできるものである。実験の
結果、中心視のみが機能していれば可能な行動、周
辺視のみが機能していれば可能な行動、中心視と周
辺視が同時に機能することによって初めて可能な行
動が明らかになった。担当（pp.９～15）

16. 迷路内探索歩行において周辺視が 共
果たす役割

2003年02月

人間工学

39巻

１号

吉岡陽介・一色高志・岡崎甚幸
迷路内探索歩行時において周辺視が果たす役割を解
明するため、制限視野法を用いた歩行実験を実験用
迷路内で行った。その結果経路を探索しながら歩行
する時には、身体近傍の空間や複雑な経路空間を効
率よく把握するために周辺視を有効に活用する必要
があること、しかし一度経路を学習すれば、周辺視
を活用しなくても経路空間の特徴的な部分を見つけ
出せるようになり、正確に目的地まで到達できるこ
となどを明らかにした。担当（pp.１～８）

17. 茶室露地における飛石歩行の際の 共
注視行動

2002年10月

日本建築学会計画系論
文集 560号

中村祐記・岡崎甚幸・鈴木利友
アイカメラを装着した被験者が、飛石の歩き方を何
も教示しない状況で茶室露地を歩行する実験と、飛
石の歩き方を教示した後で露地を歩行する実験を行
った。その結果、飛石に従って歩行することによっ
て、植栽への注視が減少し添景物などへの注視が増
加すること、役石ごとに分節化された注視行動によ
って露地が捉えるようになることなど、歩行者の注
視行動が確実に変化することが示された。担当（pp.
151～158）

18. 風景構成法に基づく広重の風景版 共
画の空間構成に関する研究 －「
枠」と川との関係に着目して－

2002年09月

日本建築学会計画系論
文集 559号

柳沢和彦・岡崎甚幸
本論の目的は、風景構成法で得られた「枠」に対す
る川の類型化の知見に基づきながら、広重の風景版
画において「枠」に対する川の類型を抽出し、その
空間構成の特徴を明らかにすることである。分析の
結果、「彼岸なしの川」「此岸なしの川」「左右の
枠を結ぶ川」「下枠と横枠を結ぶ川」「地平線と下
枠を結ぶ川」など７種類の川の類型を抽出し、各川
毎に広重の空間構成の特徴を明らかにした。担当（p
p.179～186）

19. 地下鉄駅舎出入口における階段歩 共
行時の注視行動

2002年08月

日本建築学会計画系論
文集 558号

鈴木利友・岡崎甚幸
階段歩行時の注視行動を明らかにするため、アイカ
メラを装着した被験者が地下鉄駅舎出入口の階段を
上る実験と下る実験を行った。階段上り歩行時、下
り歩行時ともに、注視は階段付近や床遮蔽縁、壁遮
蔽縁付近に集まり、これらが見えるかどうかが注視
行動に大きく影響することが分かった。ただ、これ
らをとらえる注視行動は、階段上り歩行時と下り歩
行時で大きく異なることが明らかになった。担当（p
p.151～158）

20. Analysis of Architectural Spac 共
e Compositon Using Inductive L
ogic Programming

2002年07月

Artificial Intelligen Noritoshi Sugiura，Shigeyuki Okazaki
ce in Design '02
建築系および非建築系の学生それぞれ４人に対して
居住空間構成法の実験を行い、帰納論理プログラミ
ングを用いて、両系それぞれに固有な空間構成過程
の諸特徴であるパターンを抽出した。両系のパター
ンを比較することにより、「配置された要素の被験
者に対する角度」、「要素の連鎖を伸長する方法」
、「３つ以上の要素による構成」という点で、両系
の学生の空間構成過程に違いが見られることがわか
った。担当（pp.131～151）

21. 地下鉄駅舎とその仮想現実空間に 共
おける探索歩行時の注視と歩行行
動の比較

2002年05月

日本建築学会計画系論
文集 555号

5

鈴木利友・岡崎甚幸
キーボードと平面スクリーンを用いた仮想現実空間
の中で、人間行動を調べる際に留意すべき点を明ら
かにするため、仮想および現実の地下鉄駅舎で、ア
イカメラを装着した被験者が電車を降り、指定され
た出口を探す実験を行った。その結果、仮想現実空
間での歩行では短時間注視がほとんどないこと、障
害物と自己の身体との距離の把握が困難になること
、現実空間の歩行では見られない受動的注視などが
生じることが明らかになった。担当（pp.199～205）
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22. 廊下および階段歩行時に活用され 共
ている視野範囲

2002年04月

人間工学

２号

吉岡陽介・岡崎甚幸
廊下や階段など日常の生活空間を歩行するとき、歩
行者は歩行場面ごとに異なる範囲の視野を選択的に
活用していると予想した。このことを定量的に検証
するため、制限視野法を用いた歩行実験を行った。
その結果、歩行時における選択的な視野の活用範囲
は、階段や曲がり角などの歩行局面ごとに固有な方
向への「広がり」を持っていること、歩行行動全般
を通して常に耳側方向への「広がり」を持つ傾向に
あることなどが推察できた。担当（pp.104～111）

23. 風景構成法の「枠」に対する「川 共
」の類型化およびそれに基づく空
間構成に関する一考察 －幼稚園
児から大学生までの作品を通して
－

2001年08月

日本建築学会計画系論
文集 546号

柳沢和彦・岡崎甚幸・高橋ありす
幼稚園児から大学生までを対象に風景構成法を実施
し、特に風景構成法の特徴である「枠づけ」に着目
して、最初にまず描かれる川が「枠」に対して如何
なる形式をとるか分析した。その結果「此岸なしの
川」「左右の枠を結ぶ水平の川」「隅の川」「上下
の枠を結ぶ垂直の川」「下枠と横枠を結ぶ川」「先
細りの川」など10種類の「川」の類型を抽出した。
そして得られた川の類型に基づいて、空間構成の発
達の変容を明らかにした。担当（pp.297～304）

24. 帰納論理プログラミングを用いた 共
空間構成過程の解析 －居住空間
構成法による空間構成過程におけ
る固有な規則の抽出－

2001年08月

日本建築学会計画系論
文集 546号

杉浦徳利・岡崎甚幸
居住空間構成法による空間構成過程を、道具の種類
、道具間の幾何学的二項関係等から成る関係構造デ
ータとして定式化し、帰納論理プログラムを用いて
、空間構成過程に潜む規則を抽出する方法を提案し
た。建築を専攻する学生による空間構成過程をこの
手法を用いて分析した。得られた規則から、各実験
事例に固有な特徴「Ｌ型の囲いの構成」「非連続の
囲いの構成」「縦方向の層状の構成」「マット状の
道具による構成」が導かれた。担当（pp.141～148）

25. 地下鉄駅舎における探索歩行時の 共
注視に関する研究

2001年05月

日本建築学会計画系論
文集 543号

鈴木利友・岡崎甚幸・徳永貴士
アイカメラを装着した被験者が地下鉄駅舎内を探索
歩行する実験を行い、屋内迷路探索歩行実験と比較
しながら注視行動を分析した。その結果、注視対象
によって注視時間分布の違いが生じること、サイン
などに対しては反復的注視や集中的注視が生じるこ
と、斜交い注視は階段や天井などによって構成され
る水平な遮蔽縁越しにも生じること、経路学習が進
むと注視対象が変化することなどが分かった。担当
（pp.163～170）

26. 情報交換を伴う仮想迷路探索行動 共
実験

2001年05月

日本建築学会計画系論
文集 543号

鈴木利友・岡崎甚幸
仮想現実空間内で複数の被験者が自由に情報交換し
ながら探索歩行が可能なマルチユーザ型システムを
構築した。４人の同一被験者群に対し、２人ずつが
組になり他の組と競争して目的地を探索する競合協
調型の探索行動実験と、４人の被験者が協調して目
的地を探索する協調型の探索行動実験を行った。こ
れらの実験結果から、実験中にみられる探索行動や
会話の種類、実験後の被験者が描いた地図の特徴な
どについて考察を行った。担当（pp.155～162）

27. 視野制限下と通常視野での注視行 共
動の比較：廊下および階段の歩行
時において

2001年02月

人間工学

黒岩将人・岡崎甚幸・吉岡陽介
アイカメラを装着して廊下および階段を歩く通常視
野実験と、新しく開発した周辺視野を制限するマス
クを装着して同じ場所を歩く制限視野実験の結果の
比較を行った。その結果、制限視野下では、進行方
向の床を注視して歩く傾向があること、曲がり角で
大回りをすること、足や手がアンダーリーチングに
なること、階段の下り始めに極端に歩行速度が落ち
ること、階段上り歩行時に足を擦らせて歩くことな
どが分かった。担当（pp.29～40）

28. Change in Eye-head-body Moveme 共
nts during Maze Learning

2000年12月

Perceptual and Motor
Skills 91号

Shigeyuki Okazaki, Tohru Kitahama, Toshiaki Miu
ra, Kazumitsu Shinohara
アイカメラを装着した被験者が迷路内のスタートか
らゴールを目指して２、３回歩く実験を行った。そ
の結果の分析によって、経路学習による注視、頭部
、身体運動の変容を明らかにした。注視は散発的注
視が減少し流動的注視が増加する。頭部運動は微動
移動が減少し連続移動が増加する。注視、頭部、身
体の協応関係は、最初の試行ではランダムで複雑で
あるが、試行を重ねるにつれて相互が連動するよう
になる。担当（pp.1230～1230）

29. 迷路探索歩行時の注視と歩行に関 共
する研究

1999年06月

人間工学

北濱亨・三浦利章・岡崎甚幸・篠原一光・田村仁志
・松井裕子
アイカメラを装着した被験者が、迷路内のスタート
からゴールを目指して２、３回歩き、その後迷路の
風景と地図を描く実験を行った。そして注視点の位
置、注視時間、注視距離、頭部や身体の移動軌跡な
ど、実験で得られる複雑なデータを表示し、解析す
る方法を提案した。そして探索歩行時の注視、頭部
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、身体の協応関係は、最初の試行ではランダムで複
雑であるが、試行を重ねるにつれて相互が連動する
ようになることなどを解明した。担当（pp.145～155
）
30. 幼稚園児の居住空間構成法と描画 共
に見る図式の研究

