
総合受付は 1階ロビーです。指定場所以外は禁煙です
講演時間は，講演10分，討論5分の計15分。（オーガナイズドセッション：講演15分，討論5分の計20分。委員会中間報告：報告10分，質疑5分の計15分。
学会賞論文賞“学術論文部門”，“技術論文部門”，“論説・報文部門”：講演 10 分。学会賞技術賞受賞物件・特別賞“十年賞”受賞物件：講演 15 分，討論 5分の計 20 分。）
○印は講演者。会員種別は , 名：名誉会員，特：特別会員，正：正会員，学：学生会員，F：SHASE技術フェロー。
なお，司会・副司会は，都合により変更になることがあります。

9月 25日（水）　A会場（100教室）
	 （9:20 〜 10:20）	 司会　久保博子（奈良女子大学）　　副司会　大場大輔（早稲田大学）

〔エネルギーシステムシミュレーション〕
A− 1 建築熱性能解析のためのBESTシミュレーション（第 11 報）空調設計用蓄

熱負荷の実用算定法とその妥当性検討
○齋藤翔太（宇都宮大学・学），石野久彌（首都大学東京・正F），郡公子（宇
都宮大学・正F）

A− 2 LCEMツールの個別分散空調システムに関する機能拡張（その 2）外気処
理タイプ室内機計算機能の開発

○村山紘之・塩地純夫（ダイキン工業・正），佐藤孝輔（日建設計・正）

A− 3 空調方式によるエネルギー特性の把握に関する検討 ( 第 1 報 ) シミュレー
ションツールを用いた各種熱源方式におけるエネルギー消費量の把握

○田中美穂（久米設計・正），田村富士雄・中村導彦（久米設計・正F），
堀池瞬（久米設計・正）

A− 4 非住宅建築・設備における各種省エネ手法の適用効果の定量的評価に関
する研究（第 2報）設計条件・運用方法が省エネルギー手法に与える影響

○渡邊剛（NTTファシリティーズ・正F），尹奎英（名古屋市立大学・正），
本田みなみ（名古屋市立大学・学），上田はるか（名古屋市立大学），奥宮
正哉（名古屋大学・正F）

	 （10:25 〜 11:25）	 司会　渡邊剛（NTTファシリティーズ）　　副司会　堀越和宜（日本設計）
〔最適化手法Ⅰ〕

A− 5 ビル用マルチエアコンにおける実運転時の省エネルギー性に関するスタ
ディー（第 2報）連携制御の適用による運用改善検討

○杉崎智子・本郷一郎・岡田覚（東芝キヤリア・正），野城智也（東京大学），
馬郡文平（東京大学・正），藤井逸人（エービル・正）

A− 6 ビル用マルチエアコンにおける実運転時の省エネルギー性に関するスタ
ディー（第 3報）オフィス執務者の温熱的快適性に関する検討

○久保博子（奈良女子大学・正），古川雅子・岡田愛理（奈良女子大学），
磯田憲生（奈良女子大学・正），杉崎智子・岡田覚（東芝キヤリア・正）

A− 7 熱エネルギーネットワークの熱融通最適化手法の開発 ○中村亮介（日立製作所日立研究所・正），河村勉（日立製作所日立研究所）
A− 8 セントラル空調の全体最適制御技術の開発第 2報　多様な熱源システム

への対応
○岡本康令（ダイキン工業・正），石田耕一（ダイキン工業），岩田哲郎・
内田秀樹（ダイキンアプライドシステムズ）

	 （11:30 〜 12:15）	 司会　中村亮介（日立製作所）　　副司会　齋藤翔太（宇都宮大学）
〔最適化手法Ⅱ〕

A− 9 理研計算科学研究機構における設備最適運転条件の検討 ○関口芳弘・瀧塚博之（理化学研究所・正）
A− 10 省エネを目指す建築形状最適化手法の開発遺伝的アルゴリズムを用いた

建築形状最適化計算と設計プロセスへの適用
○堀越和宜（日本設計・＊＊＊），大岡龍三（東京大学・正F），林鍾衍（東
京大学・学）

A− 11 DSM分析による事務所建築物の設計プロセス可視化とその結果を用いた
ケーススタディ

○大場大輔（早稲田大学・学），高口洋人（早稲田大学・正）

	 （13:00 〜 13:55）	
〔第 51 回学会賞　論文賞受賞講演〕

	 （14:00 〜 15:05）	
〔第 51 回学会賞　技術賞受賞講演〕

9月 25日（水）　B会場（101教室）
	 （9:20 〜 10:20）	 司会　長野晃弘（三機工業）　　副司会　森勇樹（東京理科大学）

委員会中間報告① /給水管・給湯管の小口径化に関する検討小委員会 主査　＊＊＊＊＊
〔給水・給湯システムⅠ〕

B− 1 事務所ビルの給水負荷算定法の検討既存の算定法とシミュレーションに
よる算定法の比較

○呉光正（明治大学・学），坂上恭助（明治大学・正F），藤村和也（三菱地
所設計・正），村川三郎（広島大学・特F），小島邦晴（共立エステート・正F），
早川和男（戸田建設・正F）

B− 2 資源ゴミの洗浄に係わる水使用負荷・エネルギー消費量に関する研究（そ
の 5）資源ゴミの洗浄に関する被験者実験（夏期）

○大黒眞唯子（国立石川工業高等専門学校・学），石渡博（国立石川工業高
等専門学校・正）

B− 3 UR	賃貸住宅居住者の省エネ意識と水・湯の使用実態に関する研究－その
2　水・ガス・電力使用量および生活時間について－

○廣瀬彩雅（日本女子大学・学），田中瑛美子（日本女子大学・＊＊＊），
室恵子（足利工業大学・正），飯尾昭彦（日本女子大学・正F）

	 （10:25 〜 11:25）	 司会　石渡博（国立石川工業高等専門学校）　　副司会　廣瀬彩雅（日本女子大学）
〔給水・給湯システムⅡ〕

B− 4 節湯型シングルレバー水栓のレバー操作性が節湯効果に与える影響 ○渡邊匠（関東学院大学・学），大塚雅之（関東学院大学・正F），杉本遼太（関
東学院大学・学）

B− 5 節湯型水栓の物理的特性と使用感に関する研究（第 1報）シャワーヘッド
の吐水力計測および最適流量に関する被験者実験

○村上雄飛（東京理科大学・学），井上隆（東京理科大学・正F），前真之（東
京大学・正），岩本靜男（神奈川大学・正F），倉渕隆（東京理科大学・正F），
大塚雅之（関東学院大学・正F），佐藤誠（佐藤エネルギーリサーチ・正），
森勇樹（東京理科大学・学），清野新（東京大学・学）

B− 6 節湯型水栓の物理的特性と使用感に関する研究（第 2報）被験者実験によ
るシャワーヘッドの最適流量と使用感に関する分析

○森勇樹（東京理科大学・学），井上隆（東京理科大学・正F），前真之（東
京大学・正），岩本靜男（神奈川大学・正F），倉渕隆（東京理科大学・正F），
大塚雅之（関東学院大学・正F），佐藤誠（佐藤エネルギーリサーチ・正），
清野新（東京大学・学），村上雄飛（東京理科大学・学）

B− 7 給水・給湯圧力が吐水温度に及ぼす影響に関する研究節水器具の２バル
ブ混合水栓の吐水温度変動への影響

○岡内繁和（鹿島建設・正），坂上恭助（明治大学・正F），前原邦彦（鹿島
建設・正），本多真（西原衛生工業所）

	 （12:30 〜 13:45）	 司会　北山広樹（九州産業大学）　　副司会　大黒眞唯子（国立石川工業高等専門学校）
〔給湯・エネルギーⅠ〕

B− 8 負荷追従型ガスエンジン熱電併給を核とした家庭用エネルギーシステム
に関する研究第 1報　フィールド実測概要と測定経過

○福澤明大（北海道大学・学），濱田靖弘（北海道大学・正F），南沢慶一（北
海道大学・学），中谷則天（アイシン精機・正），武田清賢（北海道ガス・正）

B− 9 負荷追従型ガスエンジン熱電併給を核とした家庭用エネルギーシステム
に関する研究第 2報　数値解析による導入可能性評価

○南沢慶一（北海道大学・学），濱田靖弘（北海道大学・正F），福澤明大（北
海道大学・学），中谷則天（アイシン精機・正），武田清賢（北海道ガス・正）

B− 10 固体高分子形燃料電池を導入した住宅におけるエネルギー需要と機器稼
動特性に関する研究第 3報　燃料電池・ガスエンジン・太陽エネルギー
利用システムの総合評価

○濱田靖弘（北海道大学・正F），高橋功多（北海道大学・学），村川三郎（広
島大学・特F），北山広樹（九州産業大学・正F），鍋島美奈子（大阪市立大学・
正），高田宏（広島大学・正）



B− 11 燃料電池・太陽電池・バッファデバイスを導入した家庭用エネルギーシ
ステムに関する研究 - 第 4 報 -	ハイブリッドバッファデバイスの導入効果
の解析

○高田信一朗（北海道大学・＊＊＊），濱田靖弘（北海道大学・正F），坂
本鷹彦・高市圭佑（北海道大学・学），板野愉朋（北海道ガス），武田清賢（北
海道ガス・正），熊本功・佐々木直之（広島ガス）

B− 12 燃料電池・太陽電池・バッファデバイスを導入した家庭用エネルギーシ
ステムに関する研究 - 第 5 報 -	実験装置概要と実験経過

○坂本鷹彦（北海道大学・学），濱田靖弘（北海道大学・正F），高田信一朗（北
海道大学・＊＊＊），高市圭佑（北海道大学・学），板野愉朋（北海道ガス），
武田清賢（北海道ガス・正），熊本功・佐々木直之（広島ガス），相馬英明・
佐伯英樹（田淵電機），本間富士夫（日本ケミコン）

	 （13:50 〜 14:50）	 司会　岩本靜男（神奈川大学）　　副司会　阿部敏也（大阪市立大学）
〔給湯・エネルギーⅡ〕

B− 13 寒冷地における太陽熱利用エコキュートに関する研究非定常熱解析シミ
ュレーションによる適用可能性評価

○寺島崇史・野川貴史（北海道電力・正），前田匡史（北海道電力）

B− 14 実使用を考慮した貯湯式給湯機の性能評価に関する研究第 7報　CO2 ヒ
ートポンプ式給湯・暖房機の性能評価

○高橋功多（北海道大学・学），濱田靖弘（北海道大学・正F），村川三郎（広
島大学・特F），北山広樹（九州産業大学・正F），鍋島美奈子（大阪市立大学・
正），高田宏（広島大学・正）

B− 15 住宅におけるCO2ヒートポンプ式給湯機の稼働実態に関する研究（第 17
報）最新型機種（2011,2012 年モデル）による機器性能評価実験

○高田宏（広島大学・正），村川三郎（広島大学・特F），北山広樹（九州産
業大学・正F），濱田靖弘（北海道大学・正F），鍋島美奈子（大阪市立大学・正）

B− 16 住宅におけるCO2ヒートポンプ式給湯機の稼働実態に関する研究（第 18
報）新型機種を設置したフィールド調査概要と実測の結果

○北山広樹（九州産業大学・正F），村川三郎（広島大学・特F），高田宏（広
島大学・正），濱田靖弘（北海道大学・正F），鍋島美奈子（大阪市立大学・正）

	 （14:55 〜 15:55）	 司会　高田宏（広島大学）　　副司会　渡邊匠（関東学院大学）
〔給湯・エネルギーⅢ〕

B− 17 ペレットボイラーとCO2 ヒートポンプによるハイブリット給湯システム
の運用方法に関する研究

○森太郎（北海道大学・正），羽山広文（北海道大学・正F），菊田弘輝（北
海道大学・正），辻圭輔（佐藤総合計画・正），辻弘明（創建社・正）

B− 18 水熱源ヒートポンプによる省エネルギー給湯の可能性 ○日野俊之（東京大学・正），大岡龍三（東京大学・正F），小野勝男・吉
田吏志（LIXIL・正），兒玉和生（東京大学・学）

B− 19 温熱快適性を考慮した戸建住宅における入浴消費エネルギー ○岩本靜男（神奈川大学・正F），趙旺熙（神奈川大学・正），前真之（東京
大学・正），倉渕隆（東京理科大学・正F），佐藤智之（大建設計・＊＊＊）

B− 20 家庭の排水熱を利用した上水予熱システムの開発浴槽排水熱回収用熱交
換器の製作と性能評価

○阿部敏也（大阪市立大学・学），鍋島美奈子（大阪市立大学・正），中尾
正喜（大阪市立大学・正F），西岡真稔（大阪市立大学・正），三毛正仁・
澤部孝一（総合設備コンサルタント・正）

9月 25日（水）　C会場（102教室）
	 （9:20 〜 10:20）	 司会　森一顕（安藤ハザマ）　　副司会　尹航（東京大学）

〔熱源システムⅠ〕
C− 1 放冷冷水の冷却水化による有効蓄熱量の増大その 3：冷凍機 2台による冷

却水化並列運転
○廣木大（関東学院大学・学），神谷是行（関東学院大学・正F），宮城聡（山
形県立産業技術短期大学校・正）

C− 2 空調システムの往還温度差がエネルギー消費へ及ぼす影響に関する研究 ○本多弘之（NTTファシリティーズ・＊＊＊），長井達夫（東京理科大学・
正F），三浦克弘（鹿島技研・正F）

C− 3 高効率化技術を導入した熱源システムのさらなる運用改善実績冷却塔フ
リークーリングシステムによる運用改善

○平尾猛（東洋熱工業・正），村澤達（東洋熱工業・正F），安河内秀喜（東
洋熱工業・正），久留猛・立山洋一・内村洋生（ソニーセミコンダクタ）

C− 4 JR 博多シティ熱源設備（第 2報）計画と実績運転の比較検討 ○Athasit	Jittawikul（九電工・正），野上精一（九州電力・正），長孝良（九
電工・正F），倉増秀和（九電工・正）

	 （10:25 〜 11:10）	 司会　平尾猛（東洋熱工業）　　副司会　廣木大（関東学院大学）
〔熱源システムⅡ〕

C− 5 蓄熱槽を用いた省エネ最適化空調システムの開発（第 1報）省エネ熱源シ
ステムの構築と最適化制御運転

○渡邊浩之・北島慶一・菊池宏成・宮島裕二（日立製作所・正），宮本哲郎（日
立製作所）

C− 6 蓄熱槽を用いた省エネ最適化空調システムの開発（第 2報）空調システム
シミュレーションの開発

○北島慶一・渡邊浩之・菊池宏成・宮島裕二（日立製作所・正），宮本哲郎（日
立製作所）

C− 7 下水熱利用システムの適用性の研究 ( 第 1 報 )	効果的なシステム設計・運
用と省エネルギー評価

○栂野良枝（三菱重工業・正），中曽康壽（関西電力・正），上田憲治（三菱
重工業・正）

	 （11:15 〜 12:00）	 司会　笹嶋賢一（日本設計）　　副司会　北島慶一（日立製作所）
〔熱源機器〕

C− 8 プレートフィン型熱交換器の熱力学最適化設計に関する研究数値解析及
び遺伝的アルゴリズムを用いた熱交換器形状最適化

○尹航（東京大学・学），大岡龍三（東京大学・正F）

C− 9 ヒートポンプ空調システムの高効率化のための設計・運転手法の確立に
関する研究（その 1）ヒートポンプチラーを用いた空調システムにおけるヒ
ートポンプ高効率化の検討

○豊福慈未（北九州市立大学・＊＊＊），葛隆生（北九州市立大学・正），
山口峻（北九州市立大学・＊＊＊）

C− 10 自然エネルギーを熱源とした家庭用小型ヒートポンプの効率改善におけ
る実験とサイクルシミュレーションによる検討

○森祐輝（北海道大学・学），長野克則・中村真人（北海道大学・正F）

	 （12:45 〜 13:45）	 司会　足永靖信（国土技術政策総合研究所）　　副司会　森祐輝（北海道大学）
〔地域冷暖房Ⅰ〕

C− 11 地域冷暖房プラントの冷水連携による高効率システムの構築（第 1報）冷
水連携システムの概要

○髙田修（三菱地所設計・正），佐藤文秋（丸の内熱供給・正F），高瀬知章（三
菱地所設計・正F），永惠慎也（三菱地所設計・正），髙橋章・小林正和（新
菱冷熱工業・正）

C− 12 地域冷暖房プラントの冷水連携による高効率システムの構築（第 2報）大
手町フィナンシャルシティサブプラントの概要

○永惠慎也（三菱地所設計・正），佐藤文秋（丸の内熱供給・正F），高瀬
知章（三菱地所設計・正F），髙田修（三菱地所設計・正），髙橋章・小林
正和（新菱冷熱工業・正）

C− 13 高密度冷熱ネットワークの実用化に関する研究（第 5報）高密度・高流速
時及び実大想定規模の配管を用いた圧力損失特性の把握

○尾形甫（東京電機大学・学），射場本忠彦（東京電機大学・特F），百田
真史（東京電機大学・正F），山田博（東洋熱工業・正F），渡辺聡（東洋熱
工業・正），釼持尚紀（東京電機大学・正），稲田雄大・芳賀史和・松本龍
之介・星野亨介（東京電機大学・学）

C− 14 高密度冷熱ネットワークの実用化に関する研究（第 6報）シミュレーショ
ンによるシステム導入条件に関する検討

○稲田雄大（東京電機大学・学），射場本忠彦（東京電機大学・特F），百
田真史（東京電機大学・正F），渡辺聡（東洋熱工業・正），剱持尚紀（東京
電機大学・正），宮良拓百（ジエス・＊＊＊），尾形甫・芳賀史和・松本龍
之介・星野亨介（東京電機大学・学）

	 （13:50 〜 14:50）	 司会　渡邊浩之（日立製作所）　　副司会　尾形甫（東京電機大学）
〔地域冷暖房Ⅱ〕

C− 15 未利用エネルギー（河川水）を活用した地域熱供給システムの性能検証・
評価に関する研究（第 11 報）震災後の需要側節電の影響とプラント性能の
経年推移

