
第 45 回空気調和・冷凍連合講演会 

 
 
共  催 空気調和・衛生工学会(幹事学会)，日本冷凍空調学会，日本機械学会 
協   賛 エネルギー・資源学会，化学工学会，可視化情報学会，計測自動制御学会，高圧ガス保安協会，低温工学協会，電気設備学会， 
（依頼中）土木学会，日本エネルギー学会，日本音響学会，日本空気清浄協会，日本原子力学会，日本建築学会，日本混相流学会， 

日本太陽エネルギー学会，日本鉄鋼協会，日本伝熱学会，日本熱物性学会，日本燃焼学会，日本ヒートアイランド学会， 
日本ボイラ協会，日本流体力学会 

 
開 催 日   2011年4月20日(水)～22日(金) 
会   場   東京海洋大学 海洋工学部 85周年記念会館〔東京都江東区越中島2-1-6〕http://www.e.kaiyodai.ac.jp/campus.html 
参 加 費    会員（共催・協賛団体会員）3000円，会員外4000円，学生 1000円：当日会場にて申し受けます。 
講演論文集 定価4 000円(税込)：当日会場にて販売いたします。 
問合せ先   社団法人 空気調和・衛生工学会 第45回空気調和・冷凍連合講演会係（担当 半田） 
      〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-1 中島ﾋﾞﾙ 3F 
      電話（03）3363-8261，ＦＡＸ（03）3363-8266 
備  考  第45回より，講演者表彰制度（優秀講演賞）を設けることといたしましたので、ご承知おき下さい。 
プログラム 
  講演時間：講演15分，討論5分の計20分 
  会員種別：，空＝空気調和・衛生工学会，冷＝日本冷凍空調学会，機＝日本機械学会  ○印：講演者 
  所属等が省略されている方は前者と同一 

 

●4月20日(水)● 

講演番号 講  演  題  目 氏   名(勤務先・会員種別) 

(10：00～10：10) 開会あいさつ               運営委員会委員長 村上公哉（芝浦工大） 
(10：10～11：50) 省エネルギー                    司会／中島裕輔（工学院大） 
1 

2 

 

3 
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5 

大学施設における省エネ改修メニューの策定と効果の試算 

事務所ビルにおける低炭素化に関する研究 

 

事務所ビルにおける冬季の空調設定温度と省エネルギー対策 

北陸地域における家庭用省エネルギー機器の導入効果に関する研

究 －省エネルギー機器代替効果の検証－ 

中国東北部における集合住宅の省エネルギー方策に関する研究 

 

○海藤俊介（宇都宮大・空学），横尾昇剛（宇都宮大・空正），岡 建雄 

○横尾昇剛（宇都宮大・空正），岡 建雄，横山計三（日比谷総合設備・空

正） 

〇掛川昌俊（グローバル環境・エネルギー研究所・空冷機正） 

○堀 祐治（富山大・空正），村上公哉（芝浦工大・空正），渡辺浩文（東北

工大・空正） 

○謝 静川（宇都宮大・空学），章 傑文，横尾昇剛（宇都宮大・空正），岡

建雄 

(11：50～13：00) 昼休み 

(13：00～13：30) 基調講演                        司会／渡辺健一郎（芝浦工大） 

エネルギー技術が変える都市の未来 −ビルのＺＥＢ化におけるマネジメント

の役割−  

松縄 堅（日建設計総合研究所） 

(13：30～14：50) ＯＳ1 新技術（ＨＥＭＳ・ＢＥＭＳ）        司会／渡辺健一郎（芝浦工大） 
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9 

住宅における環境・エネルギー情報提供システムの開発に関する研

究 

中小規模ビルのエネルギー消費量調査とモニタリング分析 

 

ＢＥＭＳ内監視ポイントの整備と性能検証システムの見直しに関する

一考察 

次世代スーパーコンピュータの冷却はこうする 

 

〇中島裕輔（工学院大・空正） 

 

〇三戸 遥（芝浦工大・空学），村上公哉（芝浦工大・空正），渡辺健一郎，

高口洋人（早稲田大・空正） 

〇吉田友紀子（名古屋大・空正） 

 

〇関口芳弘（理化学研究所・空正），関 悠平（日建設計・空正），衣笠正

輝（三機工業・空正） 

 (14：50～15：00) 休 憩 

 (15：00～16：20) 霜・冷凍解凍                    司会／井上順広（東京海洋大） 
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遠赤外線分子振動領域のある特定波長による家庭用小型解凍装置

の開発に関する研究 

LNG 気化器に付着する霜層の除霜に関する研究 

 

