室蘭工業大学博士学位授与者一覧 （建築関係分）
課程博士
氏名 1：石戸谷
石戸谷 裕二（建築
14 期） 学位記番号：博甲第 2 号
裕二
学位論文題目：劇場など大空間における暖房環境の設計に関する研究
学位授与の日付：平成５年３月２３日
論文審査委員：主査 窪田英樹教授
副査 泉 清人教授，近藤俶郎教授，佐藤干城教授，斉藤 図教授，花岡 裕教授
氏名 2：Wut
Wut Dankittlkul（タイ）（建築修士
20 期） 学位記番号：博甲第 18 号
Dankittlkul
学位論文題目：CROSS-REGIONAL COMPARISON OF COMMUNITY RESPONSE TO ROAD TRAFFIC NOISE IN MURORAN,
JAPAN AND SONGKHLA, THAILAND（道路交通騒音の住民対応に関する地域比較研究−室蘭市と
タイ国ソンクラ市−）
学位授与の日付：平成６年３月２４日
論文審査委員：主査 泉 清人教授
副査 窪田英樹教授，新田 登教授，斉藤和夫教授，大坂谷吉行助教授
氏名 3：山田
山田 則行（建築６期）
学位記番号：博甲第 35 号
則行
学位論文題目：コアンダ効果を利用した「空気」膜による局所空間空調
学位授与の日付：平成７年３月２４日
論文審査委員：主査 窪田英樹教授
副査 泉 清人教授，斉藤 図教授，花岡 裕教授，入江正之助教授，黒澤和隆助教授，
岸浪紘機助教授
氏名 4：Fouad
Fouad Ibrahim Khairallah （エジプト） 学位記番号：博甲第 66 号
学位論文題目：An Inelastic Model for Reinforced Concrete L-Shaped Shear Walls（鉄筋コンクリートＬ
形断面耐震壁の弾塑性部材モデルに関する研究）
学位授与の日付：平成９年３月１９日
論文審査委員：主査 荒井康幸教授
副査 後藤知以教授，尾崎しのぶ(言偏に刃)教授，松岡健一教授，土屋 勉助教授
氏名 5：山本
山本 幹夫（建築１期）
学位記番号：博甲第 82 号
幹夫
学位論文題目：プレストレストコンクリート格納容器のテンドン張力評価法に関する研究
学位授与の日付：平成１０年３月２０日
論文審査委員：主査 荒井康幸教授
副査 後藤知以教授，尾崎しのぶ (言偏に刃)教授，岸 徳光助教授，土屋 勉助教授
氏名 6：松尾
松尾 朋浩（建設２期）
学位記番号：博甲第 115 号
朋浩
学位論文題目：発汗温域における人体の平均皮膚表面温度の予測と湿度感に関する研究
学位授与の日付：平成１２年３月２１日
論文審査委員：主査 窪田英樹教授
副査 黒澤和隆教授，穂積 準教授，岸浪紘機教授，鎌田紀彦助教授
氏名 7：北川
北川

淳（建設１期） 学位記番号：博甲第 116 号

学位論文題目：水平力を受ける鉄筋コンクリート架構の解析方法に関する研究

学位授与の日付：平成１２年３月２１日
論文審査委員：主査 荒井康幸教授
副査 後藤知以教授，松岡健一教授，土屋 勉助教授
氏名 8：齋藤
齋藤

徹

学位記番号：博甲第 148 号

学位論文題目：少子高齢社会における地域施設再編整備計画に関する研究
学位授与の日付：平成１４年３月２２日
論文審査委員：主査 黒澤和隆教授
副査 斉藤和夫教授，大坂谷吉行教授，田村 亨助教授
氏名 9：小島
小島

雅樹（建築２期）
学位記番号：博甲第 172 号
雅樹

学位論文題目：一般骨組内に含まれる鉄筋コンクリートＬ形断面耐震壁の弾塑性解析法に関する研究
学位授与の日付：平成１５年３月２４日
論文審査委員：主査 荒井康幸教授
副査 大築和夫教授，岸 徳光教授，土屋 勉教授，溝口光男助教授
氏名 10：藤田
藤田

豊（建築 11 期） 学位記番号：博甲第 183 号

学位論文題目：杭頭荷重制御機構を組み込んだ併用基礎構造に関する研究
学位授与の日付：平成１６年３月２３日
論文審査委員：主査 荒井康幸教授
副査 大築和夫教授，岸 徳光教授，土屋 勉教授，溝口光男助教授
氏名 11：永井
永井

宏（建設６期） 学位記番号：博甲第 204 号

学位論文題目：水平力を受けるパイルド・ラフト基礎の大変形挙動と非線形解析法に関する研究
学位授与の日付：平成１６年９月２２日
論文審査委員：主査 土屋 勉教授
副査 荒井康幸教授，岸 徳光教授，溝口光男助教授，木幡行宏助教授
氏名 12：金岡
金岡 省吾 学位記番号：博甲第 205 号
学位論文題目：過疎地域の活性化に資する自然体験型余暇活動の促進に関する研究
学位授与の日付：平成１７年３月２４日
論文審査委員：主査 黒澤和隆教授
副査 大坂谷吉行教授，鎌田紀彦教授，田村 亨教授
氏名 13：Ahmed
Ahmed Abdalla Mohamed Elhassan（スーダン）
学位記番号：博甲第 231 号
Elhassan
学位論文題目：Analytical Evaluation of Housing Patterns in Sudan－Evaluation and Improvement of
Plan Types of Houses in Khartoum
（スーダンの住宅のパターン分析評価に関する研究－ハルツームの住宅プラン型の評価と
改良）
学位授与の日付：平成１８年３月２３日
論文審査委員：主査 黒澤和隆教授
副査 鎌田紀彦教授，濱 幸雄准教授，斉藤 徹教授（浅井学園大学）
氏名 14：佐々木
佐々木 夕介 学位記番号：博甲第 245 号
学位論文題目：建築の創作における与条件と身体空間
学位授与の日付：平成１９年３月２３日