○一谷匡陛（関西電力・正），丹羽英治（日建設計総合研究所・正F），高
橋直樹・小池万里（日建設計総合研究所・正），山際将司（関電エネルギー
開発・正），古賀修（関西電力・正）



C− 16 スマートエネルギーネットワークによる省CO2 まちづくり（第 3報）スマ
ートエネルギーセンターと建物間の連携制御に関するガイドラインの策
定

○笹嶋賢一・桂木宏昌（日本設計・正），坂齊雅史・國友理（エネルギーア
ドバンス・正），市ヶ谷真紀子（東京ガス・正）

C− 17 大阪エネルギーサービス第 2プラントの統合的設計と運転に関する研究
（第 5報）竣工後 2年間の運転実績と評価

○島潔（大林組・正），鈴木圭介（西日本旅客鉄道・正），揚村武司（大阪タ
ーミナルビル・正），福井匡（大阪エネルギーサービス・正），高田修（三
菱地所設計・正），高瀬知章（三菱地所設計・正F），守屋充（高砂熱学工業・
正），下田吉之（大阪大学・正F）

C− 18 キャンパスのエネルギーシステムの高度化に関する研究（第 2報）太陽熱
エネルギー利用における省エネルギー効果の検討

○藤浪大輔（名古屋大学・学），奥宮正哉（名古屋大学・正F）

	 （14:55 〜 15:55）	 司会　島潔（大林組）　　副司会　藤浪大輔（名古屋大学）
〔地域冷暖房Ⅲ〕

C− 19 ごみ焼却廃熱活用型地域熱供給システムの効率に関する研究（第 1報）清
掃工場のエネルギーフローに関する調査

○新井智也（芝浦工業大学・学），村上公哉・渡辺健一郎（芝浦工業大学・
正F）

C− 20 水素活用型都市インフラの構築に向けた共同溝内ガス管の耐圧気密性に
関する研究（第 4報）水素供給実験の概要

○足永靖信・久保田裕二（国土技術政策総合研究所・正），原英嗣（国士舘
大学・正）

C− 21 水素活用型都市インフラの構築に向けた共同溝内ガス管の耐圧気密性に
関する研究（第 5報）共同溝内水素供給における安全検証に関する実験

○原英嗣（国士舘大学・正），足永靖信・久保田裕二（国土技術政策総合研
究所・正）

C− 22 水素活用型都市インフラの構築に向けた共同溝内ガス管の耐圧気密性に
関する研究（第 6報）スマート水素ハウスのモデル実験

○久保田裕二・足永靖信（国土技術政策総合研究所・正），原英嗣（国士舘
大学・正）

9月 25日（水）　D会場（103番教室）
	 （9:20 〜 10:20）	 司会　荻田俊輔（東洋熱工業）　　副司会　齋藤義博（東京都市大学）

〔ちゅう房換気Ⅰ〕
D− 1 低放射・集中排気型厨房機器を用いた業務用厨房の空気・温熱環境に関

する研究（その 12）空調吹出し気流下のフード周辺気流の風速分布
○北村知也（大阪大学・学），甲谷寿史・山中俊夫（大阪大学・正F），桃
井良尚（大阪大学・正），相良和伸（大阪大学・正F），増井一徳（大阪大学・学）

D− 2 低放射・集中排気型厨房機器を用いた業務用厨房の空気・温熱環境に関
する研究（その 13）空調吹出し気流下のフード周辺気流のCFD解析

○増井一徳（大阪大学・学），甲谷寿史・山中俊夫（大阪大学・正F），桃
井良尚（大阪大学・正），相良和伸（大阪大学・正F），北村知也（大阪大学・
学），豊村幸毅（日建設計・正）

D− 3 揚げ物調理により発生する油煙・油滴の挙動解析に関する研究 ( その 3)
揚げ物調理時の鍋上方の熱上昇気流の再現手法

○藤原理紗（大阪大学・学），甲谷寿史・山中俊夫（大阪大学・正F），桃
井良尚（大阪大学・正），相良和伸（大阪大学・正F）

D− 4 ガスコンロの燃焼廃気流モデル ○大森敏明（東京ガス・正F），中川友貴・相原恵・奥田篤（東京ガス・正）
	 （10:25 〜 11:40）	 司会　清田誠良（広島工業大学）　　副司会　井上真吾（名古屋大学）

〔ちゅう房換気Ⅱ〕
D− 5 業務用厨房の設計図書などに基づく換気・空調計画に関わる情報収集 ( そ

の 3)　厨房規模・排気フード・給気口・調理機器などに関する情報
○澤田佳也（中部電力・正），永瀬修（日建設計・正），藤田美和子（中部電力・
正），近藤靖史（東京都市大学・正F），吉野一（東洋熱工業 /東京都市大学・
正F），荻田俊輔（東洋熱工業・正）

D− 6 食堂を併設した業務用厨房の換気・空調設計システムに関する研究（第 5
報）排気フードに対する調理機器および空調吹出しの設置位置に関する調
査

○藤本祐子（大阪ガス・正），山中俊夫・甲谷寿史（大阪大学・正F），奥
田篤（東京ガス・正），河合大輔（東邦ガス・正）

D− 7 業務用厨房における調理機器周辺の擾乱発生状況の把握 ○相原恵・奥田篤（東京ガス・正），倉渕隆（東京理科大学・正F），鳥海
吉弘（職業能力開発総合大学校・正），藤本祐子（大阪ガス・正），河合大
輔（東邦ガス・正）

D− 8 業務用電化厨房内における排気フード廻りの風速の実態調査 ○荻田俊輔（東洋熱工業・正），近藤靖史（東京都市大学・正F），吉野一（東
洋熱工業 /東京都市大学・正F），藤田美和子（中部電力・正），永瀬修（日
建設計・正）

D− 9 業務厨房における調理行動の頻度と調理作業者の歩行速度の実態調査お
よび解析

○齋藤義博（東京都市大学・学），近藤靖史（東京都市大学・正F），吉野一（東
洋熱工業・正F），荻田俊輔（東洋熱工業・正），藤田美和子（中部電力・正）

	 （12:30 〜 13:30）	 司会　長澤康弘（鹿児島大学）　　副司会　増井一徳（大阪大学）
〔ちゅう房換気Ⅲ〕

D− 10 中規模業務用厨房における調理機器の負荷率 ( その 2)	8 事例の消費電力
測定結果に基づく設計負荷率の算定

○永瀬修（日建設計・正），近藤靖史（東京都市大学・正F），藤田美和子
（中部電力・正），吉野一（東洋熱工業 /東京都市大学・正F），荻田俊輔（東
洋熱工業・正）

D− 11 業務用電化厨房における換気量低減時の換気性能検証と省エネ効果の推
定

○宮永俊之・上野剛（電力中央研究所・正），高橋雅仁（電力中央研究所），
田村英寿（電力中央研究所・正）

D− 12 家庭用 IHクッキングヒータ背面に設置される背面排気扇の基本性能に関
する実験的研究

○清田誠良（広島工業大学・正），芹田高太郞（広島工業大学・＊＊＊）

D− 13 業務用厨房内洗浄エリアの温熱環境に関する研究（第 1報）洗浄エリアの
温熱環境実測調査およびCFD解析による改善案の検討

○小松洋登（東京ガス・正），近藤靖史（東京都市大学・正F），太田恭兵（東
京都市大学・＊＊＊），山口美里（東京都市大学・学），奥田篤・相原恵（東
京ガス・正），吉野一（東洋熱工業 /東京都市大学・正F）

	 （13:35 〜 15:05）	 司会　永瀬修（日建設計）　　副司会　草間友花（北海道大学）
〔ちゅう房換気Ⅳ〕

D− 14 空調擾乱などがある状態での排気フードの捕集率測定法に関する研究 ( そ
の 1)	捕集率測定のための実験室の概要と捕集率算出式

○吉野一（東洋熱工業 /東京都市大学・正F），近藤靖史（東京都市大学・
正F），長澤康弘（鹿児島大学・正），岩崎裕仁（東京都市大学・学）

D− 15 空調擾乱などがある状態での排気フードの捕集率測定法に関する研究 ( そ
の 2)　数値実験と実大実験による捕集率測定法の検証

○長澤康弘（鹿児島大学・正），近藤靖史（東京都市大学・正F），吉野一（東
洋熱工業 /東京都市大学・正F），岩崎裕仁（東京都市大学・学），藤田美
和子（中部電力・正）

D− 16 業務用電化厨房のフード捕集率測定における擾乱発生装置の適切なパネ
ル移動速度と頻度

○岩崎裕仁（東京都市大学・学），近藤靖史（東京都市大学・正F），藤田
美和子（中部電力・正），吉野一（東洋熱工業 /東京都市大学・正F），荻
田俊輔（東洋熱工業・正）

D− 17 業務用厨房における擾乱環境下の排気フード捕集率に関する研究 ○岡本遼（東京理科大学・学），倉渕隆（東京理科大学・正F），鳥海吉弘（職
業能力開発総合大学校・正），李時桓（東京理科大学・正），船戸麻瑠珠（東
京理科大学・学），相原恵（東京ガス・正）

D− 18 業務用電化厨房に適した換気設計手法に関する研究（第 4報）排気フード
捕集率に及ぼす調理機器前での調理作業の影響

○岩松俊哉・占部亘（電力中央研究所・正）

D− 19 業務用電化厨房に適した換気設計手法に関する研究（第 5報）排気フード
捕集率に及ぼす排気フード前面の下降気流の影響

○占部亘・岩松俊哉（電力中央研究所・正）

	 （15:10 〜 15:55）	 司会　澤田和美（新菱冷熱工業）　　副司会　岩崎裕仁（東京都市大学）
〔全熱交換器〕



D− 20 種々の透湿膜の水蒸気および臭気物質の透過性に関する研究 ○草間友花（北海道大学・学），長野克則・中村真人（北海道大学・正F），
外川純也（北海道大学・正），姜允敬（北海道大学・＊＊＊）

D− 21 冬期屋外条件における全熱交換器の性能評価に関する研究 ○井上真吾（名古屋大学・学），齋藤輝幸（名古屋大学・正F）
D− 22 全熱交換型全般換気ユニットに関する研究〜その 2. 全熱交換型・顕熱交

換型の違いによる室内温湿度環境への影響比較〜
○森本晋平（東プレ・正），澤地孝男（建築研究所・正F），瀬戸裕直（建築
研究所・正），柴田和夫（日伸テクノ・正），津田学志・井前貴正（東プレ・正）

9月 25日（水）　E会場（201番教室）
	 （9:20 〜 10:35）	 司会　柳宇（工学院大学）　　副司会　尾方壮行（早稲田大学）

〔加湿器〕
E− 1 非敏感肌・敏感肌女性に対する湿度の影響評価 ○藤村寛子（東京ガス・正）
E− 2 旋回流ノズルを用いた空気調和機組込型加湿装置の実負荷条件下におけ

る性能評価
○一瀬茂弘（中部電力・正F），田中英紀（中部大学・正F），児玉奈緒子・
宇佐美勇気（中部電力・正）

E− 3 銀イオン担持ゼオライトを用いた気化式加湿器の衛生対策 ○神戸正純・張江（新日本空調・正）
E− 4 気化式加湿器の微生物汚染防止に関する研究（第 1報）微生物汚染モデル

の構築と電解水効果に関する考察
○野澤康平（パナソニック　アプライアンス社・正），加藤早織・阿萬誉・
黒河圭子（パナソニック　アプライアンス社）

E− 5 微生物対策を考慮した気化式加湿器の研究（第 4報）加湿エレメントにお
ける温水・薬液による殺菌試験

○川上梨沙・山口一（清水建設・正），鈴木令・冨岡一之（清水建設）

	 （10:40 〜 12:10）	 司会　金勲（国立保健医療科学院）　　副司会　川上梨沙（清水建設）
〔空気質実態〕

E− 6 オフィスビルにおける室内環境に関する研究第 1報－室内環境ならびに
浮遊微粒子と微生物の特性

○杉山順一（日本建築衛生管理教育センター・正），鎌倉良太・齋藤敬子（日
本建築衛生管理教育センター），四本瑞世・緒方浩基（大林組・正），柳宇（工
学院大学・正），横山貴紀（工学院大学・学）

E− 7 オフィスビルにおける室内環境に関する研究（第 2報）遺伝子解析法を利
用した室内浮遊微生物の実態調査

○四本瑞世（大林組・正），柳宇（工学院大学・正），杉山順一（日本建築衛
生管理教育センター・正），緒方浩基（大林組・正），鎌倉良太（日本建築
衛生管理教育センター）

E− 8 アースチューブにおける微生物汚染の実態とその対策方法 ○柳宇（工学院大学・正），吾孫子正和・菅野昇平（積水化学北海道），松
本英志（積水化学工業），岡部優志（積水化学工業・正）

E− 9 新型インフルエンザに対する感染防止に関する研究（第 5報）数値流体解
析による二酸化塩素ガス濃度分布の予測

○尾方壮行（早稲田大学・学），篠田文彦（山下設計・正），堤仁美（昭和女
子大学・正），田辺新一（早稲田大学・正F），中原弘一・節島正和（大幸薬品・
正）

E− 10 ガス給湯機器が設置された共用廊下内排ガス濃度予測法の改良に関する
研究

○山崎涼太郎（東京理科大学・学），倉渕隆（東京理科大学・正F），嵐口
晃宏（日本ガス機器検査協会・正）

E− 11 放射能汚染の実態と放射線防護対策に関する研究 ○野崎淳夫（東北文化学園大学・正F），成田泰章（暮らしの科学研究所・
＊＊＊），大澤元毅（国立保健医療科学院・正），池田耕一（日本大学・正F），
吉野博（東北大学・正F）

	 （12:45 〜 13:45）	 司会　四本瑞世（大林組）　　副司会　上野真祐子（東北文化学園大学）
〔微生物対策〕

E− 12 水を用いた空気浄化システム「エアワッシャー」による空中浮遊菌および
ウイルスの除去性能

○土井雄太・藤田雅司・山中弘次（オルガノ・正）

E− 13 塩素系薬剤を用いた微生物対策 ( 第 13 報）複数の薬剤による微生物抑制効
果の検討

○山口一（清水建設・正），川上梨沙（清水建設・＊＊＊），冨岡一之（清水
建設）

E− 14 医療・福祉施設における感染制御に関する研究（第 12 報）	ベッド周辺の局
所気流による空気感染防止対策

○新井啓太郎（早稲田大学・学），岡島彩子（NTTファシリティーズ），藤
原舞（早稲田大学・学），堤仁美（昭和女子大学・正），森本正一（新菱冷熱
工業・正），田辺新一（早稲田大学・正F），堀賢（順天堂大学）

E− 15 医療・福祉施設における感染制御に関する研究（第 13 報）多床室の病原体
濃度低減方法の検討

○森本正一（新菱冷熱工業・正），湯懐鵬（新菱冷熱工業・正F），滝沢英二（新
菱冷熱工業・正），田辺新一（早稲田大学・正F），堤仁美（昭和女子大学・
正），堀賢（順天堂大学）

	 （13:50 〜 14:50）	 司会　山口一（清水建設）　　副司会　山崎涼太郎（東京理科大学）
〔化学物質〕

E− 16 接着剤からの揮発性有機化合物測定法に関する研究（第 2報）　ホルムア
ルデヒド放散

○中村俊太（早稲田大学・学），田辺新一（早稲田大学・正F），金勲（国立
保健医療科学院・正），川本隆文・大西邦弘（日本接着剤工業会）

E− 17 準揮発性有機化合物（SVOC）の測定・評価法の開発その 9　	マイクロチ
ャンバーを用いた内装建材からの SVOC放散量測定

○金勲（国立保健医療科学院・正），田辺新一（早稲田大学・正F），波多
野弘和（早稲田大学・学），金炫兌（早稲田大学・正）

E− 18 アミン吸着剤を用いたCO2 除去の検討 ○宮崎俊行・福森幹太・植村聡（三機工業・正）
E− 19 開放型燃焼器具からのVOC・アルデヒド類の発生に関する研究 ○上野真祐子（東北文化学園大学・＊＊＊），野﨑淳夫（東北文化学園大学・

正F），二科妃里・一條佑介（東北文化学園大学・正），成田泰章（暮らし
の科学研究所・＊＊＊）

	 （14:55 〜 15:40）	 司会　秋山貴洋（高砂熱学工業）　　副司会　中村俊太（早稲田大学）
〔クリーンルーム〕

E− 20 クリーンルームにおける環境制御に関する研究（第 1報）　従来方式と天
井レス方式の数値解析と実測による比較

○栗木茂・鈴木孝彦・永井裕之・村江行忠（戸田建設・正）

E− 21 光酸化分解反応の数理モデル化と室内濃度低減性能の数値予測 ( 第 3 報 )	
バイオクリーンルーム内での浮遊菌濃度減衰試験と数値解析

○山本清司（フジコー /九州大学・正），堂本昇嗣朗（九州大学・＊＊＊），
Eunsu	LIM（九州大学・正），伊藤一秀（九州大学・正F）

E− 22 ミスト噴霧方式による除染方法の開発（第 1報）過酸化水素、過酢酸系除
菌剤噴霧による除染条件

○中岡将士・植村聡（三機工業・正），小松貴司（三機工業）

9月 25日（水）　F会場（202番教室）
	 （9:20 〜 10:35）	 司会　大場正昭（東京工芸大学）　　副司会　廣瀬文郁（早稲田大学）

〔温冷感・快適感・人体モデル〕
F− 1 不均一放射環境下における温熱環境評価（その 3）数値人体モデルを用いた

不均一放射環境下の数値解析に関する研究
○山根雄太（明治大学・学），小野浩己（明治大学・正），酒井孝司（明治大学・
正F）

F− 2 人体熱モデルの血流の再現方法による局所加温時の体温予測の違いに関
する検討

○千葉友樹（東北大学・学），後藤伴延（東北大学・正）

F− 3 着衣・気流の多様性に応ずる熱的快適性評価法に関する検討 ○佐古井智紀（信州大学・正），持田徹（北海道大学・特F）
F− 4 人体温冷感・快適感予測モデルに関する研究（その 4）人体モデルを用いた