1999年05月

日本建築学会計画系論
文集 519号

柳沢和彦・岡崎甚幸・菊池憲一・難波美絵
居住空間構成法を用いて幼稚園児に幼稚園の模型を
作ってもらう。同時に幼稚園を絵に描いてもらう。
本論の目的は、模型とそれに対する描画を比較し、
両者に共通する園児の図式を解明することであり、
構造化前における囲う図式、同じものを繰り返し配
置する図式、ものを自分に対面させて配置する図式
、空間構成や表現様式が共に構造萌芽する図式、内
外空間を区別する図式、空間全体を統括する図式な
どが判明した。担当（pp.309～316）

31. 居住空間構成法と幼稚園児

1999年04月

日本建築学会計画系論
文集 518号

岡崎甚幸・柳沢和彦・難波絵美
居住空間構成法は筆者達が考案したものである。家
具、人形、モデュール化された各種の壁等、1/50の
ミニチュア模型を、60cm×90cmのホワイトボード上
に配置して生活空間を構成してもらい、それによっ
て制作者の図式を解明するものである。本論では24
人の幼稚園児に延べ40例の幼稚園の模型を制作して
もらい、原初的な「偏在」から始まり「室群統括」
へと構造化されていく、彼らの空間図式の発達的特
徴を解明した。担当（pp.313～320）

32. 居住空間構成法による幼稚園児の 共
空間図式の研究

1998年

箱庭療法学研究
２号

11巻

岡崎甚幸・難波美絵・柳沢和彦
居住空間構成法という治療可能性を持つ技法の紹介
、ならびに23人の幼稚園児に延べ38例の理想の幼稚
園を制作してもらうことにより判明した、幼稚園児
の制作過程や空間図式の特徴（偏在、一様分布、制
作者に対面する道具配置、枠の方向に沿った道具配
置、原初的な囲い、列状配置、家具による多様な場
の構成、囲いの萌芽としての様々な壁の使用、囲い
、および廊下のある構成）を述べた論文。担当（pp.
３～15）

33. 居住空間構成法と知的障害児

共

1997年06月

日本建築学会計画系論
文集 496号

岡崎甚幸・大井史江・山口直子・浦崎寿輝
居住空間構成法は筆者達が考案したものである。家
具、人形、モデュール化された各種の壁等、1/50の
ミニチュア模型を、60cm×90cmのホワイトボード上
に配置して生活空間を構成してもらい、それによっ
て制作者の図式を解明するものである。本実験では6
0人の知的障害児が理想の学校の模型を制作した。本
論では各模型とその制作者を分析することで、特徴
的な空間構成を明らかにし、それから潜在的な図式
を解明した。担当（pp.237～245）

共

2014年09月

日本建築学会大会建築 吉村裕子, 岡崎甚幸, 鈴木利友, 天畠秀秋
デザイン発表梗概集(近
畿), pp.280-281

2. コミュニティ衰退における社会的 共
変遷及び生活環境的要因 -堺市
東浅香山地域の実態調査-

2014年09月

日本建築学会大会学術
講演梗概集(近畿)都市
計画, pp.431-432

田中佑奈, 岡崎甚幸, 鈴木利友, 天畠秀秋

3. 広重の浮世絵の風景画に見られる 共
俯瞰景の投影法による分類

2014年09月

日本建築学会大会学術
講演梗概集(近畿), 都
市計画, pp.547-548

本田くるみ, 岡崎甚幸, 鈴木利友, 天畠秀秋

4. 都市の洞窟

共

2014年09月

日本建築学会大会建築 村上友理子, 岡崎甚幸, 鈴木利友, 天畠秀秋
デザイン発表梗概集(近
畿), pp.278-279

5. コーラ修道院の内ナルテクスにお 共
けるキリスト教絵画による空間構
成

2014年09月

日本建築学会大会学術
講演梗概集（近畿）

6. 藤原京、平城京、平安京の囲繞空 共
間の山並みと水系

2013年08月3 2013年度 日本建築学会 天畠秀秋, 岡﨑甚幸
0日
大会 学術講演梗概集
藤原京、平城京、平安京の囲繞空間を対象として、3
次元地形モデルを用いた山並みと水系の分析により
、以下が明らかになった。
① 藤原京、平城京、平安京の囲繞空間は、いずれも
以下の異なる特徴をもっていた。 藤原京は南側が高

共

その他
１．学会ゲストスピーカー
２．学会発表
1. 海上の楽園 -浮体式セミサブ型
構造を用いたリゾートホテル-

7

コーラ修道院の内ナルテクスにおける壁画の主題及
び配置による空間構成の分析を行い、それらによっ
て形成されている建築空間の意味を明らかにするこ
とを目的として、コーラ修道院の内ナルテクスの内
部合成写真を作成し、壁面装飾による空間構成を分
析した。コーラ修道院の内ナルテクスにおいて、南
ドームにおける「神としてのキリスト」及び北ドー
ムにおける「人としてのキリスト」の可視化により
、「キリストの両性」を表現する建築空間が壁画の
配置によって形成されていたと考えられる。
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く北側が低く、北側の耳成山が独立した山で北西と
北東は開けており、水を集めるために有効な地形で
はない。 平城京は南側に比べて北側が高いが、北側
の奈良山の標高が低いために後ろ三方が囲われてい
るとは言えず、水を集めるために有効な地形ではな
い。 平安京は後ろ三方が高い山に囲われているため
、南側に比べて北側が高く、南側に水を集めること
ができる地形である。
②畿内全域から見ると、平安京の囲繞空間である京
都盆地は、藤原京、平城京の囲繞空間である奈良盆
地に比べて、流れ込む水の流域面積が約9倍であり、
また地下水賦存量も多かった。
7. コーラ修道院のキリスト教絵画に 共
描かれた山の意味

2013年08月

日本建築学会大会学術
講演梗概集（北海道）

猪股圭佑，岡﨑甚幸
コーラ修道院における山の意味を明らかにすること
を目的として、建築空間の断面構成とキリスト教絵
画における山との関係の分析及び考察を行った。コ
ーラ修道院の内ナルテクス及びパレクリシオンのド
ームにはイコンが描かれ、その下のペンデンティブ
やルネットには神の世界と地上の世界の関わりを表
現する図像、天使、聖母マリアの象徴である梯子及
び契約の箱、そして山が描かれ、さらにその下には
聖母マリアの執り成しをもってキリストによる救済
を願う図像や献堂者達の墓室という断面構成になっ
ている。コーラ修道院の建築空間においても、山は
現実の世界と神の世界を繋ぐ場所としての意味をも
っていたと考えられる。

8. 新国会議事堂

共

2013年08月

日本建築学会大会建築 北岡敦子, 岡崎甚幸, 鈴木利友, 天畠秀秋
デザイン発表梗概集(北
海道) pp.192-193

9. クルアーンにみられるイスラーム 共
の自然観に関する研究

2013年08月

2013年度 日本建築学会 山口 彩, 櫻井美里, 天畠秀秋, 岡﨑甚幸
大会 学術講演梗概集

10. CEZANNEの表現手法を用いた空間
設計

共

2012年09月

日本建築学会大会建築 伊勢文音, 鈴木利友, 天畠秀秋, 岡崎甚幸
デザイン発表梗概集(東
海) pp.214-215

11. 平城京の囲繞空間と風水思想

共

2012年09月

2012年度 日本建築学会 天畠 秀秋、岡﨑 甚幸
大会 学術講演梗概集
3次元地形モデルを用いることにより、平城京の囲繞
空間の風景と風水思想における解釈の関係 を考察し
て以下のことを明らかにした。(1)第一次大極殿から
南方を見た風景は三方が山に囲われているが、北側
の奈良山は低い丘である。(2)朱雀大路の 基準とさ
れる越智岡丘陵の選定根拠が、風景の観点からは曖
昧である。(3)十字軸の基準が周辺の山との関係から
見い出せない。(4)平城京は、四神相応で あるとさ
れるが、奈良盆地全体で見ると、南側が高く風水思
想の理想的な囲繞空間の特徴と一致しない。

12. 子どもの発達と遊び空間

共

2012年09月

2012年度 日本建築学会 西田祥子, 岡﨑甚幸, 鈴木利友, 天畠秀秋
大会 学術講演梗概集(
建築デザイン)

13. オシオス･ルカス修道院のキリス 共
ト教絵画に描かれた山の類型－人
物との関係に着目して－

2012年09月

日本建築学会大会学術
講演梗概集(東海)

猪股圭佑，岡﨑甚幸
オシオス・ルカス修道院のキリスト教絵画を分析対
象とし、山の類型を抽出して、それら類型の意味を
明らかにし、コーラ修道院のキリスト教絵画におけ
る山の類型と比較考察した。その結果「人物を縁取
る山」「人物の横にある山+人物を縁取る山」という
2種類の山の類型が抽出された。オシオス・ルカス修
道院のキリスト教絵画において、コーラ修道院の場
合と同様に、山は特別な意味を持つ、現実の世界と
神の世界を繋ぐ場所だったと考えられる。

14. MOUNTAINS PAINTED IN CHRISTIAN 共
PAINTINGS IN THE MONASTERY OF
HOSIOS LOUKAS (査読付)

2012年07月

Archi-Cultural Transl
ations through the Si
lk Road, 2nd Internat
ional Conference, Muk
ogawa Women's Univers
ity, Nishinomiya, Jap
an, July 14-16, 2012

猪股圭佑，岡﨑甚幸，柳沢和彦
オシオス･ルカス修道院のキリスト教絵画に描かれた
山の類型を抽出することを目的として、分析及び考
察を行った。その結果「人物を縁取る山」「人物の
横にある山+人物を縁取る山」「人物の横にある山+
人物が入り込む山」という3種類の山の類型が抽出さ
れた。

15. RELATIONSHIPS BETWEEN FENG-SHU 共
I AND LANDSCAPES OF CHANGAN AN
D HEIJO-KYO

2012年07月

Archi-Cultural Transl
ations through the Si
lk Road, 2nd Internat
ional Conference, Muk
ogawa Women's Univers
ity, Nishinomiya, Jap
an, July 14-16, 2012

Hideaki Tembata, Shigeyuki Okazaki
This paper studies the relationships between th
e landscapes of Seoul and Kaesong and their int
erpretations based on Feng-Shui. In this study
we consider the visual relationships between ac
tual landscapes and interpretations based on Fe
ng-Shui using a three-dimensional terrain model
. Both Seoul and Kaesong have visually enclosed
spaces.