着霜現象に及ぼす冷却面表面性状の影響 

 

界面前進凍結濃縮法における初期の氷結晶状態が分離効率に与え

る影響 

〇岡島 敏（法政大・機正），松永典久（AP ロウ マテリアルズ），小野夢人

 

〇松本享将（玉川大・機学），大久保英敏（玉川大・冷機正），井上 翔，尾

崎 誠（IHI プラント建設），戸村重男 

〇宮腰 陵（玉川大・冷機学），池本 駿，大久保英敏（玉川大・冷機正），

矢嶌健史（東電・冷機正），雨宮暁広（東電） 

〇福野 良（富士ゼロックス・冷正），寺岡喜和（中央大・冷正），松本浩二，

村端圭祐（中央大） 



●4月21日(木)● 

  (9：30～10：30)  エネルギー消費量                司会／野部達夫（工学院大） 
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各種建築物の年間一次エネルギー消費原単位の重回帰分析 -病院

における月別エネルギー消費変動を考慮した分析の有効性− 

GIS を用いた街区空間単位におけるエネルギー消費量・CO2 排出量

の視覚化に関する研究 

ショッピングセンターのエネルギー消費特性に関する調査研究 

〇村上公哉（芝浦工大・空正），渡辺健一郎，狩野悠太郎（芝浦工大（当

時）・空正） 

〇平井 浩（芝浦工大・空学），竹澤亜希，庄司悠里，村上公哉（芝浦工大・

空正），渡辺 健一郎 

○湯淺和博（東京工大・正），白 閏基（東京工大），角折なな 

  (10：30～10：40) 休 憩 

  (10：40～11：40)  吸収・吸着                     司会／小嶋満夫（東京海洋大） 
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多段昇温型蒸気生成吸収式ヒートポンプの特性解析 

 

3 ベッド二段蒸発型吸着冷凍サイクルの性能に対する吸脱着時間

の影響 

CFD を用いた吸着層内シミュレーションによる接触熱抵抗低減効果

の解析 

〇田野秀明（早大・冷学），齋藤 潔（早大理工・空冷機正），井上修行（早

大理工研・冷機正） 

〇谷 優也（東京農工大・機学），宮崎 隆彦（東京農工大・冷機正），

上田祐樹（東京農工大・機正），秋澤 淳（東京農工大・冷機正） 

佐藤雅一（東京農工大），宮崎隆彦（東京農工大・冷機正），上田祐樹

（東京農工大・機正），〇秋澤 淳（東京農工大・冷機正） 

  (11：40～13：00) 昼休み 

  (13：00～14：00) 特別講演                       司会／村上公哉（芝浦工大） 

エネルギー技術が変える都市の未来 山地憲治（地球環境産業技術研究機構理事・研究所長、東京大学名誉教

授） 

  (14：00～14：10) 休 憩 

  (14：10～16：10) OS2 新技術（再生可能エネルギー）     司会／村上公哉（芝浦工大） 
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太陽光発電導入世帯における電力消費実態調査 

太陽熱を利用した冷房システムの検討 

 

正方形管内を流動する極低温固液二相スラッシュ流体の数値解析 

東京都の業務施設における木質ペレット利用に関する研究 

 

無加水メタン発酵システムのエネルギー評価に関する研究 ～実測

調査に基づくエネルギー収支の分析～ 

既存ビル改修における ZEB 実現に向けた取り組み 

〇福代和宏（山口大・空冷機正） 

〇岡 憲嵩（芝浦工大・空学），秋元孝之（芝浦工大・空正），横山計三（日

比谷総合設備・空正），中野 進，早川嘉一，田子拓弥（日比谷総合設備）

〇大平勝秀（東北大 流体研・冷機正），太田敦人（東北大 流体研） 

〇倉持拓也（早稲田大・空学），小濱翔馬，遠藤彩和（早稲田大），川崎正

博，高口洋人（早稲田大・空正） 

〇小柳秀光（大成建設・空正），帆秋利洋（大成建設），佐土原 聡（横浜国

大・空正） 

〇塩谷正樹（三建設備工業・空正），桑原亮一，高橋英信，西澤 淳 

  (16：10～16：20) 休 憩 

  (16：20～17：20)  温熱・空気環境                  司会／秋元孝之（芝浦工大） 
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データセンターの屋上室外機置場における温熱環境の実測 

列車風による地下鉄出入口通路内空気流動特性への影響 

量産型クールチェアの諸元と被験者実験 

 

〇大山孝政（高砂熱学工業・空正），石井秀一，池田昌弘，宇田川清 

〇潘嵩（北京工大・空正），陳超（北京工大），許磊，張麗莉 

○鷲巣和弘（工学院大・空学），谷原達彦（新日本空調・空正），野部達夫

（工学院大・空正） 

 
 