非定常状態における局所温冷感予測手法の検討
○尾関義一（旭硝子・正），針田裕子（旭硝子），田辺新一（早稲田大学・正F）

F− 5 投影面積率による人体各部の放射熱伝達量の解析（第 3報）姿勢・体型の
違いが部位別の放射受熱量へ及ぼす影響

○大黒雅之・佐藤大樹（大成建設・正），吉田伸治（福井大学・正）

	 （10:40 〜 11:55）	 司会　佐古井智紀（信州大学）　　副司会　山根雄太（明治大学）



〔通風・非定常・アダプティブ〕
F− 6 風速がステップ変化した非定常通風環境における 2	node	モデルの不感蒸

泄評価について
○大場正昭（東京工芸大学・正），森上伸也（東京工芸大学・学）

F− 7 通風型人工気候室を用いた数値人体熱モデルの検証用データ取得の被験
者実験および数値人体熱モデルの精度向上に関する研究

○塚本健二・大場正昭（東京工芸大学・正），森上伸也（東京工芸大学・学）

F− 8 初期皮膚温および接触面の温度変化速度が非定常時の熱的快適性に与え
る影響

○廣瀬文郁・篠原愛美（早稲田大学・学），大森敏明（東京ガス・正F），
大平昇・冨永隆一・中川友貴（東京ガス・正），田辺新一（早稲田大学・正F）

F− 9 風速がステップ変化した非定常通風環境における気持ちよさ評価に関す
る被験者実験

○森上伸也（東京工芸大学・学），大場正昭（東京工芸大学・正）

F− 10 夏期における外気温度変化が熱的快適性へ及ぼす影響に関する研究（その
3）実験概要と結果考察

○近本智行（立命館大学・正F），小林知広（大阪市立大学・正），伊藤紘一（鹿
島建設・正）

	 （12:45 〜 13:30）	 司会　尾関義一（旭硝子）　　副司会　大泉翔平（北海道大学）
〔オフィスの温熱環境Ⅰ〕

F− 11 シーリングファンを用いたオフィス空間内の熱環境調整に関する研究（そ
の 5）CFD	解析による暖房時の室内空気の攪拌効果予測

○桃井良尚（大阪大学・正），相良和伸・山中俊夫・甲谷寿史（大阪大学・
正F），森井祐介（大阪大学・学），古賀修・一谷匡陛（関西電力・正），高
山眞・笠原万起子（日建設計・正）

F− 12 シーリングファンを用いたオフィス空間内の熱環境調整に関する研究 ( そ
の 6) 対流熱伝達率測定値に基づくCFD解析による SET* の算出

○森井祐介（大阪大学・学），桃井良尚（大阪大学・正），相良和伸・山中俊夫・
甲谷寿史（大阪大学・正F），古賀修・一谷匡陛（関西電力・正），高山眞・
笠原万起子（日建設計・正）

F− 13 シーリングファンを用いたオフィス空間内の熱環境調整に関する研究（そ
の 7）気流感による空調設計及び評価

○笠原万起子・高山眞（日建設計・正），古賀修・一谷匡陛（関西電力・正），
相良和伸・山中俊夫・甲谷寿史（大阪大学・正F），桃井良尚（大阪大学・正），
森井祐介（大阪大学・学）

	 （13:35 〜 14:20）	 司会　桃井良尚（大阪大学）　　副司会　半澤大介（千葉工業大学）
〔オフィスの温熱環境Ⅱ〕

F− 14 躯体蓄熱併用型輻射空調システムを導入した次世代テナントオフィスビ
ル（第 1報）施設・設備概要について

○中村駿介（三菱地所設計・正），佐々木邦治（三菱地所設計・正F），安
田健一（三菱地所設計・正）

F− 15 躯体蓄熱併用型輻射空調システムを導入した次世代テナントオフィスビ
ル（第 2報）計測計画および実測計画について

○安田健一（三菱地所設計・正），佐々木邦治（三菱地所設計・正F），中
村駿介（三菱地所設計・正），川瀬貴晴（千葉大学・正F），鄭新源（千葉大学・
正），本田健一郎・稲葉さとみ（三菱地所）

F− 16 温熱環境の受容に関する研究（第 2報）オストラコンによる室内温熱環境
と非受容申告に関する調査

○市川勇太・鵜飼真成（工学院大学・学），鈴木育野（テーテンス事務所・正），
野部達夫（工学院大学・正F）

	 （14:25 〜 15:25）	 司会　三浦克弘（鹿島建設）　　副司会　森井祐介（大阪大学）
〔学校・病院の温熱環境〕

F− 17 様々な冷暖房・換気設備が導入された公立学校における環境調節の実態
と環境教育の効果

○倉渕隆（東京理科大学・正F），飯野由香利（新潟大学・正）

F− 18 学校施設におけるエコ改修の計画・設計に関する研究実測に基づく、詳
細設計用技術資料の整備と効果の検証

○半澤大介（千葉工業大学・学），小田桐直子（佐藤エネルギーリサーチ・
正），小峯裕己（千葉工業大学・正F），佐藤誠（佐藤エネルギーリサーチ・正）

F− 19 積雪寒冷地における体育館の暖房利用実態及び防寒対策に関する研究そ
の 3	避難訓練実測結果と体育館内包型小学校のエネルギー消費特性

○大泉翔平（北海道大学・＊＊＊），菊田弘輝（北海道大学・正），羽山広文（北
海道大学・正F），森太郎（北海道大学・正）

F− 20 人工透析室の熱的快適性に関する実測調査（第 3報）透析室の温熱環境測
定および患者と医療スタッフを対象としたアンケート調査

○藤原舞（早稲田大学・学），森桜（早稲田大学），堤仁美（昭和女子大学・正），
田辺新一（早稲田大学・正F），堀賢・清水芳男・井尾浩章・濱田千江子・
富野康日己（順天堂大学）

9月 25日（水）　G会場（203番教室）
	 （9:20 〜 10:20）	 司会　甲谷寿史（大阪大学）　　副司会　西尾崇（東京都市大学）

〔CFDⅠ〕
G− 1 微粒子可視化装置による室内気流分布の研究（第 1報）研究目的と概要 ○竹本裕人（広島工業大学・学），竹内陽祐（東洋熱工業・正），首藤治久（広

島工業大学・正F）
G− 2 微粒子可視化装置による室内気流分布の研究（第 2報）吹出口の違いによ

る気流性状の比較
○竹内陽祐（広島工業大学・＊＊＊），竹本裕人（広島工業大学・学），首
藤治久（広島工業大学・正F）

G− 3 環境工学分野における随伴変数法の適用に関する研究（第 1報）気流抑制・
排熱促進を目的とした駅舎内間仕切りの最適配置に関する設計手法の提
案

○眞下茜（大阪工業大学・＊＊＊），河野良坪（大阪工業大学・正），中川純（レ
ビ設計室・正）

G− 4 自然対流の卓越する床暖房室内におけるCFDの精度検証（第 2報）
Dynamic	LES による乱流データベース作成とRANSモデルの評価

○小野浩己（電力中央研究所・＊＊＊），酒井孝司（明治大学・正F），加
治屋亮一（明治大学・正）

	 （10:25 〜 11:40）	 司会　塩地純夫（ダイキン工業）　　副司会　竹本裕人（広島工業大学）
〔CFDⅡ〕

G− 5 複雑な形状の吹出し口を有する室内気流のCFD解析に関する研究 ( その
8) 噴流理論を用いたアネモ型ディフューザー冷房設定時の吹出し気流性
状把握

○安本浩江（大阪大学・学），甲谷寿史・山中俊夫（大阪大学・正F），桃
井良尚（大阪大学・正），相良和伸（大阪大学・正F）

G− 6 複雑な形状の吹出し口を有する室内気流のCFD解析に関する研究（その
9）BOX法及び PV法による吹出し気流のモデル化手法

○甲谷寿史・山中俊夫（大阪大学・正F），桃井良尚（大阪大学・正），相
良和伸（大阪大学・正F），安本浩江（大阪大学・学）

G− 7 P.V. 法による旋回流型天井吹出口のCFDモデリング ○西尾崇（東京都市大学・学），近藤靖史（東京都市大学・正F），太田恭兵（東
京都市大学・＊＊＊）

G− 8 ダブルスキンの熱的性能評価手法に関する研究　－測定実験と 2次元モ
デルによるCFD解析との比較－

○浅川拓也（明治大学・学），加治屋亮一（明治大学・正）

G− 9 高層オフィスビルへのダブルスキンシステムの適用に関する研究（第2報）
外部風がダブルスキンの夏期日射遮蔽性能に及ぼす影響

○矢川明弘・佐々木澄（清水建設・正）

	 （12:30 〜 13:45）	 司会　矢川明弘（清水建設）　　副司会　浅川拓也（明治大学）
〔エネルギーシミュレーション〕

G− 10 EnergyPlus 向けビル用マルチ式空調モジュールの開発（第 4報）VRFモ
デルによる試計算

○塩地純夫・村山紘之（ダイキン工業・正）

G− 11 シミュレーションによるスマートハウスの温熱環境とエネルギーの予測
（その 1）標準的な住宅の評価モデルの構築

○中川友貴（東京ガス・正），大森敏明（東京ガス・正F），金政一（東京大学・
＊＊＊），張偉栄（東京大学・正），加藤信介（東京大学・正F）

G− 12 空調シミュレーションとCFDとの連成解析に関する研究（その 2）メッシ
ュサイズと温度境界条件が窓面熱流束と室内温度分布に及ぼす影響

○森下悟史（大阪大学・学），桃井良尚（大阪大学・正），相良和伸・山中俊夫・
甲谷寿史（大阪大学・正F）

G− 13 省エネルギー設計における空調設備容量の最適化に関する研究 ○竹部友久（日本設計・正F）
G− 14 要素の動特性を考慮した室圧シミュレーションツール ○橋本真伊知（大気社・正），笹尾博行（大気社・正F）

	 （13:50 〜 15:05）	 司会　竹部友久（日本設計）　　副司会　森下悟史（大阪大学）



〔熱負荷計算Ⅰ〕
G− 15 各種設計用最大熱負荷計算法の比較に関する研究（第 2報）実在年気象デ

ータ基準の熱負荷・室使用時室温昇降順曲線による比較
○相賀洋（大林組・正F）

G− 16 NewHASP/ACLDと ENERGYPLUS による熱負荷の比較 ○楊鎮浩（早稲田大学・学），金炫兌（早稲田大学・正），田辺新一（早稲田
大学・正F）

G− 17 建物調査による事前情報および短期間実測データを用いた熱負荷推定法
に関する研究

○牛山達也（東京理科大学・学），長井達夫（東京理科大学・正F），平野
睦弥（東京理科大学・学），村山紘之・塩地純夫（ダイキン工業・正）

G− 18 既存地下駅における設計最大冷房負荷推定に関する研究 ○木村健太郎（高砂熱学工業・正），柴田克彦（高砂熱学工業・正F），谷
田直之（東日本旅客鉄道・正），佐藤雅文（東日本旅客鉄道），佐藤誠（佐藤
エネルギーリサーチ・正），近藤靖史（東京都市大学・正F）

G− 19 コンプレッサーカーブ法から得られる全熱負荷の顕熱・潜熱分離方法と
顕熱比算出における各種パラメータの感度解析に関する基礎的研究

○平野睦弥（東京理科大学・学），長井達夫（東京理科大学・正F），牛山
達也（東京理科大学・学），塩地純夫・村山紘之（ダイキン工業・正）

	 （15:10 〜 15:55）	 司会　木村健太郎（高砂熱学工業）　　副司会　平野睦弥（東京理科大学）
〔熱負荷計算Ⅱ〕

G− 20 建物内部発熱減少による室内温熱環境と空調システムへの影響に関する
研究第 1報　OA機器更新に伴う電力消費量の減少と空調負荷の検討

○藤川慈久（名古屋市立大学・学），尹奎英（名古屋市立大学・正）

G− 21 空調システム設計における執務室の内部発熱の設定方法に関する研究（そ
の 4）人員密度に関する実態調査

○鈴木智也（九州大学・＊＊＊），今井新也（大林組・＊＊＊），赤司泰義（東
京大学・正F），住吉大輔（九州大学・正）

G− 22 空調システム設計における執務室の内部発熱の設定方法に関する研究（そ
の 5）内部発熱の設定方法の提案

○今井新也（大林組・＊＊＊），赤司泰義（東京大学・正F），住吉大輔（九
州大学・正），鈴木智也（九州大学・＊＊＊）

9月 25日（水）　H会場（300番教室）
	 （9:20 〜 10:50）	 司会　中野民雄（静岡文化芸術大学）　　副司会　寺島徹（宇都宮大学）

〔地域・建物評価〕
H− 1 研修施設における環境配慮技術の計画と実証評価第 1報　計画の概要 ○藤重俊徳（九電工・正），長孝良（九電工・正F），福島逸成（九電工・正），

佐藤孝輔（日建設計・正），舘景士郎（日建設計・＊＊＊），林徹夫（九州大学・
正F）

H− 2 研修施設における環境配慮技術の計画と実証評価（第 2報）アリーナにお
ける床下吹出空調の有効性に関する実測調査

○光山哲平（九州大学・学），林徹夫（九州大学・正F），野村幸司（九州大学・
正），長孝良（九電工・正F），藤重俊徳・福島逸成（九電工・正），佐藤孝輔（日
建設計・正），舘景四朗（日建設計・＊＊＊）

H− 3 研修施設における環境配慮技術の計画と実証評価第 3報　アリーナにお
ける床下吹出空調の有効性に関するCFD解析

○王瑞澤（九州大学・学），林徹夫（九州大学・正F），藤重俊徳（九電工・正），
長孝良（九電工・正F），福島逸成（九電工・正），佐藤孝輔（日建設計・正），
舘景士朗（日建設計・＊＊＊）

H− 4 水盤を活用した熱環境形成に関する実践的研究その 1	水盤による外気予
冷効果ならびに周辺熱環境緩和効果の検証

○水出喜太郎（日建設計・正F），中山哲士（岡山理科大学・正F）

H− 5 水盤を活用した熱環境形成に関する実践的研究その 2	周辺環境への環境
影響評価

○中山哲士（岡山理科大学・正F），水出喜太郎（日建設計・正F）

H− 6 住宅とコミュニティの質が身体活動量に与える影響に関する多変量解析 ○柳澤恵（慶應義塾大学・学），伊香賀俊治（慶應義塾大学・正F），安藤
真太朗・浦田麻衣・海塩渉（慶應義塾大学・学）

	 （10:55 〜 12:10）	 司会　中山哲士（岡山理科大学）　　副司会　柳澤恵（慶應義塾大学）
〔ライフサイクル評価〕

H− 7 サーバ室を持つ事務所ビルのライフサイクルエネルギーマネジメントに
関する研究

○河野正人・中田達也・木幡悠士・福光超（NTTファシリティーズ・正），
渡邊剛（NTTファシリティーズ・正F），柳正秀（NTTファシリティーズ・
正）

H− 8 長野県産木材のライフサイクルアセスメント調査その 4　カラマツを使用
した縦継のある集成材の場合

○松場啓太（信州大学・＊＊＊），浅野良晴（信州大学 /信州大学山岳科学
総合研究所・正F），高村秀紀（信州大学/信州大学山岳科学総合研究所・正）

H− 9 木造住宅に使用される越後スギのライフサイクルアセスメント調査（第 1
報）4事例を対象とした製材 1㎥製造時の材積量と炭素固定量の変動及び
燃料消費量の把握

○上田智輝（信州大学・＊＊＊），高村秀紀（信州大学 /信州大学山岳科学
総合研究所・正），浅野良晴（信州大学 /信州大学山岳科学総合研究所・
正F），櫻庭瞳（信州大学・学）

H− 10 木造住宅に使用される越後スギのライフサイクルアセスメント調査（第 2
報）4事例を対象とした製材 1m3製造時の CO 2排出量とカーボンバラン
スの算出

○櫻庭瞳（信州大学・学），高村秀紀（信州大学 /信州大学山岳科学総合研
究所・正），浅野良晴（信州大学 /信州大学山岳科学総合研究所・正F），
上田智輝（信州大学・＊＊＊）

H− 11 建築物のEmbodied	Energy	及び	Embodied	CO2	に関する環境負荷原単
位の比較

○寺島徹（宇都宮大学・学），横尾昇剛（宇都宮大学・正F），岡建雄（宇都
宮大学・＊＊＊F）

	 （13:00 〜 13:45）	 司会　高村秀紀（信州大学）　　副司会　海塩渉（慶應義塾大学）
〔エネルギーマネージメントによる評価〕

H− 12 大規模複合開発におけるエネルギーマネジメントの実践（第 1報）施設の
概要と特徴

○岡垣晃（日建設計総合研究所・正F），李致雨・杉原義文（日建設計総合
研究所・正），飯塚宏（日建設計・正F），古城照敏（住商ビルマネージメント）

H− 13 大規模複合開発におけるエネルギーマネジメントの実践（第 2報）竣工後 1
年間の運転実績

○李致雨（日建設計総合研究所・正），岡垣晃（日建設計総合研究所・正F），
杉原義文（日建設計総合研究所・正），飯塚宏（日建設計・正F）

H− 14 セントラル空調ビルにおけるエネルギーマネジメントによる性能評価に
関する調査研究（第 2報）年間計測結果とエネルギーマネジメント導入効
果の予測

○國吉敬司（日建設計・正），高橋直樹（日建設計総合研究所・正），吉田
治典（岡山理科大学・正F）

	 （13:50 〜 14:50）	 司会　岡垣晃（日建設計総合研究所）　　副司会　河又大起（早稲田大学）
〔住宅の実態調査〕

H− 15 長野県内の複数住宅における電力消費量と発電量の実態 ○高村秀紀（信州大学・正），浅野良晴（信州大学 /信州大学山岳科学総合
研究所・正F），菅井亮（信州大学・学）

H− 16 北陸地域の住宅におけるエネルギー消費実態に関する研究 ○中野民雄（静岡文化芸術大学・正）
H− 17 住宅における温水暖房用燃焼系熱源機のエネルギー消費性能の評価（第 4

報）温水暖房用石油熱源機の性能評価のためのモデル化
○江村亜樹（藤原環境科学研究所・正），藤原陽三（藤原環境科学研究所・
正F），三浦尚志（国土交通省国土技術政策総合研究所・正）