16. Typical Mountain Image of Tur 共
kish Students Based on Landsca
pe Montage Technique: Through

2012年07月

Archi-Cultural Transl Yanagisawa, K., Okazaki, S., & Dundar, M.
ations through the S
i lk Road, 2nd Intern
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Comparison with Japanese Stud
e nts(査読付)

at ional Conference,
Muk ogawa Women’s Un
iver sity, Nishinomiy
a, Ja pan, July 14-16
, 2012 , Proceedings,
pp105- 110.

17. Types of Rivers with Respect t 共
o Frame, Drawn by Schizophren
i c Patients Based on “Landsc
ap e Montage Technique”: Simi
lar ity to Traditional Japanes
e Sp ace(査読付)

2011年03月

Archi-Cultural Transl Yanagisawa, K., & Okazaki, S.
ations through the Si
lk Road, 1st Internat
ional Conference, Bah
cesehir University, I
stanbul, Turkey, Marc
h 16-18, 2011, Procee
dings, pp117-122

18. Mountains Painted in Christian 共
Paintings in the Chora Church
(査読付)

2011年03月

Archi-Cultural Transl I nomata, K., Okazaki, S., & Yanagisawa, K.
ations through the Si
lk Road, 1st Internat
ional Conference, Bah
cesehir University, I
stanbul, Turkey, Marc
h 16-18, 2011, Procee
dings, pp67-72.

19. 統合失調症者の居住空間構成法

共

2008年10月

日本箱庭療法学会第22 柳沢和彦, 岡崎甚幸
回大会発表論文集, pp1
11-112

20. 統合失調症者の風景構成法におけ 共
る川の類型

2008年09月

日本建築学会大会学術 柳沢和彦, 岡崎甚幸
講演梗概集(中国)F-2 ,
pp575-576

21. 京都の都市景観と現代建築のデザ 単
イン

2008年03月

22. 甲子園会館（旧甲子園ホテル）に 共
おける歩行時の注視行動の特性

2007年08月

鈴木利友, 岡崎甚幸

23. 精神病者の風景構成法における 共
川 の類型-健常者の風景構成法と
の 比較より-

2005年09月

日本建築学会大会学術 柳沢和彦, 岡崎甚幸
講演梗概集(近畿)E-1 ,
pp1173-1174

24. 非建築系学生による空間構成過程 共
の類型 －帰納論理プログラミン
グを用いた居住空間構成法による
空間構成過程の研究 その４－

2005年09月

杉浦徳利, 岡崎甚幸

25. キリスト教絵画を通してみた西欧 共
における自然描写の変遷

2004年08月

猪股圭佑, 岡崎甚幸, 柳沢和彦

26. 視覚的特徴から見たソウルの坐向 共
論議 －CG地形モデルを用いた風
水空間の視覚的特徴に関する研究
その2－

2004年08月

鏡千恵子, 岡崎甚幸, 柳沢和彦, 天畠秀秋

27. ソウルの囲繞空間の視覚的特徴
共
－CG地形モデルを用いた風水空間
の視覚的特徴に関する研究 その
1－

2004年08月

天畠秀秋, 岡崎甚幸, 柳沢和彦, 鏡千恵子

28. 建築系学生による空間構成過程の 共
類型 -帰納論理プログラミングを
用いた居住空間構成法による空間
構成過程の研究 その3

2004年08月

杉浦徳利, 岡崎甚幸

29. 駅前市街地における注視対象と注 共
視行動 －街路における探索歩行
時の注視に関する研究 その２－

2004年08月

池應れいか, 岡崎甚幸, 鈴木利友

30. 駅前市街地における仮設サインと 共
アイカメラをもちいた探索歩行実
験 －街路における探索歩行時の
注視に関する研究 その１－

2004年08月

鈴木利友, 岡崎甚幸, 池應れいか

31. キリスト教絵画を通してみた西欧 共
における自然描写の変遷

2004年08月

32. 建築系および非建築系グループに 共
固有な空間構成過程の特徴 －帰
納論理プログラミングを用いた居
住空間構成法による空間構成過程
の研究 その１－

2003年09月

日本建築学会大会学術
講演梗概集(北海道)

猪股圭佑，岡﨑甚幸，柳沢和彦
西欧の自然描写の変遷を明らかにすることを目的と
して、キリスト教絵画における背景表現の分析を行
った。分析を通して、１３世紀末から１５世紀前半
を過渡期とする、黄金地を特徴とした背景表現から
自然描写を特徴とした背景表現へ、という変化があ
ることがわかった。
横田隆志・岡崎甚幸・杉浦徳利
建築デザインの教育を受けた建築系学生14人、およ
び建築デザインの教育を受けていない非建築系学生1
4人に対して、居住空間構成法の実験を行った。そし
て帰納論理プログラミングの一つであるProgolを用
いて、実験で得られた空間構成過程を分析すること
によって、建築系および非建築系グループにそれぞ
れ固有な諸特徴を導いた。
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33. 社寺参詣曼荼羅における山の類型 共
化 －社寺参詣曼荼羅における自
然要素の描画に関する研究－

2003年09月

上野達哉・柳沢和彦・岡崎甚幸
社寺参詣曼荼羅を、最も頻出する自然要素である山
の描かれ方に着目して分析した。その結果「近景の
山」「遠景の山」「近景の山の上に遠景の山が乗る
もの」「山型表現の山」という４種の山の類型を抽
出した。また、川の分類とあわせて分析した結果、
遠景の山に縦の川、近景の山に横の川という、社寺
参詣曼荼羅の２つの特徴的な風景構成を見い出した
。

34. 川別に見た山の構成の発達的特徴 共
－幼稚園児から大学生までの風
景構成法における山の構成につい
て その３－

2003年09月

猪股圭佑・柳沢和彦・原祥子・岡崎甚幸
風景構成法における山の構成を、川の類型別に分析
した。その結果、水平の川では「川にのる山」が多
く、斜め、垂直、先細りの川では「上方の山」が多
くなること、斜め、垂直の川では「下枠にのる山」
が若干増加する傾向にあり、「川にのる山」も「下
枠にのる山」も基本的には「基底線にのる山」とみ
なすことができることが分かった。また山の構成の
発達的変容が、川の構成の発達的変容と対応してい
ることが明らかとなった。

35. 学年別に見た山の構成の発達的特 共
徴 －幼稚園児から大学生までの
風景構成法における山の構成につ
いて その２－

2003年09月

原祥子・柳沢和彦・猪股圭佑・岡崎甚幸
風景構成法における山の構成の発達的特徴を、「枠
」と山との関係、山と山との関係に着目して分析し
た。その結果、幼稚園児や小学校低学年においては
「下枠にのる山」「川にのる山」がより多く見られ
るが、学年が進むにつれてそれら両者は減少し、中
学生以降では「上方の山」が９割以上を占めるとい
う、山の構成に関する発達的な変容の様子が明らか
になった。

36. 箱庭療法と風景構成法と居住空間 共
構成法の位置づけ －幼稚園児か
ら大学生までの風景構成法におけ
る山の構成について その１－

2003年09月

柳沢和彦・猪股圭佑・原祥子・岡崎甚幸
箱庭療法、およびこれをヒントに考案された居住空
間構成法や風景構成法の位置づけに関する考察を行
い、これまで行ってきた空間図式に関する一連研究
の位置づけを確認しようとした。その結果、これら
の技法による作品は、おおよそ、居住空間構成法、
風景構成法、箱庭療法の順に、構成的特徴が優位な
ものから主題的特徴が優位なものへと移っていくこ
とが明らかになった。

37. 建築系および非建築系グループの 共
空間構成過程の対照性 －帰納論
理プログラミングを用いた居住空
間構成法による空間構成過程の研
究 その２－

2003年09月

杉浦徳利・岡崎甚幸・横田隆志
Progolにより抽出された、建築系および非建築系グ
ループの空間構成過程の分類規則を比較し、その対
照性を明らかにした。また、学習による情報の圧縮
率および予測分類精度を比較した結果、建築系グル
ープでは多くの局面でパターンが発生するが、パタ
ーンが多様なため予測分類し難いこと、非建築系グ
ループではパターンが発生する局面が少ないが、パ
ターンのバリエーションが少ないため比較的予測分
類し易いことが分かった。

38. 集団の探索行動における会話の分 共
類 －情報交換を伴う探索行動に
関する研究 その５－

2003年09月

天畠秀秋・鈴木利友・岡崎甚幸
仮想迷路における８人の集団による探索行動実験で
各被験者が交わした膨大な会話を、質問と回答、お
よび主語や述語の種類に着目して分類した。また空
間を言語化し、述語を具体化する言葉を場の記号と
定義し、その種類を調査した。その結果、話し手と
聞き手の身体が同じ空間にいる状況では、互いの身
体の位置関係に依存する表現が多く用いられること
を明らかにした。