論文審査委員：主査 黒澤和隆教授
副査 大坂谷吉行教授，田村 亨教授，小澤丈夫助教授（北海道大学）
氏名 15：大杉
大杉 富美一 学位記番号：博甲第 246 号
学位論文題目：回転貫入型杭工法の貫入・支持力機構に関する実験的研究
学位授与の日付：平成１９年３月２３日
論文審査委員：主査 土屋 勉教授
副査 荒井康幸教授，溝口光男教授，木幡行宏助教授
氏名 16：佐々木
佐々木 哲之 学位記番号：博甲第 257 号
学位論文題目：要介護高齢者のための住宅改修の事後評価に関する建築計画的研究
学位授与の日付：平成２０年３月２４日
論文審査委員：主査 黒澤和隆教授
副査 大坂谷吉行教授，濱 幸雄准教授
氏名 17：岩谷
岩谷 祐子 学位記番号：博甲第 号
学位論文題目：自然体験型余暇活動の促進に資する国営公園における自然体験サービスに関する研究
学位授与の日付：平成２１年３月２５日
論文審査委員：主査 黒澤和隆教授
副査 大坂谷吉行教授，田村 亨教授
氏名 18：谷
谷本 文由 学位記番号：博甲第 296 号
学位論文題目：コンクリート表面改質材による表層物性の変化と耐久性への影響
学位授与の日付：平成２２年９月２９日
論文審査委員：主査 濱 幸雄教授
副査 溝口光男教授，菅田紀之准教授

論文博士
氏名 1：佐藤
佐藤 哲身（建築５期）
学位記番号：乙第 1 号
哲身
学位論文題目：交通騒音のうるささに及ぼす振動の影響に関する研究
学位授与の日付：平成６年３月２４日
論文審査委員：主査 泉 清人教授
副査 窪田英樹教授，新田 登教授，斉藤和夫教授，大坂谷吉行助教授
氏名 2：飯田
飯田 雅史（建築８期）
学位記番号：乙第 2 号
雅史
学位論文題目：北海道における木造住宅の一断熱構法の研究
学位授与の日付：平成６年３月２４日
論文審査委員：主査 窪田英樹教授
副査 泉 清人教授，後藤知以教授，穂積 準教授，入江正之助教授
氏名 3：浅賀
浅賀 忠義（建築
11 期） 学位記番号：博乙第 14 号
忠義
学位論文題目：在宅肢体不自由者の人的交流を配慮した住環境整備に関する調査研究
学位授与の日付：平成８年３月２２日
論文審査委員：主査 泉 清人教授

副査 穂積 準教授，窪田英樹教授，黒澤和隆助教授，田代邦雄教授(北大)
氏名 4：溝口
溝口 光男（建築
12 期） 学位記番号：博乙第 27 号
光男
学位論文題目：二方向水平力を受ける鉄筋コンクリートＬ形断面耐震壁の終局強度に関する研究
学位授与の日付：平成１１年３月１９日
論文審査委員：主査 荒井康幸教授
副査 後藤知以教授，尾崎しのぶ (言偏に刃)教授，岸 徳光教授，土屋 勉助教授
氏名 5：小室
小室 晴陽（建築
13 期） 学位記番号：博乙第 34 号
晴陽
学位論文題目：景観イメージと空間スケールの表現・把握のためのＣＧによる設計支援ツールの提案
学位授与の日付：平成１２年３月２１日
論文審査委員：主査 黒澤和隆教授
副査 窪田英樹教授，久保 洋教授，大坂谷吉行助教授，井野 智教授(北大)
氏名 6：市村
市村 恒二

学位記番号：博乙第 45 号

学位論文題目：地球温暖化防止のための都市緑化計画に関する研究
学位授与の日付：平成１４年９月２６日
論文審査委員：主査 黒澤和隆教授
副査 穂積 準教授，田村 亨教授，杉岡正敏教授
氏名 7：鈴木
鈴木 邦康（建築
21 期） 学位記番号：博乙第 46 号
邦康
学位論文題目：鉛直荷重を受ける４本杭支持独立フーチングの終局耐力に関する研究
学位授与の日付：平成１５年３月２４日
論文審査委員：主査 大築和夫教授
副査 荒井康幸教授，岸 徳光教授，土屋 勉教授，溝口光男助教授
氏名 8：青山
青山

剛

学位記番号：博乙第 72 号

学位論文題目：システムダイナミックスモデルによる都市の水需給構造に関する研究
学位授与の日付：平成２２年３月２３日
論文審査委員：主査 大坂谷吉行教授
副査 土屋 勉教授，田村 亨教授，中津川誠准教授