H− 18 住宅内温熱環境が居住者の起床時家庭血圧に与える影響の冬季現地調査 ○海塩渉（慶應義塾大学・学），伊香賀俊治（慶應義塾大学・正F），大塚
邦明（東京女子医科大学），安藤真太朗・柳澤恵（慶應義塾大学・学）

	 （14:55 〜 15:55）	 司会　河野正人（NTTファシリティーズ）　　副司会　光山哲平（九州大学）
〔全電化住宅の実態調査〕

H− 19 広島市の全電化住宅におけるエネルギー消費実態に関する研究（第 7報）
洗濯機の稼働状況と世帯特性の関連

○八杉克志（広島大学・学），西名大作（広島大学・正F），村川三郎（広島
大学・特F），金田一清香・佐々木元気（広島大学・正），石田正樹（広島大学・
学）



H− 20 広島市の全電化住宅におけるエネルギー消費実態に関する研究（第 8報）
リビングエアコンの稼働特性

○石田正樹（広島大学・学），西名大作（広島大学・正F），村川三郎（広島
大学・特F），金田一清香・佐々木元気（広島大学・正），八杉克志（広島大学・
学）

H− 21 オール電化高齢者福祉施設の温熱環境及びエネルギー消費量実態調査（第
1報）調査概要及びアンケート結果

○河又大起（早稲田大学・学），川田康介・田中宏昌（日建設計・正），田
辺新一（早稲田大学・正F）

H− 22 オール電化高齢者福祉施設の温熱環境及びエネルギー消費量実態調査（第
2報）住戸部及び共用部の温熱環境及びエネルギー消費実態

○川田康介（日建設計・正），河又大起（早稲田大学・学），田中宏昌（日建
設計・正），田辺新一（早稲田大学・正F）

9月 25日（水）　I会場（301番教室）
	 （9:20 〜 10:20）	 司会　西川豊宏（工学院大学）　　副司会　志津えりか（森村設計）

委員会中間報告② /施設運用のための SBCM（スマートな事業継続マネ
ジメント）小委員会

主査　＊＊＊＊＊

〔BCPⅠ〕
I − 1 老人福祉施設におけるBCP機能を備えた設備システムについての提言 ○西村鉄平・谷口勝則（昭和設計・正），大黒賢宏（大阪ガス・正），竹中

佳代（大阪ガス）
I − 2 ライフライン機能停止時の建築設備機能に関する研究（第 1報）東日本大

震災被災地域における病院の実態調査
○穴澤德貴・原瀬拓也（芝浦工業大学・学），村上公哉・渡辺健一郎（芝浦
工業大学・正F）

I − 3 ライフライン機能停止時の建築設備機能に関する研究（第 2報）東日本大
震災被災地域における庁舎の実態調査

○村上公哉（芝浦工業大学・正F），原瀬拓也・穴澤德貴（芝浦工業大学・学），
渡辺健一郎（芝浦工業大学・正F）

	 （10:25 〜 11:25）	 司会　村上公哉（芝浦工業大学）　　副司会　西村鉄平（昭和設計）
〔BCPⅡ〕

I − 4 広島県呉市をモデルとした中小都市BCP策定のための調査研究（第 6報）
呉市消防署の実態調査

○神藤晃太（斎久工業・正），谷本有紘（五洋建設・正），首藤治久（広島工
業大学・正F）

I − 5 広島県呉市をモデルとした中小都市BCP策定のための調査研究（第 7報）
調査結果に基づくいくつかの提案

○谷本有紘（五洋建設・正），神藤晃太（斎久工業・正），首藤治久（広島工
業大学・正F）

I − 6 事業継続計画策定における建築設備の地震リスクに関する研究 ( 第 2 報 )
スプリンクラー配管末端部における実験と地震時における配管に加わる
応力について

○武田和也（工学院大学・＊＊＊），西川豊宏・大橋一正（工学院大学・正），
志津えりか（森村設計・正）

I − 7 事業継続計画策定における建築設備の地震リスクに関する研究 ( 第 3 報 )
天吊り機器の地震被害からみた吊りボルトの耐久性に関する実験と地震
リスク

○志津えりか（森村設計・正），西川豊宏・大橋一正（工学院大学・正），
武田和也（森村設計・＊＊＊）

	 （12:45 〜 13:45）	 司会　田中毅弘（東洋大学）　　副司会　中井拓也（東京工芸大学）
〔防災・安全Ⅰ〕

I − 8 大規模団地における居住者の環境・防災意識に関する調査研究（第 1報）
調査概要及び居住者の特性の把握

○尾神充倫（都市再生機構・正），大塚雅之（関東学院大学・正F），新明
加奈子（関東学院大学・正），秋山和也（関東学院大学・学）

I − 9 大規模団地における居住者の環境・防災意識に関する調査研究（第 2報）
居住者の特性分析

○新明加奈子（関東学院大学・正），大塚雅之（関東学院大学・正F），尾
神充倫（都市再生機構・正），秋山和也（関東学院大学・学）

I − 10 災害時・平常時に機能する都市の環境・防災情報システムに関する研究
東京都心部と宇都宮における実験

○増田圭太（宇都宮大学・学），横尾昇剛（宇都宮大学・正F），中島裕輔（工
学院大学・正），堀英祐（早稲田大学）

I − 11 大学施設マネジメントのための指標・判断基準に関する研究国立大学法
人の施設マネジメントの現状・課題

○田代翼（宇都宮大学・学），横尾昇剛（宇都宮大学・正F），藤村達雄（宇
都宮大学）

	 （13:50 〜 14:50）	 司会　横尾昇剛（宇都宮大学）　　副司会　橋本信（鹿島建設）
〔防災・安全Ⅱ〕

I − 12 建築・設備の施工・保全における日本と中国の安全マネジメントに関す
る基礎的研究（第 1報）建築・設備の施工・保全における日本と中国のト
ラブル・災害の定性的分析とトラブル・災害事例の比較検討

○田中毅弘（東洋大学・正F），鳥濱博（職業能力開発総合大学校・正），
細川拓馬（東洋大学・学）

I − 13 建築・設備における日本と中国の安全マネジメントに関する基礎的研究
（第 2報）中国安全局のデーターにもとづいた建築・設備の事例研究

○鳥濱博（職業能力開発総合大学校・正），田中毅弘（東洋大学・正F），
細川拓馬（東洋大学・学）

I − 14 建築設備の施工・保全における安全・品質向上手法に関する検討（第 3報）
最近の建築・設備における災害の傾向と工事の各段階でのリスク原因の
検討

○割石浩幸（関東職業能力開発大学校・正），宇多寛人（東急建設・正F），
細川拓馬（東洋大学・学），田中毅弘（東洋大学・正F），鳥濱博（職業能力
開発総合大学校・正），三上貴彦（高砂熱学工業・正），梶村道一（日設・正）

I − 15 建築設備の施工・保全における安全・品質向上手法に関する検討（第 4報）
安全・品質向上のためのトラブル・リスク回避シートの運用に関する検
討

○三上貴彦（高砂熱学工業・正），鳥濱博（職業能力開発総合大学校・正），
田中毅弘（東洋大学・正F），細川拓馬（東洋大学・学），宇多寛人（東急建設・
正F），渡邉一由（UBA・正 F）

	 （14:55 〜 15:55）	 司会　尾神充倫（都市再生機構）　　副司会　増田圭太（宇都宮大学）
〔防災・安全Ⅲ〕

I − 16 地震時の建築設備の挙動とその再現に関する研究（その 1）振動台を用いた
建築設備に関する実験概要と損傷状況

○橋本信（鹿島建設・正），松島俊久・千葉隆文（鹿島建設・正F），川島
隆朗（鹿島建設），水谷国男（東京工芸大学・正F），元結正次郎（東京工業
大学・＊＊＊），金恵英（東京工業大学・正）

I − 17 地震時の建築設備の挙動とその再現に関する実験　その 2振動台実験お
よび数値解析モデルによる建築設備配管吊りボルト断裂現象の再現

○金恵英（東京工業大学・正），水谷国男（東京工芸大学・正F），橋本信（鹿
島建設・正），元結正次郎・佐藤恭章（東京工業大学），川島隆朗（鹿島建設）

I − 18 建築設備・機器の耐震性に関する研究その 5	吊りボルトで支持された配
管およびケーブルラックの振動特性に関する実験

○中井拓也（東京工芸大学・学），水谷国男（東京工芸大学・正F），二ノ
宮裕樹（東京工芸大学・学），金恵英（東京工業大学・正）

I − 19 被災都市における総合環境性能が住民満足度に与える影響の検証 ○瀧上柾（慶應義塾大学・学），伊香賀俊治（慶應義塾大学・正F），川久
保俊（法政大学・正），宇城拓平（慶應義塾大学・学）

9月 25日（水）　J会場（SASTec3階）
	 （9:20 〜 10:35）	 司会　加藤正宏（鹿島建設）　　副司会　土屋貴史（大林組）

〔データセンターの気流制御Ⅰ〕
J − 1 圧力分布実測によるラック型空調機を用いたデータセンターの風量制御

設計検討
○吉井存・宇田川陽介・関口圭輔・柳正秀（NTTファシリティーズ・正）

J − 2 データセンタにおける高発熱ラックの冷却に関する検討 ○木幡悠士・関口圭輔・柳正秀・宇田川陽介（NTTファシリティーズ・正）
J − 3 自然循環方式多段熱交換器を利用したデータセンタ排熱輸送 ○松永有仁（日本電気・正），稲葉賢一・千葉正樹・小路口暁・吉川実（日

本電気）
J − 4 自然換気併用型データセンターにおける省エネルギー効果に関する研究

（その 9）成層効率と再帰率に基づく空気流動のケーススタディ
○竹内仁哉（東洋熱工業・正），倉渕隆（東京理科大学・正F），吉野一（東
洋熱工業 /東京都市大学・正F），李時桓（東京理科大学・正），竹内綾・
小林健太郎（東京理科大学・学），秦智之（日本電気），松尾一哉（東洋製作所）



J − 5 自然換気併用型データセンターにおける省エネルギー効果に関する研究
（その 10）実験と CFD解析による水噴霧潜熱冷却効果の検討

○小林健太郎（東京理科大学・学），倉渕隆（東京理科大学・正F），竹内
仁哉（東洋熱工業・正），吉野一（東洋熱工業 /東京都市大学・正F），李
時桓（東京理科大学・正），竹内綾（東京理科大学・学），秦智之（日本電気），
松尾一哉（東洋製作所）

	 （10:40 〜 11:55）	 司会　吉野一（東洋熱工業）　　副司会　木幡悠士（NTTファシリティーズ）
〔データセンターの気流制御Ⅱ〕

J − 6 グリーン IDCにおける壁吹出し空調システムの適用（第 1報）試運転時の
模擬負荷による温熱環境検証

○相澤直樹（高砂熱学工業・正），高西浩・三好隆（関電エネルギーソリュ
ーション・正），廣田博美・内山隆康（日本ユニシス），柴田克彦（高砂熱
学工業・正F），原豊（高砂熱学工業・正）

J − 7 サーバ実機周囲における気流・温度分布の詳細測定 ○加藤正宏・茂呂誠志（鹿島建設・正），脇田和幸（鹿島技術研究所・＊＊＊），
武政祐一（鹿島技術研究所・正F）

J − 8 データセンターにおける床吹出空調方式の性能評価 ○粕谷敦（竹中工務店・正），四釜奈緒・岩田徹也（ケイ・オプティコム），
高橋純大（竹中工務店），高橋智浩・和田一樹・田中規敏（竹中工務店・正）

J − 9 データセンター向け天井吹出し天井吸込み空調気流方式の開発（第 6報）
模型実験による床吹き方式との性能比較

○矢部周子・諏訪好英・土屋貴史・原嶋寛・相沢則夫・井口日文（大林組・正）

J − 10 データセンター向け天井吹出し天井吸込み空調気流方式の開発（第 7報）
天井吹出し方式と床吹出し方式の気流性状の比較

○土屋貴史・諏訪好英・原嶋寛・矢部周子・相沢則夫・井口日文（大林組・正）

	 （12:30 〜 13:45）	 司会　相澤直樹（高砂熱学工業）　　副司会　小林健太郎（東京理科大学）
〔データセンターの空調方式Ⅰ〕

J − 11 高効率都市型データセンターの提案 ○田島秀樹（竹中工務店・正F）
J − 12 データセンター空調の改修技術に関する研究開発（その 1) 前面吹出しユニ

ットを用いた高負荷サーバラックの冷却に関する実験
○山根唱司・岩崎守顕・谷知剛・杉原広英・山下植也（三機工業・正）

J − 13 データセンター空調の改修技術に関する研究開発（その 2）　機械室混合型
外気冷房システムの性能検証

○岩崎守顕・山根唱司・山下植也・新村浩一（三機工業・正）

J − 14 データセンターにおける冷水利用空調設備を対象とした電力消費量削減
検討（第 1報）特性把握実験とシミュレーション精度の検証

○中田達也・金子真一郎・吉井存・関口圭輔・柳正秀（NTTファシリテ
ィーズ・正）

J − 15 データセンターにおける冷水利用空調設備を対象とした電力消費量削減
検討（第 2報）統合制御手法と電力消費量削減効果

○金子真一郎・中田達也・吉井存・関口圭輔・柳正秀（NTTファシリテ
ィーズ・正）

	 （13:50 〜 15:05）	 司会　羽山広文（北海道大学）　　副司会　矢部周子（大林組）
〔データセンターの空調方式Ⅱ〕

J − 16 重要機器室の空調設備の最適化に関する検討（第 3報）通信機械室におけ
る複数台パッケージ空調のCFDシミュレーション

○天野雄一朗（四国電力・正），宮永俊之・上野剛（電力中央研究所・正），
前田幸司郎（電力計算センター・正）

J − 17 データセンターにおける高密度サーバの冷却技術に関する研究開発（第 1
報）床下設置型局所空調機と実証試験用モックアップ装置の概要

○谷知剛（三機工業・正），中谷博・山崎篤史（新日鉄住金エンジニアリン
グ・正），野口哲（三機工業・正F），福嶋克也（三機工業・正），阪田升（環
境シミュレーション・正）

J − 18 データセンターにおける高密度サーバの冷却技術に関する研究開発（第 2
報）床下局所空調システムの冷却性能の確認試験

○中谷博・山崎篤史（新日鉄住金エンジニアリング・正），野口哲（三機工業・
正F），谷知剛・福嶋克也（三機工業・正），阪田升（環境シミュレーション・
正）

J − 19 データセンターにおける高密度サーバの冷却技術に関する研究開発（第 3
報）CFD解析－計測データの連携と速度境界型シミュレータの概要

○阪田升（環境シミュレーション・正），山﨑篤史・中谷博（新日鉄住金エ
ンジニアリング・正），谷知剛（三機工業・正），野口哲（三機工業・正F），
福嶋克也（三機工業・正）

J − 20 データセンターにおける高密度サーバの冷却技術に関する研究開発（第 4
報）内部発熱型シミュレータの概要と実機試験

○山崎篤史（新日鉄住金エンジニアリング・正），阪田升（環境シミュレー
ション・正），中谷博（新日鉄住金エンジニアリング・正），谷知剛（三機工業・
正），野口哲（三機工業・正F），福嶋克也（三機工業・正）

	 （15:10 〜 15:55）	 司会　田島秀樹（竹中工務店）　　副司会　岩崎守顕（三機工業）
〔データセンターの外気冷房〕

J − 21 外気冷房を導入したデータセンターの性能評価に関する研究第 4報	大学
施設の計算機センターの性能評価

○羽山広文（北海道大学・正F），二渡直樹（NTTファシリティーズ・正），
森太郎・菊田弘輝（北海道大学・正）

J − 22 データセンタ用間接外気冷房型空冷パッケージ空調機の開発（その 1）ポン
プサイクルの性能特性検討

○宇田川陽介・関口圭輔・柳正秀（NTTファシリティーズ・正）

J − 23 データセンタ用間接外気冷房型空冷パッケージ空調機の開発（その 2）フィ
ールド評価と導入効果試算

○関口圭輔・宇田川陽介・柳正秀（NTTファシリティーズ・正）

9月 25日（水）　特別会場（200番教室）
	 （12:45 〜 15:45）	 司会　百田真史（東京電機大学）

〔オーガナイズドセッション① -1〕
0S − 1 各種制御が導入された空調・給湯システムのエネルギー消費の実例 ( その

1)　調査事業の位置づけと全体概要
○宮田征門（建築研究所・正），澤地孝男（建築研究所・正F），五味弘（高
砂熱学工業・正），柴田克彦（高砂熱学工業・正F），竹之内元（新菱冷熱工業・
正），植田俊克（新菱冷熱工業・正F），富田弘明（三機工業・正F），鈴木
康司（三機工業・正），佐々木洋二（ダイダン・正F），中村真（ダイダン・正）

0S − 2 各種制御が導入された空調・給湯システムのエネルギー消費の実例 ( その
2)　VWV制御システムの実例

○増田正夫（高砂熱学工業・正），柴田克彦（高砂熱学工業・正F），倉田昌典・
友田衛（高砂熱学工業・正），山本誠（新菱冷熱工業・正），鈴木康司（三機
工業・正），中村真（ダイダン・正），宮田征門（建築研究所・正），五味弘（高
砂熱学工業・正）

0S − 3 各種制御が導入された空調・給湯システムのエネルギー消費の実例（その
3）VAV制御システムの実例

○橋本翔・中村真・仲井章一（ダイダン・正），間宮啓介（ダイダン），柴
田克彦（高砂熱学工業・正F），立野岡誠（新菱冷熱工業・正），鈴木康司（三
機工業・正），宮田柾門（建築研究所・正），五味弘（高砂熱学工業・正）

0S − 4 各種制御が導入された空調・給湯システムのエネルギー消費の実例 ( その
4)	外気処理システムによる負荷削減の実例

○植田俊克・鈴木正美・前田幸輝（新菱冷熱工業・正F），立野岡誠（新菱
冷熱工業・正），柴田克彦（高砂熱学工業・正F），鈴木康司（三機工業・正），
中村真（ダイダン・正），宮田征門（建築研究所・正），五味弘（高砂熱学工業・
正）