39. 集団の探索行動における会話の類 共
型化 －情報交換を伴う探索行動
に関する研究 その６－

2003年09月

鈴木利友・岡崎甚幸・天畠秀秋
集団の探索行動実験において多くの被験者が交わす
会話は、質問と回答、主語、場の記号、格、述語に
よって構成される限られた組み合わせに類似化でき
ることを示した。また、その使われ方は話し手の行
動や状態と密接に関係しつつ変化することなどを明
らかにした。

40. 仮想迷路における集団の探索行動 共
実験で見られた会話の分析

2003年05月

鈴木利友・岡崎甚幸
マルチユーザ型仮想現実空間を用いて、８人の集団
が目的地を協力し合いながら探索する実験を行った
。そこで見られた膨大な会話を、主語、場の記号、
格および述語によって構成されるものととらえて分
析した。その結果、本実験のように話し手と聞き手
が同じ空間を共有する状況では、互いの身体の位置
関係に依存する場の記号が会話に多く現れること、
多くの者が共通して用いる会話は限られた数にパタ
ーン化できることを明らかにした。

41. 広重の風景版画の川による構成分 共
類 －幼稚園児から大学生までの
風景構成法との比較から－

2002年09月

岡崎甚幸・柳沢和彦
本論の目的は、風景構成法で得られた「枠」に対す
る川の類型化の知見に基づきながら、広重の風景版
画において「枠」に対する川の類型を抽出し、その
空間構成の特徴を明らかにすることである。分析の
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結果、「彼岸なしの川」「此岸なしの川」「左右の
枠を結ぶ川」「下枠と横枠を結ぶ川」「地平線と下
枠を結ぶ川」など７種類の川の類型を抽出し、各川
毎に広重の空間構成の特徴を明らかにした。
42. 居住空間構成法による空間構成過 共
程の研究 －その２ 空間構成過
程の類似度に基づく作品のクラス
タリング－

2002年09月

杉浦徳利・岡崎甚幸・須貝成芳
帰納論理プログラミングにより発見された規則を利
用して、居住空間構成法による空間構成過程類をク
ラスタリングする方法を提案した。この手法を用い
て、幼稚園児の空間構成過程をクラスタリングした
結果、「壁や間仕切を多用し、比較的多くの道具を
規則的に関係づけるグループ」「家具、植物、屋外
物を幾何学的に関係付けずに互いに独立して配置す
るグループ」などの３類型が得られた。

43. 茶室露地における飛石歩行実験の 共
方法 －茶室露地における飛石歩
行の際の注視行動 その１－

2002年08月

原祥子・中村祐記・岡崎甚幸・鈴木利友
歩行者の注視行動の観点から、茶室露地における飛
石の規制の影響を解明することを目指した。そのた
め飛石の正しい歩き方を知らない被験者がアイカメ
ラを装着し、飛石の歩き方を何も教示しない状況で
露地を３回歩行し、飛石の歩き方を教示した後で同
じ露地を再び３回歩行する実験を行った。その結果
、飛石の歩き方を教示することによって、歩行軌跡
だけでなく注視行動をも変化することがわかった。

44. 飛石に従って歩行した時の注視行 共
動の特性 －茶室露地における飛
石歩行の際の注視行動 その２－

2002年08月

中村祐記・原祥子・岡崎甚幸・鈴木利友
飛石の歩き方を教示することにより、短時間注視が
減少し長時間注視が増加すること、身体側方への注
視が減少し身体正面への注視が増加すること、３個
先の飛石へと注視が集中すること、植栽への注視が
減少し添景物への注視が増加すること、役石ごとに
分節化された注視行動によって露地が捉えるように
なることが明らかになり、歩行者の注視行動が確実
に変化することが示された。

45. 能動的移動実験と受動的移動実験 共
の方法について －迷路内での能
動的探索歩行と車椅子による受動
的移動における注視行動の比較に
関する研究（その１）－

2002年08月

猪股圭佑・須貝成芳・岡崎甚幸・鈴木利友
能動的移動および受動的移動時の注視行動の違いを
明らかにするため、アイカメラを装着した被験者が
迷路内を探索歩行する実験と、実験者が押す車椅子
に乗って迷路内を移動する実験を行った。経路選択
を誤った回数および実験後に描画した地図の比較か
ら、能動的に探索歩行を行った被験者の方が、受動
的に移動した被験者よりも経路をよりよく学習して
いることを確認した。

46. 能動的移動と受動的移動における 共
注視行動の比較 －迷路内での能
動的探索歩行と車椅子による受動
的移動における注視行動の比較に
関する研究（その２）－

2002年08月

須貝成芳・岡崎甚幸・鈴木利友・猪股圭佑
能動的探索歩行では試行を重ねると経路を学習し注
視が流動的になるが、受動的移動では経路をよく学
習し注視が流動的になる被験者と、経路をあまり学
習せず注視が散発的になる被験者が見られた。また
能動的探索歩行では頭部や身体よりも先に注視が進
行方向へ向くが、受動的移動では、身体や頭部が回
転した直後に注視が同じ方向に移動する現象や、身
体が回転している間に注視が逆方向に移動する現象
が見られた。

47. ８人での探索行動実験の概要およ 共
び誘導に用いられた言葉 －情報
交換を伴う探索行動に関する研究
その３－

2002年08月

鈴木利友・岡崎甚幸・天畠秀秋
これまで４人の被験者からなる集団による探索行動
実験を行ってきたが、より大人数の集団が経路を探
索し、他者を誘導していく際の集団行動を明らかに
することを目指し、８人の被験者からなる集団で実
験を行った。吸着誘導は早くゴールを発見した被験
者ほど多く用いる傾向があるが、指示誘導はそのよ
うな傾向が明確に現れず、むしろ被験者間の個人差
が大きいことが分かった。

48. 探索行動実験後における地図およ 共
び風景描画の特徴 －情報交換を
伴う探索行動に関する研究 その
４－

2002年08月

天畠秀秋・鈴木利友・岡崎甚幸
競合協調型の探索行動実験終了後に被験者が描いた
地図や風景について考察した。その結果、男性は空
間の形状や方向を手がかりにして経路を覚える人が
多いのに対し、女性は壁に貼られたサインを手がか
りにする人が多く、明らかな性差が認められること
、本実験のような迷路空間の場合は、印象に残る風
景として、壁に貼られたサインを挙げる人が多いこ
とを明らかにした。

49. 一視点の風景画における注視行動 共
－アイカメラによる日本の風景
画鑑賞時における構図と注視行動
の関係に関する研究 その１－

2002年08月

守山敦子・岡崎甚幸・柳沢和彦・呉怡貞
「一点に収束する」「一点に収束しない」「一点に
収束せず重なりをもつ」という異なる構図的特徴を
もつ一視点の日本の風景画を、アイカメラを装着し
た被験者に鑑賞してもらう。本論では、各風景画に
おける注視行動の特徴を解明し、一視点の風景画で
は、３種類の構図の違いが注視行動に大きく影響す
ることが明らかとなった。

50. 多視点の風景画における注視行動 共
－アイカメラによる日本の風景

2002年08月

呉怡貞・岡崎甚幸・柳沢和彦・守山敦子
「直投影で立面的」「俯瞰的」「斜投影で俯瞰的」
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２．学会発表
画鑑賞時における構図と注視行動
の関係に関する研究 その２－

という異なる構図的特徴をもつ多視点の日本の風景
画を、アイカメラを装着した被験者に鑑賞してもら
う。本論では、各風景画における注視行動の特徴を
解明し、多視点の風景画では、構図よりも絵画要素
の配置の仕方や色調が、注視行動に大きく影響する
ことが明らかとなった。

51. 神社を扱った社寺参詣曼荼羅にお 共
ける自然要素の描画に関する研究
－社寺参詣曼荼羅における川の
類型化－

2002年08月

上野達哉・岡崎甚幸・柳沢和彦
本論では、神社に関する参詣曼荼羅32幅を対象とし
、それらからの中世日本人の空間図式の解明を目的
とする。川、山という自然要素の描画の分析から、
描かれた川は「縦に流れる川」「横に流れる川」「
途切れる川」の３タイプに分けることができた。そ
して、その類型に基づきながら、絵図にみられる川
、山、神社境内による画面構成の特徴を明らかにし
た。

52. 帰納論理プログラミングを用いた 共
風景画の鑑賞時における注視行動
の分析

2002年08月

杉浦徳利・岡崎甚幸・守山敦子
アイカメラを装着して、一点透視図法に従った風景
画、多視点で表現された風景画、および一点透視図
と多視点的な表現を融合した風景画をそれぞれ鑑賞
する実験を行った。帰納論理プログラミングを用い
て、各風景画に固有な注視行動の規則を抽出した。
得られた規則をもとに、注視行動の個人差、注視点
の移動距離、サッカードのなす角度という観点から
、３つの風景画における注視行動の特徴の関係を整
理することが出来た。

53. 居住空間構成法とピアジェ型実験 共
との比較

2002年08月

柳沢和彦・岡崎甚幸
本論は、ピアジェ再考の一研究として、幼稚園児の
居住空間構成法とピアジェ型実験とを比較し、両者
の対応関係を明らかにすることを目的とする。比較
の結果、居住空間構成法の方が多様な空間図式を取
り出しうることが判明し、基本的にピアジェ型実験
は、日常生活に基づく子どもの空間図式の解明には
結びつきにくいのではないか、ということが考察さ
れた。

54. 迷路空間における移動方法と注視 共
行動の関係に関する研究 －能動
的探索歩行と車椅子による受動的
移動の比較を通して－

2002年05月

鈴木利友・須貝成芳・岡崎甚幸
能動的移動および受動的移動時の注視行動の違いを
明らかにするため、アイカメラを装着した被験者が
迷路内を探索歩行する実験と、実験者が押す車椅子
に乗って同じ迷路を移動する実験を行った。その結
果、能動的探索歩行では試行を重ねると経路を学習
し注視が流動的になるが、受動的移動では経路をよ
く学習し注視が流動的になる被験者と、経路をあま
り学習せず注視が散発的になる被験者が見られるこ
となどが明らかになった。