●4月22日(金)● 

  (9：30～11：30)  ヒートポンプ・冷凍サイクル             司会／坂東 茂（電力中央研究所） 
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Ｒ４１０Ａの水平平滑細管内の凝縮熱伝達及び圧力損失 

 

ビル用マルチの冷媒流量の現地計測に関する可能性試験 

 

極寒冷地におけるマルチパッケージ型空調機の運転状況 

ＣＯ₂ヒートポンプ給湯器用２段圧縮機の開発 

 

 

二相流エジェクタの形状がサイクル性能に与える影響 

HFO 系冷媒を成分とする冷蔵・冷凍用混合冷媒の性能試験 

 

〇一瀬純弥（海洋大院・冷機正），田中脩一（海洋大院・冷学），井上順広

（海洋大・空冷機正） 

〇米澤 仁（高砂熱学工業・空正），相澤直樹，柴田克彦，宮田征門（建築

研究所・空正），桑沢保夫 

〇山田恭輔（工学院大・空学），木口雅之，野部達夫（工学院大・空正） 

〇堀田陽平（三菱重工・冷熱・冷正），木全央幸（三菱重工・冷熱），佐藤 

創（三菱重工・名研・冷機正），小林寛之（三菱重工・冷熱・冷機正），水野

尚夫（三菱重工・冷熱・冷正） 

○椿 耕太郎（佐賀大・冷機正），宮良明男，池田亮一（佐賀大・冷学） 

〇飯高誠之（三洋電機・冷正），森 徹，田村敏行，坂本直樹，沢田範雄

（三洋電機・冷機正），今井 悟（三洋電機・機正），竹政一夫（竹政技術士

事務所・冷機正） 

  (11：30～13：00) 昼休み 

  (13：00～13：30) 基調講演                       司会／村上公哉（芝浦工大） 

エネルギー技術が変える都市の未来 −スマートシティと空調・冷凍技術− 佐藤信孝（日本設計） 

 

 

 



 (13：30～14：50) OS3 新技術(負荷削減・システム効率向上）その 1 司会／鄭 宗秀（早稲田大） 
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都市の地域エネルギーシステム計画ガイドラインに関する研究 第１

報：計画ガイドラインの基礎情報となる地区空間のタイプ分析 

都市の地域エネルギーシステム計画ガイドラインに関する研究 第２

報：地区空間タイプにおける建物個別熱源システムと地域熱源システ

ムの適応分析 

電算用ＰＡＣを用いた冷媒サブクールシステム 

実気象データを用いた家庭用ルームエアコンの冷房期間効率の評

価 

〇竹澤亜希（芝浦工大・空学），庄司悠里，村上公哉（芝浦工大・空正），渡

辺健一郎 

〇庄司悠里（芝浦工大・空学），竹澤 亜希，岡田亮輔（芝浦工大（当時）・

空正），村上公哉（芝浦工大・空正），渡辺健一郎 

 

〇石井秀一（高砂熱学工業・空正），山中隆行，中坪 剛 

〇三吉直也（大阪市大院・冷学），西村伸也（大阪市大・空冷機正），伊與

田浩志（大阪市大・冷機正） 

(14：50～15：00) 休 憩 
 (15：00～16：20) OS3 新技術(負荷削減・システム効率向上）その 2 司会／西村伸也（大阪市立大） 
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熱源システム計画に用いる新しい熱負荷原単位の作成に関する研究

 

年間冷房大規模業務ビル立地地区における海水利用型熱源水ネット

ワーク導入効果のシミュレーション解析 

大規模蓄熱槽を有する地域冷暖房の運転実績に関する研究 ─ 竣

工から 8 年間のプラントの運転実績と性能検証 ─ 

 

直列連結式温度成層型蓄熱槽を利用した高効率な熱源システムの実

施例（サザンスカイタワー八王子 

〇大森泰人（芝浦工大・空学），小縣祥平，岡田亮輔（芝浦工大(当時）・空

正），村上公哉（芝浦工大・空正），渡辺健一郎 

〇小縣祥平（芝浦工大・空学），岡田亮輔（芝浦工大（当時）・空正），村上

公哉（芝浦工大・空正），渡辺健一郎 

〇百田真史（東京電機大・空正），射場本忠彦（東京電機大・空冷正），井

上 隆（東京理科大・空正），柳原隆司（東京大学・空正），岡垣 晃（日建設

計総合研究所・空正） 

〇清家久雄（大林組・空正） 

 