0S − 5 各種制御が導入された空調・給湯システムのエネルギー消費の実例 ( その
5)　熱源制御の実例

○川村昌彦・鈴木康司・菊池健二（三機工業・正），柴田克彦（高砂熱学工業・
正F），山本誠（新菱冷熱工業・正），仲井章一（ダイダン・正），宮田征門（建
築研究所・正），五味弘（高砂熱学工業・正）

0S − 6 各種制御が導入された空調・給湯システムのエネルギー消費の実例（その
6）蓄熱制御の実例

○柴田克彦（高砂熱学工業・正F），倉田昌典・増田正夫・友田衛（高砂熱
学工業・正），小川貴弘（新菱冷熱工業・正），川村昌彦（三機工業・正），
仲井章一（ダイダン・正），宮田征門（建築研究所・正），五味弘（高砂熱学
工業・正）



0S − 7 各種制御が導入された空調・給湯システムのエネルギー消費の実例 ( その
7)　中央式給湯システムの実例

○菊池健二・鈴木康司・川村昌彦・新野哲也（三機工業・正），柴田克彦（高
砂熱学工業・正F），植田俊克（新菱冷熱工業・正F），田中法幸（ダイダン・
正），宮田征門（建築研究所・正），五味弘（高砂熱学工業・正）

0S − 8 各種制御が導入された空調・給湯システムのエネルギー消費の実例 ( その
8)　局所式給湯システムの実例

○前田幸輝・植田俊克・鈴木正美（新菱冷熱工業・正F），山本誠（新菱冷
熱工業・正），柴田克彦（高砂熱学工業・正F），菊池健二（三機工業・正），
田中法幸（ダイダン・正），宮田征門（建築研究所・正），五味弘（高砂熱学
工業・正）

0S − 9 各種制御が導入された空調・給湯システムのエネルギー消費の実例 ( その
9)　給湯システムにおける太陽熱利用・CGS排熱利用の実例

○山田正也・田中法幸・中村真・仲井章一（ダイダン・正），柴田克彦（高
砂熱学工業・正F），植田俊克（新菱冷熱工業・正F），鈴木康司（三機工業・
正），宮田征門（建築研究所・正），五味弘（高砂熱学工業・正）

9月 26日（木）　A会場（100教室）
	 （9:00 〜 10:15）	 司会　森野仁夫（清水建設）　　副司会　山浦賢（東京理科大学）

委員会中間報告③ /スマートBEMS・クラウド活用小委員会 主査　＊＊＊＊＊
〔BEMS〕

A− 12 「愛されるBEMS」の開発と実証（第 2報）大型熱源システムの運転管理に
おけるタブレット活用による改善

○近藤薫子・倉増秀和（九電工・正），佐々木智宏（九電工），北村邦彦（九
電工・正）

A− 13 中小規模ビル向け省エネ情報システムの開発 ( 第 1 報 )　	開発コンセプト
と省エネ効果の試算結果

○鈴木雅富・西野淳（ダイキン工業・正），西村剛・樋江井武彦（ダイキン
工業），今本浩史（オムロン），橋本哲（ダイキン工業・正）

A− 14 BEMS	による複数建物のエネルギー分析・最適化に関する研究（第 6報）
経年エネルギー分析に関する考察

○米田明人（NTT都市開発ビルサービス・正），羽賀達郎（NTT都市開発），
牧田文雄（NTT都市開発ビルサービス），吉田昇（NTT都市開発ビルサー
ビス・＊＊＊），石井富夫（NTT都市開発ビルサービス），渡邊剛（NTT
ファシリティーズ・正F），髙橋慎一（日比谷総合設備・正）

A− 15 TSC21 ネーミングコードを活用した熱源コントローラのプログラムの実
例

○立岩一真（東洋熱工業・正），村澤達（東洋熱工業・正F）

	 （10:20 〜 11:50）	 司会　米田明人（NTT都市開発ビルサービス）　　副司会　藤崎浩太（慶應義塾大学）
〔制御・運転管理〕

A− 16 GHPの省エネ制御に関する研究（第 1報）試験方法と冷房試験結果につい
て

○古橋優磨（東京ガス・正），吉田拓也（東京ガス・＊＊＊）

A− 17 GHPの省エネ制御に関する研究（第 2報）暖房試験結果と年間省エネ効果
の推定について

○吉田拓也（東京ガス・＊＊＊），古橋優磨（東京ガス・正）

A− 18 空調用二次冷温水搬送ポンプの電力削減対策の実施と効果検証 ○山本亨（イーアンドイープラニング・正），永桶均（NTTファシリティ
ーズ），小島通雄（日比谷総合設備）

A− 19 電力平準化のためのEMS研究開発（第 1報）EMS研究システムの構築 ○松下直幹・藤村昌弘（アレフネット・正），松尾浩（アレフネット・正F），
伊達茂雄・西山忠（関西電力）

A− 20 スマートグリッド実証における冷凍機による電力変動補償制御（第 1報）
実証実験システムの概要と冷凍機の応答特性

○森野仁夫（清水建設・正）

A− 21 スマートエネルギーネットワーク評価のためのエネルギーシミュレーシ
ョンツール整備―既存DHC	における精度検証と運用検討―

○川越雄介（東邦ガス・＊＊＊），岡本望・廣山徹（東邦ガス），工月良太
（東京ガス・正），丹羽英治（日建設計総合研究所・正F），林立也（日建設
計総合研究所・正）

	 （13:00 〜 15:25）	
〔第 13 回「十年賞」第 1回「リニューアル賞」受賞講演〕

	 （15:30 〜 16:45）	 司会　上野剛（電力中央研究所）　　副司会　荻野浩之（立命館大学）
〔節電Ⅰ〕

A− 22 東日本大震災後の節電環境下における夏季オフィスの快適性・知的生産
性・エネルギー消費量（第 3報）2012 年夏季の調査結果

○對馬聖菜（早稲田大学・学），田辺新一（早稲田大学・正F），西原直枝（聖
心女子大学・正），平岡雅哉（鹿島建設・正F），弘本真一・菰田英晴・田
渕誠一（鹿島建設・正）

A− 23 計画停電と節電の回避に対する居住者の意識変化の時系列分析 ○藤崎浩太（慶應義塾大学・学），伊香賀俊治（慶應義塾大学・正F）
A− 24 温暖地域にある全電化環境配慮型住宅のエネルギー使用特性に関する研

究（第 3報）震災前後の夏季電力使用量の比較
○濱野志帆（東海大学・学），中野淳太（東海大学・正）

A− 25 集合住宅における震災前後の用途別エネルギー消費量把握の試みと居住
者意識の分析

○山浦賢（東京理科大学・学），井上隆（東京理科大学・正F），小林謙介（東
京理科大学・正），松木義也（エーイーエムシージャパン）

A− 26 寒冷地の戸建住宅におけるエネルギー消費量に関する研究第 1報　長野
県と山梨県における節電実態調査と比較

○近藤隆太（信州大学・学），浅野良晴（信州大学 /信州大学山岳科学総合
研究所・正F），高村秀紀（信州大学 /信州大学山岳科学総合研究所・正）

	 （16:50 〜 17:50）	 司会　張本和芳（大成建設）　　副司会　濱野志帆（東海大学）
〔節電Ⅱ〕

A− 27 東日本大震災後の節電効果及び外気温と電力使用の相関の分析（その 3）震
災後の節電目標に応じた床面積当たりの電力消費量削減効果検証

○荻野浩之（立命館大学・学），近本智行（立命館大学・正F）

A− 28 個別分散空調システム・照明統合制御手法に関する研究 ( 第 1 報 )	連続デ
マンド制御法の開発と運転検証結果

○岩井良真・山口弘雅（関西電力・正），松下直幹・藤村昌弘（アレフネット・
正）

A− 29 オフィスビルを対象にした自動化デマンドレスポンス (ADR) の実証試験
（第 1報）試験内容 , 負荷抑制量の推定

○小柳隆（アズビル・正），黒崎淳・松浦友朋・潮田尚史（アズビル），高
橋雅仁（電力中央研究所），上野剛（電力中央研究所・正），坂東茂（電力中
央研究所）

A− 30 オフィスビルを対象にした自動化デマンドレスポンス (ADR) の実証試験
（第 2報）室内環境とユーザーの受容性

○上野剛（電力中央研究所・正），高橋雅仁・坂東茂（電力中央研究所），
小柳隆（アズビル・正），黒崎淳・松浦友朋・潮田尚史（アズビル）

9月 26日（木）　B会場（101教室）
	 （9:00 〜 10:00）	 司会　小瀬博之（東洋大学）　　副司会　小林直史（日立製作所）

〔衛生器具・器具排水Ⅰ〕
B− 21 ベトナムでのトイレ使用行為と入浴行為のモデル化に関する研究 ○出嶋聡・豊貞佳奈子・清水康利（TOTO・正），飯尾昭彦（日本女子大学・

正F），坂上恭助（明治大学・正F）
B− 22 節水器具の普及による経済性の評価（その 1）節水便器による上下水道料金

の低減効果
○田中光太郎（戸田建設・正），早川和男（戸田建設・正F），小島邦晴（共
立エステート・正F），坂上恭助（明治大学・正F），清水康利・豊貞佳奈
子（TOTO・正）

B− 23 介護用圧送トイレシステムの性能評価に関する研究その 1　介護用圧送ト
イレシステムの特性について

○松下幸之助（TOTO・正），黒川徹也・奥野祐一（TOTO），大塚雅之（関
東学院大学・正F）

B− 24 介護用圧送トイレシステムの性能評価に関する研究（第 2報）適応のため
の排水性能検証

○安下裕司（三機工業・正），大塚雅之（関東学院大学・正F），各務紘史（三
井住友建設・正），松下幸之助（TOTO）



	 （10:05 〜 11:05）	 司会　稲田朝夫（須賀工業）　　副司会　青井健史（日本設計）
〔衛生器具・器具排水Ⅱ〕

B− 25 洗浄水量 4Lを有する加圧式超節水大便器に関する研究 ○北村総謁（LIXIL・正），大塚雅之（関東学院大学・正F），小林直史（日
立製作所・正），各務紘史（三井住友建設・正）

B− 26 （第 2報）洗浄水量 4.8L	の超節水型大便器の器具配水管内での搬送能力評
価に関する研究

○山崎洋式・友成弘志（TOTO・正），各務紘史（三井住友建設・正），大
塚雅之（関東学院大学・正F）

B− 27 洗浄水量の異なる節水型大便器の排水特性と搬送性能評価に関する研究 ○各務紘史（三井住友建設・正），大塚雅之（関東学院大学・正F）
B− 28 節水型大便器を器具排水管に設置した場合の排水特性の予測手法に関す

る研究その 1. ストレート配管及び曲がり配管での基礎的検討
○秋山和也（関東学院大学・学），大塚雅之（関東学院大学・正F），重藤
博司（TOTO・正）

	 （11:10 〜 12:10）	 司会　北村総謁（LIXIL）　　副司会　各務紘史（三井住友建設）
〔衛生器具・器具排水Ⅲ〕

B− 29 洗い落し式便器用特殊器具排出管の特性に関する研究（その 1）ラセンガイ
ド付き器具排出管の構造と実用性能

○竹中兵衛（積水化学工業・正），坂上恭助（明治大学・正F），黒川徹也・
松下幸之助（TOTO・＊＊＊），岡部優志（積水化学工業・正），宮崎浩一（UR
都市機構・正）

B− 30 洗い落し式便器用特殊器具排出管の特性に関する研究（その 2）封水損失に
及ぼす影響

○田辺勇太朗（明治大学・学），坂上恭助（明治大学・正F），高橋眞美子（明
治大学・学），竹中兵衛・岡部優志（積水化学工業・正），黒川徹也・松下
幸之助（TOTO），宮崎浩一（都市再生機構・正）

B− 31 洗い落し式便器用特殊器具排出管の特性に関する研究（その 3）汚物排出・
搬送性能

○高橋眞美子（明治大学・学），坂上恭助（明治大学・正F），田辺勇太朗（明
治大学・学），黒川徹也・松下幸之助（TOTO），竹中兵衛・岡部優志（積
水化学工業・正），宮崎浩一（都市再生機構・正）

B− 32 既存ストック集合住宅の排水立て管システムへの節水型大便器適用に関
する研究

○小林直史（日立製作所・正），大塚雅之（関東学院大学・正F）

	 （12:40 〜 14:10）	 司会　山手利博（武蔵野腐食防食研究室）　　副司会　大崎裕史（清水建設）
〔排水システム〕

B− 33 トラップ接続の有無が管内圧力に及ぼす影響に関する研究 ○外山敬之（クボタ・正），坂上恭助（明治大学・正F），藤村和也（三菱地
所設計・正），小島邦晴（共立エステート・正F），早川和男（戸田建設・正F），
栗山華（日建設計・正）

B− 34 サイホン排水システムの流れ特性に関する研究（その 10）長配管における
流入部形状と水平管口径の検討

○桑原海（明治大学・学），坂上恭助（明治大学・正F），稲田朝夫（須賀工業・
正F），吉浜空広（長谷工コーポレーション・正），光永威彦（山下設計・正）

B− 35 オフセットを有する排水立て管システムの排水能力把握に関する研究（第
1報）排水能力と通気特性の把握

○石神諒（関東学院大学・学），大塚雅之（関東学院大学・正F），杉本遼太（関
東学院大学・学）

B− 36 オフセットを有する排水立て管システムの排水能力把握に関する研究（第
2報）管内圧力と排水能力の予測

○杉本遼太（関東学院大学・学），大塚雅之（関東学院大学・正F）

B− 37 高層建物のループ通気方式の排水能力の把握と予測手法に関する研究そ
の 5.	通気管径の変化が与える影響

○新倉隆宏（新日本空調・＊＊＊），大塚雅之（関東学院大学・正F），杉
本遼太（関東学院大学・学）

B− 38 超高層ビルにおける排水立て管システムの更新及び排水能力の検証 -( 第 3
報 ) 更新 1年後の排水能力の検証 -

○青井健史（日建設計・正），大塚雅之（関東学院大学・正F），柏貴浩（世
界貿易センタービルディング・正），小山玲樹（フネンアクロス・正）

	 （14:15 〜 15:45）	 司会　野知啓子（関東学院大学）　　副司会　土屋健太（信州大学）
〔配管システム〕

B− 39 異種金属接触腐食挙動に及ぼす設備配管口径の影響 ○山手利博（竹中工務店・正F）
B− 40 開放系冷水配管システムの銅コイル腐食検証 ○高田康治（三建設備工業・正），細谷清（三建設備工業・正F），河野浩三・

鈴木忍（住友軽金属工業・正），広瀬昇（東洋製作所）
B− 41 ステンレス製メカニカル式管継手に使用される止水ゴムの性能評価その 5

　蒸気還水系統に使用されるフッ素ゴムの耐久性
○常藤和治（オーエヌ工業・正），坂上恭助（明治大学・正F），飯塚宏（日
建設計・正F），中村勉（須賀工業・正F），大武義人（化学物質評価研究機構・
正），松島俊久（鹿島建設・正F），竹田喜一（須賀工業・正）

B− 42 耐塩素性能を向上させたゴムフレキの性能評価 ○矢野弘（アトムズ・正F），小鹿島太郎（アトムズ），中村勉・稲田朝夫（須
賀工業・正F），大武義人（化学物質評価研究機構・正）

B− 43 排水配管における適切な清掃方法の実験的研究（第 3報）高耐久継手に適
した洗浄ホースの通過性（洗浄性）の測定結果

○野島真二（伊藤鉄工・正），高橋晧二（集合住宅排水管洗浄協会・正），
臼井政夫（ジェス・正），小川尚（カンツール・正），平松貴彦（戸田建設・正），
曽根松信（PDエコシステム・正），幡井健治（建物診断センター・正），小
林卓（管清工業・正），多治川修（ジャパン・エンジニアリング・正），横
手幸伸（清水建設・正F），飯田徹（三機工業・正F），松島俊久（鹿島建設・
正F）

B− 44 研修・宿泊施設の給湯用銅管の腐食調査事例と対策（第 1報）給湯用銅管
のサンプリング調査結果

○松島俊久（鹿島建設・正F），飯田徹（三機工業・正F），河野浩三（住友
軽金属工業・正）

	 （15:50 〜 16:50）	 司会　外山敬之（クボタ）　　副司会　渡邊裕貴（工学院大学）
〔衛生システム〕

B− 45 各種小口径配管内における遊離残留塩素濃度減少に関する研究 ○久住知裕（東北文化学園大学・学），岡田誠之（東北文化学園大学・正F），
前田信治（東北文化学園大学・正）

B− 46 現場測定による浴槽水消毒剤濃度に関する研究（その 8）残留塩素濃度計の
違いによる表示値の比較（4）

○赤井仁志（ユアテック・正F），野知啓子（関東学院大学・正F），阪中郁（タ
クミナ・＊＊＊），中村克彦（東西化学産業・正），岡田誠之（東北文化学
園大学・正F），高橋和弘（日産化学工業・正），竹田良子（シーメンスヘ
ルスケア・ダイアグノスティクス・正），濱田靖弘（北海道大学・正F）

B− 47 循環型WSOC分解システムの開発（第 1報）　システム概要と予備実験結
果

○安井文男・田村一・菅田大助（テクノ菱和・正）

B− 48 微細藻類による下水処理水中CO2 の固定化特性第 3報‐光合成に及ぼす
影響因子の検討

○一宮広幸（西原衛生工業所・正），大塚雅之・野知啓子（関東学院大学・
正F）

	 （16:55 〜 17:40）	 司会　赤井仁志（ユアテック）　　副司会　久住知裕（東北文化学園大学）
〔資源・エネルギー〕

B− 49 建築設備計画におけるごみ処理設備に関する調査研究（第 1報）事務所建
物におけるごみ処理設備設置による優位性評価

○渡邊裕貴（工学院大学・学），西川豊宏（工学院大学・正）

B− 50 超高層ビル内での生ごみを利用したバイオガス発電のシステム検討と評
価

○加藤利崇（竹中工務店・正），井上雅庸（竹中工務店），谷口恭隆（神鋼環
境ソリューション・＊＊＊），大塚雅之（関東学院大学・正F）

B− 51 長野県内木造住宅の新築時及び解体時における木材資源循環量に関する
研究

○土屋健太（信州大学・学），浅野良晴（信州大学 /信州大学山岳科学総合
研究所・正F），高村秀紀（信州大学 /信州大学山岳科学総合研究所・正）

9月 26日（木）　C会場（102教室）
	 （9:00 〜 10:00）	 司会　葛隆生（北九州市立大学）　　副司会　北河昇悟（名古屋大学）

〔環境・エネルギーⅠ〕



C− 23 再生可能エネルギー利用による次世代型空調システムに関する研究（第 2
報）夏期および冬期における運用状況と年間省エネルギー効果

○田子拓弥・吉牟田圭一・中野進（日比谷総合設備・正），金井隆明（芝浦
工業大学・学），神津絵里菜（ジェイアール東日本建築設計事務所），横山
計三（工学院大学・正），秋元孝之（芝浦工業大学・正F），野部達夫（工学
院大学・正F）