55. 廊下及び階段歩行時における有効 共
視野

2002年05月

吉岡陽介・岡崎甚幸
日常の生活空間を歩行する時、視野内において有効
に活用されている範囲は、歩行者が直面している歩
行局面ごとに、固有な方向への異方性を持っている
と思われる。この有効活用されている視野範囲の形
状を定量的に検証するため、制限視野法を用いた歩
行実験を行った。その結果、歩行時における視野範
囲は、歩行局面ごとに特定の方向への異方性を持つ
こと、また歩行全般を通して耳側方向への異方性を
もつことが分かった。

56. ILPを用いた風景画の鑑賞時にお
ける注視行動パターンの発見

共

2002年05月

杉浦徳利・守山敦子・岡崎甚幸
アイカメラを装着して、一点透視図法に従った風景
画、および一点透視図と日本独自の多視点的な表現
を融合した風景画を鑑賞する実験を行った。帰納論
理プログラミングを用いて、実験で得られた注視行
動のデータ分析した結果、注視点の移動距離、サッ
カードのなす角度などの特性において両風景画の注
視行動の対照性を導出できた。

57. 仮想地下鉄駅舎における注視行動 共
の特性 －現実及び仮想現実地下
鉄駅舎での探索歩行における注視
と歩行行動 その２－

2001年09月

須貝成芳・鈴木利友・中村祐記・岡崎甚幸
仮想地下鉄駅舎における探索歩行時の注視行動を、
現実地下鉄駅舎での探索歩行時と比較、考察した。
その結果、仮想地下鉄駅舎における探索歩行では、
現実地下鉄駅舎と比較して床への注視が多いこと、
遮蔽縁付近への斜交い注視が少ないこと、サインへ
の注視行動が現実空間とは異なること、画面上の注
視点は固定しているが画面上の風景が急激に変化す
ることにより相対的に注視対象が変化する現象が生
じることが明らかになった。

58. 現実及び仮想地下鉄駅舎における 共
探索歩行実験の概要 －現実及び
仮想現実地下鉄駅舎での探索歩行
における注視と歩行行動 その１
－

2001年09月

中村祐記・鈴木利友・岡崎甚幸・須貝成芳
現実及び仮想地下鉄駅舎でアイカメラを装着した被
験者による探索歩行実験を行った。現実地下鉄駅舎
では、被験者は列車を降りてホーム上のサインで出
口４を探し、その出口へと向かった。仮想地下鉄駅
舎の実験では、被験者はVRMLによって構築した仮想
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今出川駅舎内で、キーボードを操作することによっ
て同様に歩いた。仮想地下鉄駅舎におけるサインの
可読距離を現実地下鉄駅舎と同じにするために、サ
インの文字の修正を行った。
59. 階段下り歩行実験で見られる注視 共
行動の特徴 －階段歩行時の注視
行動に関する研究 その３－

2001年09月

上野達哉・岡崎甚幸・鈴木利友・呉怡貞
階段下り歩行実験では、階段下り歩行時であるか平
面歩行時であるかによる注視行動の違いが明確でな
い。壁遮蔽縁とその手前に階段が見える場合はシー
ンや被験者によるばらつきが大きく、床または天井
の遮蔽縁と階段が見える場合は注視が垂直方向に往
復する。階段が床遮蔽縁の奥に隠されていて見えな
い場合は注視が床遮蔽縁に集中し、壁遮蔽縁の奥の
みに階段が見える場合には壁遮蔽縁、階段下り口へ
の注視が多い。

60. 階段上り歩行実験で見られる注視 共
行動の特徴 －階段歩行時の注視
行動に関する研究 その２－

2001年09月

呉怡貞・岡崎甚幸・鈴木利友・上野達哉
階段上り歩行実験では、階段上り歩行時であるか平
面歩行時であるか、次の踊り場が床遮蔽縁で隠され
ているかどうか、前方に壁遮蔽縁が見えるかどうか
によって、注視行動が変化する。また階段上り歩行
時は、歩行者が現在階段のどの場所に立っているの
かによって、平面歩行時は直進しながら階段に接近
するのか、曲がり角を曲がりながら階段に接近する
のかによっても、注視行動が変化する。

61. 地下鉄駅舎出入口におけるアイカ 共
メラを用いた階段歩行実験 －階
段歩行時の注視行動に関する研究
その１－

2001年09月

鈴木利友・岡崎甚幸・呉怡貞・上野達哉
階段歩行時の注視行動を明らかにするために、アイ
カメラを装着した被験者が地下鉄駅舎出入口の階段
を上る実験と下る実験を行った。そして両実験で見
られた注視を、注視場所に着目して分類した。階段
歩行時の注視には、遮蔽縁付近への注視である斜交
い注視、階段の最下段および最上段のエッジ付近へ
の注視である階段上り口・下り口注視、およびコー
ナー注視、壁面・階段・床面・天井面注視があるこ
とが分かった。

62. 視覚的注意の異方性を調べるため 共
の制限視野実験方法の開発 －廊
下および階段歩行時における視覚
的注意の広がりに関する研究 そ
の１－

2001年09月

一色高志・吉岡陽介・岡崎甚幸
制限視野マスクを開発して歩行実験を行い、歩行時
における周辺視の役割の解明を試みてきた。しかし
周辺視野の範囲は非常に広く、その全域が常に一様
な役割を持っているわけではない。人間が日常の生
活空間を歩行する際、環境に対して向けられる視覚
的注意の広がりは上下左右に異方性をもっていると
推察される。そこで制限視野マスクを改良し、歩行
局面ごとの視覚的注意の異方性を特定するための実
験方法を確立した。

63. 幼稚園児から大学生までの風景構 共
成法の発達的特徴 －風景構成法
による空間図式の研究 その１－

2001年09月

守山敦子・岡崎甚幸・柳沢和彦
風景構成法による空間図式の解明を目的として、幼
稚園児から大学生までの1041名を対象に風景構成法
を実施した。そして風景構成法の特徴である「枠づ
け」に着目し、最初に描かれる川が「枠」に対して
如何なる形式をとるのかを分析した。その結果、15
種類の「川」の類型を抽出した。さらにそれらの川
の類型に基づいて、空間構成の発達の変容を明らか
にした。

64. 風景構成法から見た広重の風景画 共
－風景構成法による空間図式の
研究 その２－

2001年09月

柳沢和彦・岡崎甚幸・守山敦子
本論では、広重の風景画の空間構成を、風景構成法
の視点から分析・解明することを目的とする。広重
の「東海道五十三次」「木曽街道六十九次」「名所
江戸百景」のうち、「川」が描かれた計167作品を対
象とする。広重の風景画においても「枠」に対して
「川」が如何なる形式をとるのかを分析した結果、
「此岸なしの川」「下枠と横枠を結ぶ川」「地平線
と下枠を結ぶ先細りの川」など10種類の「川」の類
型を抽出した。

65. 帰納論理プログラミングを用いた 共
建築空間の構成過程の分析

2001年09月

杉浦徳利・岡崎甚幸
建築を専攻する学生および建築とは無関係の学生に
対して居住空間構成法の実験を行った。実験で得ら
れた空間構成過程のデータを機能論理プログラミン
グシステムの一つであるProgolを用いて分析した結
果、層状の構成、物体の非隣接による構成、被験者
に直交する構成（建築グループ）、被験者に正対す
る構成、物体の隣接による構成（非建築グループ）
等の両グループの空間把握の違いを表すパターンを
抽出することができた。

66. 各歩行場面における視覚的注意の 共
異方性 －廊下および階段歩行時
における視覚的注意の広がりに関
する研究 その２－

2001年09月

吉岡陽介・一色高志・岡崎甚幸
日常の生活空間を歩行する時に、選択的に活用され
ている視野範囲を調べるため、制限視野法を用いた
歩行実験を行った。その結果、歩行時における視野
範囲は、階段や曲がり角など、歩行局面ごとに特定
の方向への異方性を持ち、また歩行全般を通して耳
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側方向への異方性をもつことが分かった。また複数
の環境情報を同じ活用範囲で捉えることによって、
より安定した歩行が可能になっていることも推察さ
れた。
67. 風景構成法の川による構成分類
共
－幼稚園児・小学生・大学生の作
品による空間論的検討－

2000年10月

岡崎甚幸・柳沢和彦
本論では、幼稚園児、小学生、大学生の風景構成法
の作品について、特に「川」の類型を基準として分
類を行った。そして、そこで得られた空間構成の基
準が、日本の伝統的な絵画や庭の構成、セザンヌな
どの現代絵画の構成、山水画の構成など、言わゆる
「非透視図」構成と類似することを指摘し、それら
の意味についての考察を行った。

68. 羅列および水平の川による構成
－小学生の風景構成法について
その１－

共

2000年09月

高橋ありす・岡崎甚幸・柳沢和彦
小学生に風景構成法を実施し、「川」の類型及び作
品構成の全体的な特徴を考察した。本論は、「羅列
」及び「水平の川」による構成を報告するものであ
る。「羅列」では、アイテム間に関係が見られずほ
ぼ教示順にアイテムが羅列される。「此岸なしの川
」は枠が川の下縁になっているものである。断面的
な表現、上下で奥行きが感じられるような層的構造
などが見られる。「枠から離れた水平の川」では、
層的構造が明確になる。

69. 廊下及び階段歩行時における行動 共
特性に関する研究 －制限視野下
での行動特性に関する研究 その
２－

2000年09月

吉岡陽介・岡崎甚幸・黒岩将人・一色高志
通常視野実験と制限視野実験の結果の比較を行った
。制限視野下では、通常視野下と比較して、階段下
り歩行時の平均歩行速度が遅くなること、壁と床の
境界付近を多く注視するようになること、足や手が
アンダーリーチングになること、角を曲がる時大回
りすることなどが明らかになった。以上から周辺視
には、身体と環境との間の正確な距離や位置関係の
把握を助ける役割があることが分かった。

70. 歩行行動特性を調べるための実験 共
方法及び記述法の開発 －制限視
野下での行動特性に関する研究
その１－

2000年09月

一色高志・岡崎甚幸・黒岩将人・吉岡陽介
アイカメラを装着して廊下および階段を歩く通常視
野実験と、新しく開発した制限視野マスクを装着し
て同じ場所を歩く制限視野実験を行った。制限視野
マスクは被験者の両眼の前に開口があり、前方の風
景を小型カメラによって撮影する。このマスクによ
って、被験者の視野を制限した状態での歩行実験が
可能になった。また、通常視野実験における注視点
の移動と、制限視野実験における視野の移動を記述
し、比較する方法も開発した。

71. 仮想迷路探索行動実験でみられる 共
行動 －情報交換を伴う探索行動
に関する研究 その２－

2000年09月

鈴木利友・岡崎甚幸・前田昌亮・伊藤明宏
情報交換を伴う探索行動実験中にみられる行動を、
その歩行行動や会話に着目して分類した。各被験者
の行動は、目的地発見前と発見後、競合協調型の実
験と協調型の実験で違いがあるほか、個人差も大き
い。目的地発見前は環境や情報交換、発見後は他者
との位置関係、内的要因によって行動が遷移するこ
とが多い。目的地共同探索行動を多くとる被験者は
より積極的に情報交換を行い、実験後に迷路の地図
をより正確に描画できる。

72. ネットワークを用いた仮想迷路探 共
索行動実験 －情報交換を伴う探
索行動に関する研究 その１－

2000年09月

前田昌亮・鈴木利友・岡崎甚幸・伊藤明宏
他の歩行者との情報交換が探索歩行に果たす役割を
実証的に解明することを目指し、仮想現実空間内で
複数の歩行者が自由に情報交換しながら探索歩行可
能なFreeWalk-VRMLを開発し、実験を行った。実験は
、４人の同一被験者群に対し、２人ずつが組になり
他の組と競争して目的地を探索する競合協調型の実
験と、４人の被験者が協調して目的地を探索する協
調型の探索歩行実験を行った。

73. 居住空間構成法による空間構成過 共
程の研究 －その１ 空間構成過
程の記述法と規則の抽出方法－

2000年09月

須貝成芳・岡崎甚幸・杉浦徳利
帰納論理プログラミングの一種であるprogolを用い
て、居住空間構成法による空間構成過程における道
具配置の規則を抽出するための手法を提案した。道
具を配置する行為を道具の種類、角度、道具が配置
された時期、位置、道具間の幾何学的関係、道具の
種類ならびに幾何学的関係の具体－抽象関係により
、空間構成過程を定式化した。これにより、特徴的
な形態が生成される過程を表す道具配置の規則を抽
出可能にした。

74. 垂直および斜めの川による構成
－小学生の風景構成法について
その２－

2000年09月

柳沢和彦・岡崎甚幸・高橋ありす
小学生の風景構成法では水平の川による構成の後に
垂直の川や斜めの川が出現する。本論は垂直及び斜
めの川について考察するもので「左右の枠を結ぶ斜
めの川」「隅の川」「途切れた川」「垂直に立つ川
」「上下の枠を結ぶ斜めの川」「上枠と横枠を結ぶ
川」「下枠と横枠を結ぶ川」「下枠と横枠を結ぶ先
細りの川」「山から流れ出す川」という９つの類型

共
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を抽出し、その際の作品構成の特徴を明らかにした
。
75. 迷路内探索歩行における注視行動 共
モデルの研究

2000年09月

今村元信・岡崎甚幸・増田博雄・中村祐記
アイカメラを装着した被験者による迷路内探索歩行
実験の結果から明らかになった、環境や身体運動と
注視行動の関係に基づき、VRML及びJAVA言語を用い
て注視行動に関するシミュレーションモデルを構築
した。シミュレーションの結果を探索歩行実験の結
果と比較することによって、このシミュレーション
モデルが、実験で観察できた多くの注視行動特性を
再現できることを確認した。

76. 廊下及び階段における制限視野歩 共
行実験による行動特性 －アイカ
メラを用いた通常視野歩行実験と
の比較を通して－

1999年12月

黒岩将人・鈴木利友・増田博雄・柳沢和彦・岡崎甚
幸
アイカメラを装着して廊下および階段を歩く通常視
野実験と、周辺視野を制限するマスクを装着して同
じ場所を歩く制限視野実験の結果の比較を行った。
その結果、制限視野下では、通常視野下と比較して
、階段下り歩行時の所要時間が最も増加すること、
視線が下向きになり床と壁の境界付近を捉えるよう
になること、曲がり角で大回りをすること、アンダ
ーリーチングになること、階段上り歩行時に足を擦
らせて歩くことなどが分かった。

77. 探索歩行時における注視と歩行行 共
動の特性に基づくシミュレーショ
ンモデルに関する研究

1999年12月

増田博雄・北濱亨・鈴木利友・黒岩将人・柳沢和彦
・岡崎甚幸
実験用迷路での探索歩行実験における注視と歩行の
関係を分析し、VRML及びJAVA言語を用いてシミュレ
ーションモデルを構築した。このシミュレーション
モデルを実験用迷路に適用し、被験者の注視行動が
再現できていることを示した。またこのモデルを別
の巨大迷路にも適用し、そこで生じる注視行動の多
くの部分を再現できていることを示すとともに、再
現できなかった行動についてモデルの改良を行った
。

78. 協調的情報交換による知識共有プ 共
ロセス －仮想迷路空間における
情報交換を伴う探索歩行に関する
研究 その２－

1999年12月

伊藤明宏・鈴木利友・増田博雄・黒岩将人・岡崎甚
幸
各被験者が最適と考えるゴールに到達するため協調
的に情報交換を行い、合意を形成するプロセスを明
らかにするため、属性が異なる複数のゴールがある
仮想迷路空間で、３人の被験者による探索歩行実験
を行った。その結果、協調行動を生じやすくするに
は、ゴールの選択が容易であることが必要で、その
ためには環境条件が単純であること、環境情報を他
者に容易に伝えられること、リーダーが存在するこ
とが有効であることが分かった。

79. 探索歩行における協調行動の分析 共
－仮想迷路空間における情報交
換を伴う探索歩行に関する研究
その１－

1999年12月

鈴木利友・伊藤明宏・増田博雄・黒岩将人・柳沢和
彦・岡崎甚幸
複数の被験者が同時に探索歩行が可能なマルチユー
ザ型システムを構築した。そして被験者３人のアバ
タが同じ場所からスタートし、同じゴールに集合す
る実験を行った。その結果、被験者どうしの情報交
換は十字路で行われることが多いこと、仮想現実空
間内で相手の表情が確認できないシステムでは、ア
バタと被験者との対応関係の確認を目的とした情報
交換が発生することなどが明らかになった。

80. 居住空間構成法について

共

1999年10月

岡崎甚幸・柳沢和彦
これまでに我々は、居住空間構成法という技法を用
いて、様々な被験者に理想の居住空間の模型を制作
してもらった。その数は、精神病者44例（分裂病者3
0例）、小学生22例、知的障害児60例、幼稚園児69例
である。本論では、それらの代表的な事例を報告す
るとともに、居住空間構成法という方法論の可能性
について考察を行った。

81. 地下鉄駅舎の特徴的な場面におけ 共
る注視と歩行行動 －地下鉄駅舎
における探索歩行に関する研究
その１－

1999年09月

徳永貴士・中村真悟・伊藤明宏・鈴木利友・岡崎甚
幸
日常生活空間の一例として、京都市地下鉄烏丸線と
東西線の駅舎で探索歩行実験を行い、アイカメラと
ビデオカメラにより歩行者の注視、頭、身体の動き
を録画した。そしてこれらの映像を用いて注視行動
解析図を作成し詳細に分析した。本論では地下鉄駅
舎における探索歩行に特徴的な場面として、広い空
間の探索や、サインへの注視を取り上げ、これらの
場面における注視、頭の動きや歩行軌跡について考
察を行った。

82. 仮想地下鉄駅舎内での探索歩行に 共
おける注視と歩行行動 －地下鉄
駅舎における探索歩行に関する研
究 その２－

1999年09月

中村真悟・伊藤明宏・鈴木利友・徳永貴士・岡崎甚
幸
コンピュータによって構築した仮想地下鉄駅舎にお
ける探索歩行時の注視行動と歩行行動、さらに両者
の関係を明らかにする。注視行動はアイカメラで調
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査し、歩行行動は自動的に記録できるようにし、こ
の両者を解析する。本論では、降車直後、新しい空
間への進入、階段の発見、階段への進行、階段への
進入、Ｕターンといった、特徴的な場面での注視点
の動きと歩行軌跡の特性について考察した。
83. 仮想および現実地下鉄駅舎におけ 共
る注視行動の比較 －地下鉄駅舎
における探索歩行に関する研究
その３－

1999年09月

鈴木利友・中村真悟・徳永貴士・伊藤明宏・岡崎甚
幸
仮想地下鉄駅舎における探索歩行実験中の注視行動
について、現実の地下鉄駅舎で同様に実施した実験
結果との比較を行った。仮想地下鉄駅舎における平
均注視時間は、現実の地下鉄駅舎の約1.7倍であり、
このうちサインを見ているときのみの平均注視時間
を比較すると約1.3倍である。誘導サインに対する平
均注視時間は大きな差がないが、記名サインに対す
る平均注視時間は仮想地下鉄駅舎の方が大きい。

84. 原初的から構成的萌芽への段階
共
－幼稚園児の風景構成法について
その２－

1999年09月

阿部麻衣子・岡崎甚幸・柳沢和彦・高橋ありす
幼稚園児の風景構成法は四つの構成段階に分けるこ
とができる。本論ではその中で、前半の「原初的」
「構成的萌芽」の二つの段階について報告する。「
原初的」段階は居住空間構成法作品における「原初
的」段階に相当し、スクリブルや円を中心とする。
「構成的萌芽」段階は居住空間構成法の「場の発生
」段階に相当し、四角や三角が中心となる。