C− 24 再生可能エネルギー利用による次世代空調システムに関する研究（第3報）
室内温熱環境評価と制御方法の検討

○金井隆明（芝浦工業大学・学），吉牟田圭一・中野進・田子拓弥（日比谷
総合設備・正），神津絵里菜（ジェイアール東日本建築設計事務所），横山
計三（工学院大学・正），秋元孝之（芝浦工業大学・正F），野部達夫（工学
院大学・正F）

C− 25 再生可能エネルギー利用による次世代型空調システムに関する研究（第 4
報）チルドビーム、メッシュ椅子の評価とアンケート調査

○清水拓（工学院大学・学），吉牟田圭一・田子拓弥（日比谷総合設備・正），
横山計三（工学院大学・正），秋元孝之（芝浦工業大学・正F），野部達夫（工
学院大学・正F）

C− 26 再生可能エネルギー利用による次世代型空調システムに関する研究（第 5
報）LCEMツールによる運転状況のシミュレーション

○吉牟田圭一・中野進・田子拓弥（日比谷総合設備・正），金井隆明（芝浦
工業大学・学），神津絵里菜（ジェイアール東日本建築設計事務所），横山
計三（工学院大学・正），秋元孝之（芝浦工業大学・正F），野部達夫（工学
院大学・正F）

	 （10:05 〜 10:50）	 司会　吉牟田圭一（日比谷総合設備）　　副司会　金井隆明（芝浦工業大学）
〔環境・エネルギーⅡ〕

C− 27 蓄電・蓄熱を考慮したスマート化実証ソーラー吸収冷温水機を用いた潜
熱蓄熱槽の運転実績

○安藤一成・熊谷智夫（大成建設・正F），関根賢太郎・砂賀浩之（大成建設・
正）

C− 28 ダイレクトソーラーゲイン最大化を図るための解析手法に関する研究そ
の 4	ダイレクトソーラーゲインとグレア・照度・人工照明の関係

○濵田裕章・緒形浩佑（北海道大学・学），森太郎（北海道大学・正），羽
山広文（北海道大学・正F），菊田弘輝（北海道大学・正）

C− 29 都市域廃棄物を用いたエネルギー転換システムの開発（第 3報）反応管鋼
材の暴露試験

○栗原隆（清水建設・正）

	 （11:00 〜 12:00）	
〔国際セッション（仮）〕

	 （13:00 〜 14:00）	 司会　安藤一成（大成建設）　　副司会　濵田裕章（北海道大学）
〔熱源システムシュミレーションⅠ〕

C− 30 建築物総合エネルギーシミュレーションツールの検証と活用方法の検討 ○葛隆生（北九州市立大学・正），中村靖（新日鉄住金エンジニアリング・
正），山口峻（北九州市立大学・学）

C− 31 街区における次世代エネルギーシステム構築に関する基礎モデルの検討 ○加藤徹（東京海洋大学），今成岳人（東京ガス・正），亀谷茂樹（東京海洋
大学・正）

C− 32 大規模病院の熱源を対象としたライフサイクルエネルギーマネジメント
（第 1報）　基本設計段階における熱源検討

○北河昇悟（名古屋大学・学），奥宮正哉（名古屋大学・正F）

C− 33 LCEMツールを用いた空調システムの統合的評価手法に関する研究既存
建築における熱源システム更新の評価

○戸部祐幹（明治大学・学），加治屋亮一（明治大学・正），須藤俊彦（日建
設計総合研究所・正）

	 （14:05 〜 14:50）	 司会　藤田尚志（大林組）　　副司会　大畠詩季子（東北大学）
〔熱源システムシュミレーションⅡ〕

C− 34 中央熱源建物の空調負荷変化による省エネルギー性能への影響 ○大和田淳・菰田英晴（鹿島建設・正）
C− 35 GHP空調機における省エネルギー性能の年代推移に関する研究 ○辛穎（東京海洋大学・＊＊＊），亀谷茂樹（東京海洋大学・正）
C− 36 冷凍サイクルを考慮したヒートポンプ空調システムの性能予測ツールの

検証
○山口峻（北九州市立大学・学），葛隆生（北九州市立大学・正）

	 （14:55 〜 16:10）	 司会　黒田尚紀（新日本空調）　　副司会　山口峻（北九州市立大学）
〔蓄熱システム〕

C− 37 垂直流入口を有する温度成層型蓄熱槽におけるCFD解析の検証 ○岩田剛（三重大学・正），相良和伸（大阪大学・正F），北野博亮（三重大学・
正），永井久也（三重大学・正F）

C− 38 温度成層型水蓄熱槽のCFD解析－ディフューザー吐出部のパンチングメ
タルのモデル化手法の検討－

○樋口彩子（大阪大学・学），小林知広（大阪市立大学・正），岩田剛（三重
大学・正），相良和伸・山中俊夫・甲谷寿史（大阪大学・正F），桃井良尚（大
阪大学・正），古賀修・一谷匡陛（関西電力・正），西山満（大気社・正F）

C− 39 既存建物における蓄熱式空調システムの改修後性能の評価 ○井上聡・久村真司・西畑尚・村西良司（中部電力・正），岡田清嵩（大成建設・
正），奥宮正哉（名古屋大学・正F），小池万里（日建設計総合研究所・正），
丹羽英治（日建設計総合研究所・正F）

C− 40 帯水層を利用した昼夜間蓄熱システムの研究（第 1報）長期間運転時の蓄
熱特性の計測とモデル同定

○藤井良平・中島成章（大阪市立大学・学），中曽康壽・佐々木健太（関西
電力・正），中尾正喜（大阪市立大学・正F），西岡真稔・鍋島美奈子（大
阪市立大学・正）

C− 41 帯水層を利用した昼夜間蓄熱システムの研究（第 2報）-3 本井戸帯水層蓄
熱空調システムの性能評価 -

○中島成章・藤井良平（大阪市立大学・学），中曽康壽・佐々木健太（関西
電力・正），齋藤潔（早稲田大学・正），大野慶祐（早稲田大学），中尾正喜（大
阪市立大学・正F），西岡真稔・鍋島美奈子（大阪市立大学・正）

	 （16:15 〜 17:15）	 司会　岩田剛（三重大学）　　副司会　藤井良平（大阪市立大学）
〔潜熱・蓄熱〕

C− 42 中温度潜熱蓄熱槽の蓄放熱シミュレーションその 4　潜熱蓄熱材の蓄熱量
の簡易算出法

○藤田尚志（大林組・正F），山羽基（中部大学・正F），横田忠史（JX日鉱
日石エネルギー・正）

C− 43 自然の温熱・冷熱双方向利用のための潜熱蓄熱槽の熱特性に関する研究 ○大畠詩季子（東北大学・学），石田秀輝（東北大学），須藤裕子（東北大学・
＊＊＊）

C− 44 パラフィン系潜熱蓄熱材を用いた冷房用潜熱蓄熱槽の熱特性分析 ○小田克人（中部大学・学），山羽基（中部大学・正F），横田忠史（JX日
鉱日石エネルギー・正），今西明典（JXエンジニアリング）

C− 45 蓄熱体併用躯体蓄熱システムに関する研究その 4：PCM蓄熱体の変更 ○宮城聡（山形県立産業技術短期大学校・正），神谷是行（関東学院大学・
正F）

9月 26日（木）　D会場（103番教室）
	 （9:00 〜 10:15）	 司会　水谷国男（東京工芸大学）　　副司会　小林美子（東京大学）

〔自然換気・通風Ⅰ〕
D− 23 テナントオフィスビルにおける太陽熱とファンを併用した自然換気シス

テムに関する研究 ( その 1) 自然換気システムの特徴と自然換気運用実績
○長谷川巌（日建設計・正F），山中俊夫・甲谷寿史（大阪大学・正F），桃
井良尚（大阪大学・正），相良和伸（大阪大学・正F），落合奈津子（日建設計・
正）

D− 24 テナントオフィスビルにおける太陽熱とファンを併用した自然換気シス
テムに関する研究 ( その 2) 実測による室内環境及び自然換気性能の把握

○落合奈津子（日建設計・正），山中俊夫・甲谷寿史（大阪大学・正F），
桃井良尚（大阪大学・正），相良和伸（大阪大学・正F），長谷川巌（日建設計・
正F）



D− 25 テナントオフィスビルにおける太陽熱とファンを併用した自然換気シス
テムに関する研究 ( その 3) 居住者の室内環境評価に関するアンケート調
査

○豊村幸毅（日建設計・正），山中俊夫・甲谷寿史（大阪大学・正F），桃
井良尚（大阪大学・正），相良和伸（大阪大学・正F），長谷川巌（日建設計・
正F），落合奈津子（日建設計・正）

D− 26 窓開閉アドバイザーによる夏季就寝時における快適熱環境の形成に関す
る研究

○牧野幸裕（東京理科大学・学），長井達夫（東京理科大学・正F）

D− 27 寺院建築における木材腐朽対策としての通風に関する研究 ○秋元孝之（芝浦工業大学・正F），多田善昭（多田善昭建築設計事務所），
坂田知應（総本山善通寺）

	 （10:20 〜 11:35）	 司会　酒井孝司（明治大学）　　副司会　大森啓充（大阪大学）
〔自然換気・通風Ⅱ〕

D− 28 オフィスビルにおける流量制御機能を有する自然換気併用ハイブリット
空調システムに関する研究（第 3報）実測・数値シミュレーションによる
2012 年度の運用実績の推計

○坂本知也（北九州市立大学・学），白石靖幸（北九州市立大学・正），打
川芳恵・中村靖（新日鉄住金エンジニアリング・正）

D− 29 オフィスビルにおける流量制御機能を有する自然換気併用ハイブリット
空調システムに関する研究（第 4報）オフィスの環境満足度及びハイブリ
ット空調システムの理解度に関する実態調査

○富安雄太（北九州市立大学・学），白石靖幸（北九州市立大学・正），打
川芳恵・中村靖（新日鉄住金エンジニアリング・正）

D− 30 オフィスビルにおける流量制御機能を有する自然換気併用ハイブリット
空調システムに関する研究（第 5報）総合ESツールと CFDの連成解析に
よる性能検証

○安永龍一（ソフトウェアクレイドル・正），富安雄太（北九州市立大学・
学），白石靖幸（北九州市立大学・正），飯田玲香（日建設計・正），打川芳恵・
中村靖（新日鉄住金エンジニアリング・正）

D− 31 ハイブリッド型定風量自然換気システムに関する研究（その 1）風向追従型
風力換気装置の特性に関する風洞実験と実測

○水谷国男（東京工芸大学・正F），二ノ宮裕樹（東京工芸大学・学），金
恵英（東京工業大学・正），中井拓也（東京工芸大学・学）

D− 32 ソーラーチムニーを用いたハイブリッド換気システムの換気特性と省エ
ネルギー効果

○山田祐輔（芝浦工業大学・学），秋元孝之（芝浦工業大学・正F），青笹健（芝
浦工業大学・学），佐藤拓馬（芝浦工業大学・＊＊＊），佐藤昌之・水田亜
紀（日本設計・正）

	 （12:20 〜 13:20）	 司会　坂口淳（新潟県立大学）　　副司会　山中悠己（東京理科大学）
〔自然換気・通風Ⅲ〕

D− 33 コーナーボイドを有する高層オフィスビルの自然換気性能に関する研究
（その 3）自然換気計画の概要、自然換気口の性能及び差圧法による自然換
気量の把握

○田辺慎吾（日建設計・正），高山眞（日建設計・＊＊＊），山中俊夫・甲
谷寿史（大阪大学・正F），桃井良尚（大阪大学・正），相良和伸（大阪大学・
正F），大森啓充・田中俊祐（大阪大学・学），岡本尚・和田一樹・田中規
敏（竹中工務店・正）

D− 34 コーナーボイドを有する高層オフィスビルの自然換気性能に関する研究
（その 4）自然換気量の把握および換気回路網計算による自然換気性能評価

○大森啓充（大阪大学・学），山中俊夫・甲谷寿史（大阪大学・正F），桃
井良尚（大阪大学・正），相良和伸（大阪大学・正F），田中俊祐（大阪大学・
学），高山眞・田辺慎吾（日建設計・正），田中規敏・和田一樹・岡本尚（竹
中工務店・正）

D− 35 コーナーボイドを有する高層オフィスビルの自然換気性能に関する研究
（その 5）新鮮外気の分配性状及び水平風力換気時と重力換気時の換気量比
較

○田中俊祐（大阪大学・学），山中俊夫・甲谷寿史（大阪大学・正F），桃
井良尚（大阪大学・正），相良和伸（大阪大学・正F），大森啓充（大阪大学・
学），高山眞（日建設計・＊＊＊），田辺慎吾（日建設計・正），田中規敏・
和田一樹・岡本尚（竹中工務店・正）

D− 36 自動スライドドア開閉時における外気侵入現象の実測とCFD解析 ○酒井孝司（明治大学・正F），小野浩己（電力中央研究所・正）
	 （13:25 〜 14:55）	 司会　鳥海吉弘（職業能力開発総合大学校）　　副司会　坂本知也（北九州市立大学）

〔自然換気・通風Ⅳ〕
D− 37 密集市街地に建つ住宅の通風性能向上に関する研究 ○山中悠己（東京理科大学・学），倉渕隆（東京理科大学・正F），大場正昭（東

京工芸大学・正），遠藤智行（関東学院大学・正），塚本健二（東京工芸大学・
正），野中俊宏（LIXIL・正），織田貴之（東京理科大学・学）

D− 38 伝統的建築群の風圧係数分布と通風利用効果の検証 ( その 3) 町家の開口
パターン変化による室内気流性状への影響

○隅田泰章（明治大学・学），酒井孝司（明治大学・正F），小野浩己（明治
大学・正）

D− 39 非定常変動気流場における住宅の通風性状に関する研究その 1　対向する
壁面に開口を設けた場合の単純住宅モデルを	対象とした PIV	と LES	に
よる通風性状の比較

○坂口淳（新潟県立大学・正F），赤林伸一（新潟大学・正F），富永禎秀（新
潟工科大学・正），有波裕貴（新潟大学・学）

D− 40 非定常変動気流場における住宅の通風性状に関する研究その 2　同一壁面
に複数の開口を設けた場合の単純住宅モデルを対象とした PIVと LES に
よる通風性状の比較

○有波裕貴（新潟大学・学），赤林伸一（新潟大学・正F），坂口淳（新潟県
立大学・正F），富永禎秀（新潟工科大学・正）

D− 41 室内外流管解析に基づく通風量予測に関する研究 ( その 16)　CFD解析に
よる通風時の風圧係数および有効開口面積

○天野成美（大阪大学・学），甲谷寿史・山中俊夫（大阪大学・正F），桃
井良尚（大阪大学・正），相良和伸（大阪大学・正F）

D− 42 シミュレーションによる壁体内通気住宅の性能評価（その 1）各部通気性状
の検討と各部開口面積の感度分析

○小林美子（東京大学・学），加藤信介（東京大学・正F），吉冨透悟（東京
大学・＊＊＊），樋山恭助（山口大学・正），手塚純一（J建築）

	 （15:00 〜 16:15）	 司会　秋元孝之（芝浦工業大学）　　副司会　有波裕貴（新潟大学）
〔換気性能Ⅰ〕

D− 43 集合住宅の換気システムに関する研究（第 2報）超高層住宅における換気
システムと室内負圧

○木村洋（長谷工コーポレーション・正F），會田祐・西村欣英（長谷工コ
ーポレーション・正）

D− 44 集合住宅における気密性能と給気口の位置が換気効率に及ぼす影響 ○鳥海吉弘（職業能力開発総合大学校・正），倉渕隆（東京理科大学・正F），
李時桓（東京理科大学・正）

D− 45 CO2ディマンド制御を組み込んだ熱交換型換気システムの性能評価（第 4
報）人員密度把握のための簡易入退室計測システムの開発の精度検証

○亀石圭司（三菱電機・正），戸田悠太（九州大学・学），大西茂樹（三菱電機・
正），伊藤一秀（九州大学・正F）

D− 46 CO2 ディマンド制御を組み込んだ熱交換型換気システムの性能評価（第 5
報）大学研究室スペースを対象とした年間を通じた実測調査

○戸田悠太（九州大学・学），亀石圭司（三菱電機・正），伊藤一秀（九州大学・
正F）

D− 47 パッシブサンプリング法を用いた換気量測定に関する研究トレーサガス
ならびにサンプラについて

○原嶋寛・諏訪好英（大林組・正）

	 （16:20 〜 17:20）	 司会　木村洋（長谷工）　　副司会　戸田悠太（九州大学）
〔換気性能Ⅱ〕

D− 48 病室におけるトルネード局所換気システムの開発と評価 ○小川大州（クリフ・＊＊＊），武藤佳武（クリフ・正），森正夫（佐藤総合
計画・正F），山本武紀（クリフ）

D− 49 喫煙室の換気効率に関する研究その 1　置換換気と混合換気による実験結
果の検討

○橋本幸博（職業能力開発総合大学校・正F），高橋秀典（東洋熱工業・＊
＊＊）

D− 50 解剖学実習室における作業環境中のホルムアルデヒド濃度低減に向けた
取組とその評価 ( 第 3 報 )	換気風量を低減した換気システムの施工と評価

○滝口陽介（テクノ菱和・正），鈴木政典・海老根猛（テクノ菱和・正F）

D− 51 研究施設における効率的な換気システムに関する研究（その 1）換気効率の
実測調査

○船戸麻瑠珠（東京理科大学・＊＊＊），倉渕隆（東京理科大学・正F），
鳥海吉弘（職業能力開発総合大学校・正），李時桓（東京理科大学・正），
岡本遼・阿部加奈子（東京理科大学・＊＊＊），藤田尚志（大林組・正F），
沼田和清・坂本滋（大林組・正）