85. 分裂病者の居住空間構成法による 共
空間構成過程から規則を抽出する
システム

1999年09月

杉浦徳利・岡崎甚幸・柳沢和彦・穂積輝明
分裂病患者を対象として居住空間構成法の実験を行
い、完成作品が直感的に似ていると思われる２つの
作品の空間構成過程から、機械学習の枠組みの一つ
である帰納論理プログラミングを用いて、道具の配
置に関する規則を抽出した。その結果、人間が直感
的に感じる作品の特徴に相当する規則を得ることが
できた。さらに、直感的な洞察からは分からない潜
在的な相違点も規則から読みとることができた。

86. 部分的構成から全体的構成への段 共
階 －幼稚園児の風景構成法につ
いて その３－

1999年09月

高橋ありす・岡崎甚幸・柳沢和彦・阿部麻衣子
本論では幼稚園児の風景構成法の四段階のうち、後
半の「部分的構成」「全体的構成」の二つについて
報告する。「部分的構成」段階では、表現様式と空
間関係がともに構造化されている。しかし表現様式
では未だ基底線が見られない。空間関係は大景要素
あるいは中小景要素の関係付けである。「全体的構
成」段階での表現様式では基底線が描かれ、空間関
係は大中小景要素相互の関係付けとなる。

87. 描画考察に基づく表現様式と空間 共
関係に関する考察 －幼稚園児の
風景構成法について その１－

1999年09月

柳沢和彦・岡崎甚幸・高橋ありす・阿部麻衣子
本論では幼稚園児の風景構成法に見られた表現様式
と空間関係の特徴を明らかにする。表現様式の主な
特徴は三つに分けられる。「構造化前」ではスクリ
ブルと円が、「構造的萌芽」ではオタマジャクシと
四角や三角が、「構造化」では組立画や基底線など
がある。空間関係の主な特徴は二つに分けられる。
「構造化前」ではならべ描きが、「構造化」では大
景要素或いは中小景要素の関係付け、そして大中小
景要素相互の関係付けがある。

88. 仮想迷路空間における探索歩行時 共
の所要時間・注視回数・注視時間

1999年06月

黒岩将人・中村真悟・伊藤明宏・鈴木利友・増田博
雄・岡崎甚幸
アイカメラを用いて仮想迷路空間内の探索歩行実験
を行い、所要時間、注視回数、注視時間を調査し、
現実迷路空間での行動特性と比較、考察した。現実
迷路と同様に、仮想迷路でも試行を重ねるに従って
所要時間や注視回数は減少し、注視時間は増加した
。現実迷路に比べ、各回の所要時間、注視回数、注
視時間はいずれも大きくなった。仮想迷路と現実迷
路における注視行動の相違点は、身体の操作性と歩
行速度の相違によると考えられる。

89. 居住空間構成法による作品の制作 共
過程から規則性を抽出するシステ
ム

1999年06月

杉浦徳利・穂積輝明・岡崎甚幸・柳沢和彦
人が建築空間をデザインする時、空間構成要素の属
性や幾何学的関係に関する暗黙的なパターンを駆使
している。本論文では、機械学習の枠組みの一つで
ある帰納論理プログラミングを用いて、居住空間構
成法による空間構成過程における潜在的なパターン
を客観的に抽出するシステムを提案した。このシス
テムにより、人が空間構成過程を観察することによ
り直感的に感じられる特徴に相当する規則を部分的
に抽出することができた。

90. 地下鉄駅舎内の探索歩行における 共
注視対象・視点移動・頭部運動

1999年06月

伊藤明宏・徳永貴士・鈴木利友・岡崎甚幸
地下鉄駅舎でアイカメラを使った探索歩行実験を行
い、注視行動解析図を用いて膨大なデータの体系的
記述を行った。そして、従来行った屋内迷路での探
索歩行実験と比較しながら考察した。その結果、屋
内迷路で見出した視線や頭の移動形式は地下鉄駅舎
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でも見られること、サインへの注視や斜交い注視は
注視時間が長くなること、壁以外によって構成され
るエッジに対しても斜交い注視は生じることなどが
明らかになった。
91. 注視時間と注視距離から見た視線 共
移動形式に関する研究 －探索歩
行における注視と歩行行動 その
１－

1998年09月

中村真悟・北濱亨・徳永貴士・田村仁志・岡崎甚幸
迷路内探索歩行実験において、被験者の眼球運動を
アイカメラで、歩行行動をビデオカメラで録画した
。そしてこれらを新たに考案した注視行動解析図で
詳細に記録、考察した。その結果、視線の移動形式
には散発的注視、流動的注視、回転的注視、単発的
注視および斜交い注視があることが分かった。さら
にその中でも多く見られる散発的注視と流動的注視
について、注視時間と注視距離に着目して調べた。

92. 注視、頭、体の動きの関連性に関 共
する研究 －探索歩行における注
視と歩行行動 その２－

1998年09月

徳永貴士・北濱亨・中村真悟・田村仁志・岡崎甚幸
迷路内探索歩行時の眼球運動による視線の向き、首
の運動による頭の向き、および歩行による体の向き
を、アイカメラとビデオカメラを用いて録画した。
そしてこれらを注視行動解析図で詳細に記録し、特
に相互の関係性に着目して考察した。その結果、視
線、頭、体の順に奥の環境に適応していくこと、そ
の傾向は試行を重ねるにつれて顕著になることなど
が明らかになった。

93. 原初的な空間構成から家具と囲い 共
以前の壁による空間構成まで －
居住空間構成法と幼稚園児 その
１－

1998年09月

柳沢和彦・高橋ありす・岡崎甚幸
居住空間構成法により23人の幼稚園児が延べ38例の
幼稚園の模型を制作し、それと同時に幼稚園の絵を
描いた。本論は、各模型の分析から解明された、原
初的な空間構成から家具と囲い以前の壁による空間
構成までを報告するものである。まず機械的で、均
質で、幾何学的で、制作者の自己中心的な視点に基
づく原初的な空間構成が見られる。さらにそれに続
いて、構造化された意味のある場を持つ空間構成が
見られるようになる。

94. 壁による不完全囲い以降の空間構 共
成 －居住空間構成法と幼稚園児
その２－

1998年09月

高橋ありす・柳沢和彦・岡崎甚幸
本論は、居住空間構成法による幼稚園児の模型の分
析から解明された、壁による不完全囲い以降の空間
構成について報告するものである。家具による場の
発生以降、作品の空間構成はより構造化したものと
なり、囲いと家具による場が共存するものや壁によ
って全体が統括されるものが出てくる。

95. 幼稚園児の空間構成と図式の研究 共
－居住空間構成法と幼稚園児
その３－

1998年09月

岡崎甚幸・柳沢和彦・高橋ありす
本論では、居住空間構成法による幼稚園児の模型に
見られる特徴的な空間構成とそれらの関係を明らか
にし、それから園児たちの心の中にあると思われる
図式を解明した。それらは偏在、一様分布、制作者
に対面する道具配置、枠の方向に沿った道具配置、
原初的な囲い、列状配置、家具による多様な場の構
成、囲いの萌芽としての様々な壁の使用、囲い、お
よび廊下のある構成である。

96. 迷路内探索歩行における眼球運動 共
と歩行行動に関する研究 その１
視線移動形式に関する研究

1998年07月

中村真悟・北濱亨・徳永貴士・田村仁志・岡崎甚幸
迷路内探索歩行実験において、被験者の眼球運動を
アイカメラで、歩行行動をビデオカメラで録画した
。そしてこれらを新たに考案した注視行動解析図で
詳細に記録し、考察した。その結果、視線の移動形
式には散発的注視、流動的注視、回転的注視、単発
的注視および斜交い注視があることが分かった。ま
た経路を学習するにつれて、散発的注視が減少し流
動的注視が増加することなども分かった。

97. 迷路内探索歩行における眼球運動 共
と歩行行動に関する研究 その２
注視および身体の動きの基本的
特性に関する研究

1998年07月

徳永貴士・北濱亨・中村真悟・田村仁志・岡崎甚幸
迷路内探索歩行時の眼球運動による視線の向き、首
の運動による頭の向き、および歩行による体の向き
を、アイカメラとビデオカメラを用いて録画し、こ
れらを注視行動解析図で詳細に記録、考察した。そ
の結果、試行を重ねるにつれて、体の向きを基準と
した視線や頭の振れ幅は小さくなること、頭の向き
は変曲点が少なくなり滑らかに動くようになること
などが明らかになった。

98. 図式の発達段階における部屋概念 共
の発生（居住空間構成法と幼児
その３）

1997年09月

菊池憲一・難波美絵・柳沢和彦・岡崎甚幸
本論は、居住空間構成法を用いて見出した幼児の図
式の発達における第３段階を報告するものである。
第２段階である「室内外空間の区別の発生」の階段
から更に発達すると、今度は室内を中心にして徐々
に空間が分化されていくようになる。そして、より
明確な機能をもった「部屋」が現れ、それを表現す
るために壁を間仕切り的に使うようになり、囲われ
た空間が発生していく。

99. 図式の発達段階における室内外空 共
間の区別の発生（居住空間構成法
と幼児 その２）

1997年09月

柳沢和彦・菊池憲一・難波美絵・岡崎甚幸
本論は、居住空間構成法を用いて見出した幼児の図
式の発達における第二段階を報告するものである。
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実験の結果、「原初的図式」の段階に続いて「室内
外空間の区別の発生」の段階が見られた。それはさ
らに、衝立的な壁を並べる「囲いの発生」の段階と
、室内を表す囲いが閉じた形となる「完全囲い」の
段階に分かれる。描画は四角の囲いが描かれ、包含
関係が各段階に対応して表現された。
100. 探索歩行と眼球運動

共

1997年09月

田村仁志・北濱亨・岡崎甚幸
パソコン上に構築したシミュレータを用い、眼球運
動測定装置を装着した被験者が迷路内を探索歩行す
る実験を行った。その結果、以下のことなどが明ら
かになった。注視点は新たに現れる風景へと素早く
移動する。注視点がゴールの塔にある時間は短く、
背景の山に移ることはほとんどない。注視点は壁の
境界線付近に停留することが多く、ほとんどの場合
横方向に動く。

101. 発達段階における原初的図式（居 共
住空間構成法と幼児 その１）

1997年09月

難波美絵・菊池憲一・柳沢和彦・岡崎甚幸
居住空間構成法により幼児に幼稚園をつくってもら
い、その後、幼稚園の認知地図も描いてもらう。本
論では、それによって明らかになった、彼らの内的
世界の発達段階における原初的図式について述べる
。道具２、３個の間の関係付けで断片的場面を表わ
すが、場面間の関係付けがない、というのが典型的
な原初的図式である。その他に、列状配置、道具間
関係希薄、象徴的囲いといった特徴が観察された。

３．総説
４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
1. [建築作品] ペトラ博物館
計画2014

基本

共

2014年08月

岡﨑 甚幸, 天畠 秀秋, 伊勢 文音, 杉浦 徳利
ヨルダン王国の世界遺産であるペトラに建設する博
物館の基本 計画2014。ペトラ博物館のコンサルタン
ト計画案の規模を踏襲し、コンサルタント案の問題
点を解決する改善案として、案1：展示室の床レベル
が斜面に沿 う案、案2：展示室の床ベル統一案を設
計した。全体の統括を担当。

2. [建築作品] ペトラ博物館
計画2013

基本

共

2013年10月

岡﨑 甚幸, 天畠 秀秋, 本郷 佑奈, 山口 彩, 伊勢
文音, 杉浦 徳利, 猪股 圭佑, 森本 順子, 鈴木利友
ヨ ルダン王国の世界遺産であるペトラに建設する博
物館の基本計画2013。博物館の環境評価に際して、
前回構想された案を2300㎡に縮小し、同時にデザイ
ンをさらに検討し、前回の構想を継承する案(案1:
前回縮小案)と、それ以外のほかの３案(案2: 曲面壁
2階案、案3: 平面壁平屋案、案4: 曲面壁平屋案)を
設計し、それらの環境評価を行った。全体の統括を
担当。

3. ぺトラ博物館

2012年8月～
現在

JICA（国際協力機構）が支援を行っている世界遺産
ペトラ（ヨルダン）における博物館の設計。東京文
化財研究所との共同企画。

4. バーミヤーン博物館 BAMIYAN MU
SEUM & CULTURE CENTER FOR PEOP
LE

2012年6月～
現在

ユネスコから委託を受け、東京文化財研究所と共同
で企画。世界遺産バーミヤーン（アフガニスタン）
における考古学資料等の展示・保管・研究を行う博
物館と地域住民に開かれたカルチャーセンターの設
計。

共

2012年10月

岡﨑 甚幸, 森本 順子, 山口 彩, 天畠 秀秋, 鈴木
利友
ヨルダン王国の世界遺産であるペトラに建設する博
物館の基本計画2012。無機的な箱とするのではなく
、ナバティア人の文化や、その後のローマ植民地都
市時代の文化の香りを醸し出す場所となるように、
荒々しい赤味の砂岩の肌、そこに切り込まれた墓の
幾何学的造形、ローマ的様式の柱や庇などにより構
成。既存のビジターセンターに隣接する敷地に計画
。 全体の統括を担当。

共

2012年03月
～

5. [建築作品] ペトラ博物館
計画2012

6. 阪神鳴尾駅

基本

阪神電気鉄道株式会社
、共同設計
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外観及び内観デザインなどの設計提案を行っている
。
所在地：西宮市里中町3丁目
用途：駅
構造：地上2階 鉄骨造
駅舎の空間が基本的に備えるべき特質である記号性
を追求し、波型鋼板を用いて、単純、均質な空間を
構成した。階段や改札口、エスカレータ、エレベー
ター、サインなどが他に邪魔されることなく、くっ
きりと浮かび上がって見える必要があるため、屋根
を支える梁や小梁、照明や通信のための配管などが
眼に入らないように、下地材や仕上げ材が一切不要
な波型鋼板のディテールを検討した。壁と屋根面が
一体となった曲面による空間の中に、上り、下りそ
れぞれのホーム階を包み込む。これにより、先端技
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４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
術の象徴でもある、高速走行する電車に良く調和し
た、流動的でダイナミックな駅舎空間ができあがる
。
7. 京都府新総合資料館（仮称）公募 共
型設計競技案 応募

2011年06月

8. 武庫川女子大学 トルコ文化研究
センター シルクロード建築文化
展示室

2010年7月～
現在

9. 武庫川女子大学 建築スタジオ・
ラウンジ椅子 デザイン

2010年2月

10. バフチェシヒル大学 日本文化研
究センター・茶室（トルコ・イス
タンブール）

2010年

11. 慰霊碑デザインコンペティション
(千鳥ヶ淵戦没者墓苑内)

2009年10月

12. 武庫川女子大学

建築スタジオ

2007年

13. 武庫川女子大学

甲子園会館改修

2006年

14. 武庫川女子大学

学術研究交流館

2005年

15. 武庫川女子大学附属中学・高等学
校 芸術館改修

2005年

16. 武庫川女子大学附属中学・高等学
校 芸術館連絡渡り廊下

2005年

17. 福井県立南越養護学校

2005年

18. 武庫川女子大学

健康科学館

2004年

19. 武庫川女子大学
階改装

クリステリア３

2004年

20. 京都大学桂キャンパス
攻棟

建築学専

京都府

計画敷地:京都市左京区下鴨半木町/規模:24,000 m2
程度/プロジェクトの特徴:山門、仁王像、懸造 、磐
座、北山杉、清水焼など京都に固有な風景や素 材を
引用し、太陽光パネルを意匠の構成要素として 積極
的に活用した京都府の総合資料館

独立行政法人平和祈念事業特別基金主催
記念碑 / 佳作入選

2004年

21. 真宗寺客殿および庫裏増築工事

2002年08月

22. 真宗寺本堂改修工事

1999年08月

23. サンドーム福井

1995年07月

24. 鯖江市スポーツ交流館

1995年03月

25. 鯖江市健康福祉センター

1995年03月

26. 鯖江市役所新庁舎及び鯖江市・丹
生消防組合庁舎

1995年03月

27. 福井県立大聖寺高等学校正門（福
井県加賀市）

1991年

28. 福井大学教育学部附属小学校

1991年

29. 草の実保育園（福井県加賀市）

1990年

30. 中野大橋
市）

木造高欄（福井県鯖江

1989年

31. 福井大学情報処理センター（福井
県福井市）

1987年

32. 福井大学教育学部教育実習施設（
福井県福井市）

1987年

33. 京都市高速鉄道停車場及び停留場
（京都市）

1978年

34. 名護市庁舎建築設計競技案（沖縄
県名護市） 応募

1978年

35. 豊岡市民会館（兵庫県豊岡市）

1972年

36. 京阪電鉄淀駅
37. 武庫川女子大学附属中学校・高等
学校北特別教室棟 耐震改修
38. 武庫川女子大学学術研究推進セン
ター（仮称）
39. 京阪電鉄淀駅高架工事
５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
６．研究費の取得状況
1. 2nd International Conference o 共
n Archi-Cultural Translations
Through the Silk Road の開催

2013年03月

公益財団法人中内力コ
ンベンション振興財団
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2nd International Conference on Archi-Cultu ral
Translations Through the Silk Road Organizing
Committee 委員長 岡﨑甚幸
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６．研究費の取得状況
に係る助成金

本会議では、ヨーロッパから日本にまで広がるシル
クロード地域諸国の、建築を中心とする生活、技術
、文化に関連する内容で、ある特定の国や地域の特
徴に関わるものや、異文化間の相互作用の特徴に関
わる論文を募集した。会場は武庫川女子大学上甲子
園キャンパス、会期は2012年7月14日(土)~16日( 月)
で、そこでは基調講演、招待講演、一般研究発 表、
大工実演、茶道体験、京都ツアー等が行われ、 会議
を通じて世界7カ国64本の一般研究が発表された 。

2. 精神障害者の空間図式に関する実 共
証的研究―居住空間構成法及び
風 景構成法を通して―

2007年～200 平成19年度科学研究費
8年
補助金(基盤研究C)課
題番号19560650

柳沢和彦, 岡崎甚幸
本研究の目的は、居住空間構成法および風景構成法
を用いて精神障害者の空間図式に関する知見を得る
ことである。今回の考察では、慢性期の統合失調症
者56 事例を対象とした。そこでは、居住空間構成法
と風景構成法の空間構成の特徴の対応関係が示され
、多様な様相を示しながら廊下や囲いや風景などの
空間が解体する傾向とともに、特に「包括型」「左
右の枠を結ぶ川」という、人間が持つ本質的な空間
図式に基づく庇護的空間の可能性が示された。

3. 基盤研究（Ｃ）

継続

2005年

マルチユーザ型仮想建築空間で行う対話を伴う群衆
探索行動における空間と発話の関係

4. 基盤研究（Ｃ）

新規

2004年

マルチユーザ型仮想建築空間で行う対話を伴う群集
探索行動における空間と発話の関係

5. 基盤研究（Ｃ）

継続

2003年

視覚探索・歩行行動が空間把握に果たす役割を解明
するための実験的研究

学会及び社会における活動等
年月日
1. 2014年3月7日

事項
文化遺産国際協力コンソーシアム
日本箱庭療法学会
人間工学会
日本芸術療法学会
日本認知科学会
日本建築学会
日本シミュレーション&ゲーミング学会
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