9月 26日（木）　E会場（201番教室）
	 （9:00 〜 10:15）	 司会　住吉大輔（九州大学）　　副司会　蘓理萌子（鹿島建設）

〔知的生産性〕
E− 23 機械組立工場の研究開発施設における知的生産性に関する研究（第 1報）

知的生産性と省CO2 を両立する建築計画と自然換気実測
○沼中秀一（竹中工務店・正），足利誠（パーパス），天野健太郎（竹中工務
店），高橋祐樹（竹中工務店・＊＊＊）

E− 24 機械組立工場の研究開発施設における知的生産性に関する研究（第 2報）
既存建物におけるインターバルカメラとアンケートによる実態調査

○高橋祐樹（竹中工務店・＊＊＊），足利誠（パーパス），沼中秀一（竹中工
務店・正），天野健太郎（竹中工務店）

E− 25 木質・非木質内装空間が居住者の心理・生理・作業成績に与える影響 ○岡村玲那（慶應義塾大学・学），伊香賀俊治（慶應義塾大学・正F），恒
次祐子（森林総合研究所・＊＊＊）

E− 26 高い知的創造と環境性能の両立をめざした研究施設の計画・運用・評価
（第 2報）6層吹抜けの複層型ダブルスキンファサードを有するアトリウム
の温熱環境調査

○原田尚侑・流田麻美・葛生恵理子（早稲田大学・学），田辺新一（早稲田
大学・正F），田口博晃（宇宙航空研究開発機構），阿部光伸（梓設計），押
久保正則・中村友香（梓設計・正），大嶋治雄（清水建設），和田晋治（物質・
材料研究機構）

E− 27 高い知的創造と環境性能の両立をめざした研究施設の計画・運用・評価（第
3報）執務室と交流空間の室内環境評価および知的生産性評価

○葛生恵理子・流田麻美・原田尚侑（早稲田大学・学），田辺新一（早稲田
大学・正F），田口博晃（宇宙航空研究開発機構），阿部光伸（梓設計），押
久保正則・中村友香（梓設計・正），大嶋治雄（清水建設），和田晋治（物質・
材料研究機構）

	 （10:20 〜 11:35）	 司会　沼中秀一（竹中工務店）　　副司会　岡村玲那（慶應義塾大学）
委員会中間報告④ /施工・保全のトラブル情報共有と活用小委員会・委
員会中間報告⑤ /空調配管の信頼性向上と腐食・劣化事例データベース
作成小委員会

主査　＊＊＊＊＊

〔機器・材料性能評価〕
E− 28 低CO2 濃度の供給限界と簡易計測に関する検証 ○永坂茂之・野澤英美・芝江宗完（新日本空調・正）
E− 29 羽田空港における洗浄可能プレ・メイン兼用型フィルタの性能確認に関

する研究
○小菅昌宏（日本空港テクノ・正），藤原孝行（東京都環境科学研究所・正），
前山二郎（前山技術士事務所・正），松江昭彦（ユニパック・正）

E− 30 洗浄可能プレ・メイン兼用型フィルタの省エネ性能確認に関する研究 ○藤原孝行（東京都環境科学研究所・正），松永裕美（千代田計装），松江
昭彦（ユニパック・＊＊＊）

	 （12:45 〜 13:45）	 司会　魚住昌広（北海道工業大学）　　副司会　原田尚侑（早稲田大学）
〔空調機器の実態調査・評価〕

E− 31 個別分散空調システムの運転実績に関する研究（第 1報）更新対象機種の
調査

○吉見敦史・塩地純夫・長澤浩司・鈴木雅富（ダイキン工業・正）

E− 32 凝縮器にプレート式熱交換器を持つ冷凍機への薬品による冷却水処理導
入効果の評価に関する研究（その 1）

○高井裕紀・前川幸一郎（三機工業・正），富田弘明（三機工業・正F），
田中良彦（東西化学産業・正F），渡辺浩延（東西化学産業・正），岡田和
人（神戸製鋼所・正），奥宮正哉（名古屋大学・正F）

E− 33 RO膜処理液の模擬冷却塔補給水への再利用 ○中納浩次・長野晃弘（三機工業・正），飯田徹（三機工業・正F），石井
和則（三機化工建設）

E− 34 エネルギー監視データを利用した空調熱源の異常検知システムの開発（第
1報）評価指標と基準値の決定

○河路友也（トーエネック・正），一瀬茂弘（中部電力・正F）

	 （13:50 〜 15:20）	 司会　疋田昌之（大成建設）　　副司会　葛生恵理子（早稲田大学）
〔空調システムの運用実績〕

E− 35 超高層複合建物の運用における省エネルギーへの取り組み（第 3報）冷水
搬送システムの概要と改善前の運転実績

○松岡茂行（鹿島建物総合管理・正），枡川依士夫（鹿島建設・正），木村
能久（鹿島建物総合管理・正）

E− 36 超高層複合建物の運用における省エネルギーへの取り組み（第 4報）冷水
ポンプへのインバータ設置と制御パラメータ調整によるエネルギー消費
削減

○木村能久・松岡茂行（鹿島建物総合管理・正），枡川依士夫（鹿島建設・正）

E− 37 大規模複合建物における空調用ポンプ搬送動力低減への取り組み ○坂本裕（新菱冷熱工業・正），山本弦（三菱地所設計・正），藤野健治・佐々
木邦治（三菱地所設計・正F）

E− 38 蓄熱方式を複合した空調システムの効率的運用に関する研究（第 3	報）省
エネ対策による運転状況の変化と水蓄熱システムの蓄熱効率に関する分
析

○中熊霞（九州大学・学），住吉大輔（九州大学・正），赤司泰義（東京大学・
正F），吉田治典（岡山理科大学・正F），葛隆生（北九州市立大学・正），
天野雄一朗（四国電力・正），小野坂充央（四電技術コンサルタント・正）

E− 39 蓄熱方式を複合した空調システムの効率的運用に関する研究（第 4報）シ
ミュレーションによる適切な運転方法の検討

○住吉大輔（九州大学・正），赤司泰義（東京大学・＊＊＊F），吉田治典（岡
山理科大学・正F），葛隆生（北九州市立大学・正），天野雄一朗（四国電力・
正），小野坂充央・安岡稔弘（四電技術コンサルタント・正），中熊霞（九
州大学・学）

E− 40 寒冷地における大空間空調システムの運転評価 ○魚住昌広（北海道工業大学・正），半澤久（北海道工業大学・正F）
	 （15:25 〜 16:25）	 司会　村田圭介（大成建設）　　副司会　高橋祐樹（竹中工務店）

〔空調システムのコミッショニング〕
E− 41 コ－ジェネレーションシステムを持つ既設ビルの空調設備の性能検証 ( 第

1 報 )	コミッショニングプロセスの適用と評価の在り方について
○松田則雄（BSCA・正 F），中原信生（環境システック中原研究処・名），
山羽基（中部大学・正F）

E− 42 コージェネシステムを持つ既設ビルの空調設備の性能検証第 2報	熱源・
エネルギーシステムのデータ解析による評価

○畑中稔臣（大阪ガス・正），山羽基（中部大学・正F），松田則雄（建築設
備コミッショニング協会・正F），喜多茂雄（大阪ガス・正）

E− 43 コ－ジェネレーションシステムを持つ既設ビルの空調設備の性能検証第 3
報	空調システムの運転実績と省エネルギー性能の評価

○青木浩一郎（大阪ガス・正），中原信生（環境システック中原研究処・名），
畑中稔臣（大阪ガス・正）

E− 44 コージェネレーションシステムを持つ既設ビルの空調設備の性能検証（第
4報）運用実績に基づいたシステムシミュレーションによる性能評価

○田中英紀（中部大学・正F），丸山健斗（菱和設備・正），北島浩貴（日本
空調サービス・正），畑中稔臣・青木浩一郎（大阪ガス・正）

	 （16:30 〜 17:30）	 司会　田中英紀（中部大学）　　副司会　中熊霞（九州大学）
〔熱源システムのコミッショニング〕

E− 45 熱源設備更新に伴うコミッショニング・プロセス（CxP）の実施例の報告
（第 1報）プロジェクトの全体概要の紹介

○奥津健治（大成建設・正），岡敦郎（森村設計・正），三宅伸幸（大成建設・
正），村田圭介（大成建設・正F），疋田昌之・小野田尚（大成建設・正），
岡田俊彦（高砂熱学工業・正）

E− 46 熱源設備更新に伴うコミッショニング・プロセス（CxP）の実施例の報告
（第 2報）コミッショニングプロセスの全体概要（スケジュール、実施体制、
文書類他）

○岡敦郎（森村設計・正），三宅伸幸・奥津健治（大成建設・正），村田圭
介（大成建設・正F），疋田昌之・小野田尚（大成建設・正），岡田俊彦（高
砂熱学工業・正）

E− 47 熱源機更新に伴うコミッショニング・プロセス（CxP) の実施例の報告（第
3報）建設時性能検証過程

○村田圭介（大成建設・正F），岡敦郎（森村設計・正），三宅伸幸・奥津健治・
疋田昌之・小野田尚（大成建設・正），岡田俊彦（高砂熱学工業・正）

E− 48 熱源機更新に伴うコミッショニング・プロセス（CxP）の実施例の報告（第
4報）運用時性能検証過程

○疋田昌之（大成建設・正），岡敦郎（森村設計・正），三宅伸幸・奥津健治（大
成建設・正），村田圭介（大成建設・正F），小野田尚（大成建設・正），岡
田俊彦（高砂熱学工業・正）



9月 26日（木）　F会場（202番教室）
	 （9:00 〜 10:00）	 司会　一條佑介（東北文化学園大学）　　副司会　辻勇（九州大学）

〔におい評価〕
F− 21 機器分析に基づく新築臭の測定・評価に関する研究その 2）主なにおいの

構成成分を用いた新築臭の再現
○飯泉元気（千葉工業大学・学），小峯裕己（千葉工業大学・正F），木村洋（長
谷工コーポレーション・正F）

F− 22 塗装後製品より発散される臭気の評価についての検討 ○宮内博幸（産業保健協会・正），蓑添葵（産業保健協会），田中茂（十文字
学園女子大学），仲座政宏（北里大学）

F− 23 嗅覚の非定常応答に関する基礎的研究 (	その 7）嗅覚反応モデルを用いた
臭気強度予測に関する検討

○永井雄喜（大阪大学・学），山中俊夫（大阪大学・正F），竹村明久（大同
大学・正），甲谷寿史（大阪大学・正F），桃井良尚（大阪大学・正），相良
和伸（大阪大学・正F），山田響子（大阪大学・学）

F− 24 嗅覚の非定常応答に関する基礎的研究 ( その 8）体臭連続曝露時における
嗅覚の順応特性

○山田響子（大阪大学・学），山中俊夫（大阪大学・正F），竹村明久（大同
大学・正），甲谷寿史（大阪大学・正F），桃井良尚（大阪大学・正），相良
和伸（大阪大学・正F），永井雄喜（大阪大学・学）

	 （10:05 〜 11:05）	 司会　宮内博幸（産業保健協会）　　副司会　飯泉元気（千葉工業大学）
〔におい対策〕

F− 25 学校トイレの臭気発生メカニズムに関する研究床材と清掃方法の影響調
査

○山本政宏（TOTO・正），横山純子・永田諒子・竹下朱美（TOTO）

F− 26 トイレ空間における臭気対策技術に関する研究	（その 1） ○二科妃里（東北文化学園大学・正），野﨑淳夫（東北文化学園大学・正F）
F− 27 臭気対策製品の汚染物質除去性能に関する研究 ○一條佑介（東北文化学園大学・正），野崎淳夫（東北文化学園大学・正F）
F− 28 消・脱臭剤のノズル噴霧による臭気除去効果に関する基礎的研究（その 6）

二流体ノズルを用いたミスト噴霧流における粒径分布予測に関する検討
○粟村祐太（大阪大学・学），山中俊夫・甲谷寿史（大阪大学・正F），桃
井良尚（大阪大学・正），相良和伸（大阪大学・正F）

	 （11:10 〜 12:25）	 司会　鍵直樹（東京工業大学）　　副司会　粟村祐太（大阪大学）
〔気流・粒子輸送〕

F− 29 人の直線移動による部屋間の気流の影響に関するCFD解析（その 2）移動
による汚染物質の輸送性状の検討

○陳石（東京大学・学），加藤信介（東京大学・正F）

F− 30 ナノ・マイクロスケール粒子を対象とした壁面沈着に関する基礎実験 ○辻勇（九州大学・学），伊藤一秀（九州大学・正F）
F− 31 室内熱・空気環境に起因する健康リスクの総合評価を可能とする数値人

体モデルの開発 ( 第 2 報 ) 呼吸モデルを組み込んだVirtual	Manikin によ
る呼吸域・気道内空気質予測

○松尾俊紀（九州大学・学），フォン	グエン・ル（九州大学・＊＊＊），伊
藤一秀（九州大学・正F）

F− 32 Experimental	and	Numerical	Study	of	Fluid	Flow	in	an	Idealized	
Geometry	Model	Mimicking	the	Human	Respiratory	System

○平瀬公太・フォン	グエンル（九州大学・学），荒巻森一郎（九州大学・正），
伊藤一秀（九州大学・正F）

F− 33 CFD解析による気道内流れ場と対流熱伝達予測 ○フォン	グエンル（九州大学・＊＊＊），伊藤一秀（九州大学・正F）
	 （13:00 〜 14:15）	 司会　中野淳太（東海大学）　　副司会　室賀敦貴（京都府立大学）

〔大空間の温熱環境〕
F− 34 変風量床吹出空調ホールの温熱環境と省エネルギー性に関する研究冬期

クラシックコンサート時の実測結果
○牛尾智秋（日建設計・正），菅原哲也（竹中工務店・＊＊＊），村淳二（高
砂熱学工業・正）

F− 35 アトリウムを有する業務ビルにおける空調計画と温熱環境の検証 ○神谷麻理子（鹿島建設・正），平岡雅哉（鹿島建設・正F），大和田淳・
加藤正宏（鹿島建設・正），武政祐一（鹿島技術研究所・正F）

F− 36 非空調の大空間作業室の改修による熱環境改善効果に関する研究（その 3)	
改修概要及び冬期の熱環境改善効果

○巽大輝（大阪大学・学），山中俊夫・甲谷寿史（大阪大学・正F），桃井
良尚（大阪大学・正），相良和伸（大阪大学・正F），篠崎真志（大阪大学・学）

F− 37 非空調の大空間作業室の改修による熱環境改善効果に関する研究 ( その 4)
天窓・シーリングファン利用が冬期の室内熱・空気環境に及ぼす影響

○篠崎真志（大阪大学・学），山中俊夫・甲谷寿史（大阪大学・正F），桃
井良尚（大阪大学・正），相良和伸（大阪大学・正F），巽大輝（大阪大学・学）

F− 38 温度成層形空調とミスト加湿方式を併用した室の実測検証風量分布およ
び温湿度分布

○内山聖士・植村聡・佐古俊晴・樋口康博・堀晋輔（三機工業・正）

	 （14:20 〜 15:35）	 司会　牛尾智秋（日建設計）　　副司会　篠崎真志（大阪大学）
〔屋外・半屋外の温熱環境〕

F− 39 保水性セラミックパネルを利用した屋根スラブの熱環境評価に関する研
究

○室賀敦貴（京都府立大学・学），尾崎明仁（京都府立大学・正）

F− 40 緑陰が居住域放射環境に与える影響の簡易予測に関する研究 ○畠中祐輝（東海大学・学），中野淳太（東海大学・正）
F− 41 連成数値解析による夏季屋外歩行者に対する放射環境の不均一性評価に

関する研究（その 2）天候・性別の差異が歩行者の温熱生理的負担に与える
影響

○吉田伸治（福井大学・正），佐藤大樹・大黒雅之（大成建設・正）

F− 42 駅空間の快適な温熱環境制御に関する研究（第 16 報）環境配慮型駅舎化に
おける通風性能改善手法の有効性の評価

○加藤駿・河又大起・海野賢（早稲田大学・学），高橋晃久・大石洋之（ジ
ェイアール東日本建築設計事務所），中野淳太（東海大学・正），田辺新一（早
稲田大学・正F）

F− 43 駅空間の快適な温熱環境制御に関する研究（第 17 報）構内外気温差のパタ
ーン分析に基づく環境改善手法の検討

○中野淳太（東海大学・正），河又大起・海野賢・加藤駿（早稲田大学・学），
田辺新一（早稲田大学・正F）

	 （15:40 〜 16:25）	 司会　ホム・バハドゥルリジャル（東京都市大学）　　副司会　川辺真斗（千葉工業大学）
〔住宅の温熱環境Ⅰ〕

F− 44 寝室における快適な睡眠のための温熱環境の研究サーマルマネキン実験
と人体熱モデル解析による熱的快適条件の評価

○都築弘政（早稲田大学・学），辻正雄（パナホーム），海野賢・河又大起（早
稲田大学・学），田辺新一（早稲田大学・正F）

F− 45 暖房方式の違いによる人体周りの熱伝達特性に関する研究 ○阿部加奈子（東京理科大学・学），倉渕隆（東京理科大学・正F），大平昇（東
京ガス・正），李時桓（東京理科大学・正），山口さとみ（東京理科大学・学）

F− 46 接触熱伝導を考慮した建築系と人体系の連成シミュレーション ○李明香（京都府立大学・＊＊＊），尾崎明仁（京都府立大学・正）
	 （16:30 〜 17:15）	 司会　吉田伸治（福井大学）　　副司会　都築弘政（早稲田大学）

〔住宅の温熱環境Ⅱ〕
F− 47 集合住宅における床暖房とエアコン暖房の熱快適性評価に関する研究 ○ホム・バハドゥル	リジャル（東京都市大学・正），大森敏明（東京ガス・

正F）
F− 48 ネパールの伝統的住宅における熱的快適性と着衣量に関する研究 ○渡部幸樹（東京都市大学・学），ホム	リジャル（東京都市大学・正）
F− 49 椅子座面の材料特性の差異が人体の温冷感に与える影響について〜椅子

座面の熱貫流率・湿気貫流率に関する簡易測定方法の提案と、椅子座面
が人体臀部・上大腿の温冷感に与える影響について〜

○川辺真斗（千葉工業大学・学），小峯裕己（千葉工業大学・正F），須山
喜美（安藤ハザマ・正F），森一顕（安藤ハザマ・正）

9月 26日（木）　G会場（203番教室）
	 （9:00 〜 10:00）	 司会　湯澤秀樹（日建設計総合研究所）　　副司会　吉冨透悟（東京大学）

〔病院空調〕



G− 23 多床病室の臭気特性と換気量制御に関する研究（第 1報）多床病室の臭気
強度に関する評価指標

○辻裕次・竹島卓磨・山口一（清水建設・正）

G− 24 多床病室の臭気特性と換気量制御に関する研究（第 2報）自然換気を主体
にした多床病室の臭気実測結果の報告

○竹島卓磨・辻裕次・山口一（清水建設・正）

G− 25 多床病室の臭気特性と換気量制御に関する研究（第 3報）機械換気を主体
にした多床病室の臭気測定結果の報告

○中村友久・辻裕次・山口一（清水建設・正）

G− 26 鏡視下手術用空調システムの開発 ○田村健（大成建設・正），横井睦己（大成建設・正F），樋渡潔（大成建設・正）
	 （10:05 〜 11:35）	 司会　日野原昌信（大気社）　　副司会　竹島卓磨（清水建設）

〔空調機器Ⅰ〕
G− 27 業務用ビルを対象とする液冷空調システムの開発（第１報）液冷空調シス

テム導入の必要性、および開発課題
○松縄堅（日建設計総合研究所・特F），加藤信介（東京大学・正F），湯
澤秀樹（日建設計総合研究所・正F），近藤武士・杉原義文・林立也（日建
設計総合研究所・正），森川泰成（大成建設・正F），関根賢太郎（大成建設・
正），河野仁志（朝日工業社・正F），岩本靜男（神奈川大学・正F），小金
井真（山口大学・正F），樋山恭助（山口大学・正）

G− 28 業務用ビルを対象とする液冷空調システムの開発（第 2報）モデル建物と
モデル空調システムの検討

○湯澤秀樹（日建設計総合研究所・正F），杉原義文・近藤武士・林立也（日
建設計総合研究所・正），関根賢太郎（大成建設・正），河野仁志（朝日工業社・
正F），松縄堅（日建設計総合研究所・特F），加藤信介（東京大学・正F）

G− 29 業務用ビルを対象とする液冷空調システムの開発（第 3報）内部負荷液冷
システムの概要と内部発熱機器の実稼働状態での負荷特性把握

○関根賢太郎・佐藤大樹（大成建設・正），黄孝根（東京大学・学），吉冨
透悟（東京大学・＊＊＊），松縄堅（日建設計総合研究所・特F），加藤信介（東
京大学・正F）

G− 30 業務用ビルを対象とする液冷空調システムの開発（第 4報）機器単体の発
熱性状把握のためのチャンバー測定実験

○吉冨透悟（東京大学・＊＊＊），樋山恭助（山口大学・正），関根賢太郎（大
成建設・正），黄孝根（東京大学・学），松縄堅（日建設計総合研究所・特F），
加藤信介（東京大学・正F）

G− 31 業務用ビルを対象とする液冷空調システムの開発 ( 第 5 報 )	機器単体から
の対流・放射放熱に関するシミュレーション解析

○黄孝根（東京大学・学），吉冨透悟（東京大学・＊＊＊），関根賢太郎（大
成建設・正），松縄堅（日建設計総合研究所・特F），加藤信介（東京大学・
正F），樋山恭助（山口大学・正）

G− 32 業務用ビルを対象とする液冷空調システムの開発（第 6報）内部負荷液冷
システム仕様検討のための執務室内の対流・放射連成解析

○佐藤大樹・関根賢太郎（大成建設・正），森川泰成（大成建設・正F），
松縄堅（日建設計総合研究所・特F），加藤信介（東京大学・正F）

	 （11:40 〜 12:30）	
〔機器展示プレゼン（仮）〕

	 （12:35 〜 13:35）	 司会　村江行忠（戸田建設）　　副司会　相良麻実（北海道大学）
〔空調機器Ⅱ〕

G− 33 業務用ビルを対象とする液冷空調システムの開発（第 7報）ヒ－トポンプ
熱源を利用するデシカント空調システムにおけるCOPの検討

○村上栄造・河野仁志（朝日工業社・正F），岩本靜男（神奈川大学・正F），
趙旺熙（神奈川大学・正），小金井真（山口大学・正F），松縄堅（日建設計
総合研究所・特F），加藤信介（東京大学・正F）

G− 34 業務用ビルを対象とする液冷空調システムの開発（第 8報）結露リスク評
価手法の構築

○牧野由佳（神奈川大学・学），趙旺熙（神奈川大学・正），岩本靜男（神奈
川大学・正F），河野仁志（朝日工業社・正F），加藤信介（東京大学・正F），
松縄堅（日建設計総合研究所・特F）

G− 35 業務用ビルを対象とする液冷空調システムの開発（第 9報）液冷配水シス
テムにおける搬送動力低減に関する検討

○河野仁志（朝日工業社・正F），正田睦生・大久保豊晴（朝日工業社・正），
松縄堅（日建設計総合研究所・特F），加藤信介（東京大学・正F）

G− 36 業務用ビルを対象とする液冷空調システムの開発（第 10 報）ZEBエネルギ
ー管理システムの検討

○杉原義文（日建設計総合研究所・正），湯澤秀樹（日建設計総合研究所・
正F），近藤武士・林立也（日建設計総合研究所・正），松縄堅（日建設計
総合研究所・特F），加藤信介（東京大学・正F）

	 （13:40 〜 14:55）	 司会　河野仁志（朝日工業社）　　副司会　牧野由佳（神奈川大学）
〔空調機器Ⅲ〕

G− 37 夏期・中間期におけるフリークーリングを利用した空調システムの性能
検証その 2　寒冷地におけるフリークーリングの有用性の検証

○相良麻実（北海道大学・学），菊田弘輝（北海道大学・正），羽山広文（北
海道大学・正F），森太郎（北海道大学・正）

G− 38 空調用熱源機器のメンテナンス計画に関する基礎的研究 ○藤井禄子（JR西日本コンサルタント・＊＊＊），赤司泰義（東京大学・
正F），住吉大輔（九州大学・正）

G− 39 オフィス空間を対象とした室内環境に関する研究（第 3報）タスク域空調
を目的とした床吹出口の開発

○村江行忠・伊藤優・鈴木孝彦（戸田建設・正），三浦寿幸（戸田建設・正F），
中島洋一（空調技研工業・正）

G− 40 オフィス空間を対象とした室内環境に関する研究 ( 第 4 報 )	PIV による床
吹出口の気流特性の測定

○伊藤優・村江行忠・鈴木孝彦（戸田建設・正），三浦寿幸（戸田建設・正F）

G− 41 温熱環境の制御範囲を拡大した新しいVAV制御方法の実証実験 ○太宰龍太・綛田長生・三浦眞由美（アズビル・正），伊香賀俊治（慶應義
塾大学・正F）

	 （15:00 〜 16:15）	 司会　太宰龍太（アズビル）　　副司会　山崎靖之（工学院大学）
〔空調機器Ⅳ〕

G− 42 吸込みダクトを用いたエアコン暖房能力の測定方法 ○松田賢（東北電力・正）
G− 43 家庭用ヒートポンプ式セントラル空調システムのエネルギー効率に関す

る研究　その 4
○峰野悟（建築環境ソリューションズ・正），桑沢保夫・荻野登司（建築研
究所・正），山口秀樹（建築研究所）

G− 44 住宅用エアコンの熱源特性モデルの汎用性検証 ○北原博幸（トータルシステム研究所・正），上野剛・宮永俊之（電力中央
研究所・正）

G− 45 ルームエアコンディショナ付床暖房熱源機のエネルギー消費量の推定他
機種実験データによる冷媒温度に基づく消費電力の推定手法の検討

○荻野登司（建築研究所・正），三浦尚志（国土技術政策総合研究所・正）

G− 46 ヒートポンプエアコンの機器特性を考慮した室内熱環境解析　その 1. 暖
房運転

○樹山竜太（京都府立大学・学），尾崎明仁（京都府立大学・正）

	 （16:20 〜 17:20）	 司会　北原博幸（トータルシステム研究所）　　副司会　樹山竜太（京都府立大学）
〔空調機器Ⅴ〕

G− 47 高効率GHPの省エネ制御運転に関する研究（第 1報）	室外機の運転特性 ○山崎靖之（工学院大学・＊＊＊），山田恭輔（高砂熱学工業・正）
G− 48 高効率GHPの省エネ制御運転に関する研究（第 2報）室内温熱調査 ○山田恭輔（高砂熱学工業・＊＊＊），山崎靖之（工学院大学・＊＊＊）
G− 49 大学施設におけるGHP空調機器の使用実態とガス消費特性の把握　その

2
○小島俊一（北海道大学・学），羽山広文（北海道大学・正F），森太郎・
菊田弘輝（北海道大学・正）

G− 50 家庭用エアコンの選定に関する調査と多様な住まい方を考慮したエアコ
ン選定支援ツールの提案

○安岡絢子・上野剛・宮永俊之（電力中央研究所・正）

9月 26日（木）　H会場（300番教室）
	 （9:00 〜 10:15）	 司会　山本弦（三菱地所設計）　　副司会　光永悠二（大阪大学）



〔公共施設等の実態調査〕
H− 23 環境に配慮した市庁舎に関する調査研究（第 1報）建物概要とエネルギー

使用の実態
○中澤大（山下設計・正），石神哲史（山下設計・正F），三浦寿幸（戸田建設・
正F），村江行忠（戸田建設・正），篠田文彦（山下設計・正）

H− 24 環境に配慮した市庁舎に関する調査研究（第 2報）ナイトパージおよび自
然換気の実測結果

○三浦寿幸（戸田建設・正F），石神哲史（山下設計・正F），中澤大・篠
田文彦（山下設計・正），村江行忠・栗木茂・鈴木孝彦・伊藤優（戸田建設・正）

H− 25 札幌市の公共施設における運用改善による省エネルギー方法に関する調
査

○藤原陽三（藤原環境科学研究所・正F），齊藤晶夫（札幌市環境局・正）

H− 26 某図書館における蓄熱システムのエネルギー特性に関する研究（第 1報）
施設概要および冬期運転実績

○阿部功（久米設計・正），中村導彦（久米設計・正F），高橋励・何原一平・
藤田豊（三建設備工業・正）

H− 27 東京都美術館企画展示室の気流分布測定 ○濱興治（前川建築設計事務所・正），板谷敏弘（東京都庭園美術館），笹
尾博行（大気社・正F），中村明寿・橋本真伊知（大気社・正）

	 （10:20 〜 11:50）	 司会　藤原陽三（藤原環境科学研究所）　　副司会　田中規敏（竹中工務店）
〔オフィスビルの実態調査Ⅰ〕

H− 28 東北電力本店ビルにおける省エネルギーと負荷平準化に係る 10 年間の継
続的取り組み（第 1報）取り組み概要とエネルギー消費量実績

○栗原徳郎（東北電力・＊＊＊），奥田真治（東北電力・正），近藤武士（日
建設計総合研究所・正），湯澤秀樹（日建設計総合研究所・正F），毛利清
哉（ユアテック・正），赤井仁志（ユアテック・正F）

H− 29 東北電力本店ビルにおける省エネルギーと負荷平準化に係る 10 年間の継
続的取り組み（第 2報）省エネルギーと負荷平準化の取り組みによる効果

○近藤武士（日建設計総合研究所・正），湯澤秀樹（日建設計総合研究所・
正F），栗原徳郎（東北電力・＊＊＊），奥田真治（東北電力・正），毛利清哉（ユ
アテック・正），赤井仁志（ユアテック・正F）

H− 30 環境配慮型中規模最先端テナントビルに関する調査研究その 2テナント
入居後 1年間の運用実績

○篠ヶ瀬恵市・加藤昭（戸田建設・正），三浦寿幸（戸田建設・正F），村
江行忠・栗木茂・伊藤優・鈴木孝彦（戸田建設・正）

H− 31 大規模ビルにおける事務所消費エネルギーの空調機区画毎計量と運用実
績の報告

○山本弦（三菱地所設計・正），藤野健治・佐々木邦治（三菱地所設計・正F），
藤村和也（三菱地所設計・正），坂本裕（新菱冷熱工業・正）

H− 32 臨海都心部に建つTAビルにおける設備システムの運用実績（第 15 報）テ
ナント電力消費実態

○嶋田泰平（日本設計・正），柳井崇（日本設計・正F），三浦宏久（Jones	
Lang	LaSalle・正），清水環（NTTデータ・正），池田昌弘（高砂熱学工業・
正F），田中毅（住友電設・正），相澤直樹（高砂熱学工業・正）

H− 33 臨海都心部に建つTAビルにおける設備システムの運用実績（第 16 報）竣
工後 6年以降のデータ遠隔収集システムの導入結果

○池田昌弘（高砂熱学工業・正F），嶋田泰平・柳井嵩（日本設計・正），
相澤直樹（高砂熱学工業・正），三浦宏久（ジョーンズラングラサール），
清水環（NTTデータ・正），田中毅（住友電設・正）

	 （12:45 〜 14:00）	 司会　田島昌樹（高知工科大学）　　副司会　武藤友香（早稲田大学）
〔オフィスビルの実態調査Ⅱ〕

H− 34 オフィスビルにおける人の行動とエネルギー消費の関係分析 ○光永悠二（大阪大学・学），山口容平（大阪大学・正），下田吉之（大阪大学・
正F），廣森聡仁・山口弘純・東野輝夫（大阪大学）

H− 35 建築物利用者の職場環境と健康に関するアンケート調査 ○髙野大地（日本大学・学），池田耕一（日本大学・正F），東賢一（近畿大
学・正），鍵直樹（東京工業大学・正），柳宇（工学院大学・正），大澤元毅（国
立保健医療科学院・正），中川優馬（三機工業）

H− 36 低層ボイド型スパイラルオフィスの環境設備計画と実施（第 4報）自然換
気運転実績評価

○山本順也・高橋幹雄・和田一樹・菊池卓郎・田中規敏・田中宏治・芝原崇慶・
大宮由紀夫（竹中工務店・正）

H− 37 低層ボイド型スパイラルオフィスの環境設備計画と実施（第 5報）光庭の
日射遮蔽計画と昼光利用の実測評価

○菊池卓郎・田中規敏・芝原崇慶・田中宏治・大宮由紀夫（竹中工務店・正）

H− 38 低層ボイド型スパイラルオフィスの環境設備計画と実施（第 6報）給水・
給湯設備の実績評価

○芝原崇慶・田中宏治・大宮由紀夫（竹中工務店・正）

	 （14:05 〜 15:05）	 司会　近藤武士（日建設計総合研究所）　　副司会　松村拓哉（東京電機大学）
〔オフィスビルの実態調査Ⅲ〕

H− 39 環境配慮技術を導入した都市型高層テナントオフィスビルの運用実績と
環境評価（第 1報）建物概要と初年度の運用実績

○左勝旭・岸本知子・和田一樹・高橋幹雄（竹中工務店・正），増田寛・
大石静（日本電技），田辺新一（早稲田大学・正F），菊池卓郎（竹中工務店・
正）

H− 40 環境配慮技術を導入した都市型高層テナントオフィスビルの運用実績と
環境評価（第 2報）水蓄熱システム（CFDを用いた計画と運用データ解析）

○田中勝彦・常本祥子・舛田健次（東京電力・正），左勝旭・和田一樹（竹
中工務店・正），鈴木厚志（竹中工務店・＊＊＊）

H− 41 環境配慮技術を導入した都市型高層テナントオフィスビルの運用実績と
環境評価（第 3報）運用時におけるデシカント空調機の評価

○和田一樹・左勝旭・廣田聡史・高橋幹雄（竹中工務店・正），青柳泰之・
吉田一輝（新晃工業・正），篠原正明・鈴木俊介（クボタ・正）

H− 42 環境配慮技術を導入した都市型高層テナントオフィスビルの運用実績と
環境評価（第 4報）運用時における自然換気の性能評価

○田中規敏・左勝旭・和田一樹・廣田聡史（竹中工務店・正），武藤友香・
石井義章（早稲田大学・学），田辺新一（早稲田大学・正F）

	 （15:10 〜 16:10）	 司会　三浦寿幸（戸田建設）　　副司会　髙野大地（日本大学）
〔オフィスビルの実態調査Ⅳ〕

H− 43 環境配慮技術を導入した都市型高層テナントオフィスビルの運用実績と
環境評価（第 5報）放射空調と併用したパーソナルファンの個別制御シス
テム評価

○武藤友香（早稲田大学・学），高橋幹雄・和田一樹・左勝旭・廣田聡史（竹
中工務店・正），西原直枝（聖心女子大学・正），田辺新一（早稲田大学・正F），
石井義章（早稲田大学・学）

H− 44 環境配慮技術を導入した都市型高層テナントオフィスビルの運用実績と
環境評価（第 6報）夏季、冬季および中間期における執務環境評価

○石井義章・武藤友香（早稲田大学・学），田辺新一（早稲田大学・正F），
西原直枝（聖心女子大学・正），高橋幹雄・和田一樹・左勝旭・廣田聡史（竹
中工務店・正）

H− 45 環境配慮技術を導入した都市型高層テナントオフィスビルの運用実績と
環境評価（第 7報）ダブルスキンによる環境調整・省エネ効果

○黒木友裕・左勝旭・高橋幹雄・菊池卓郎（竹中工務店・正）

H− 46 環境配慮技術を導入した都市型高層テナントオフィスビルの運用実績と
環境評価（第 8報）ホールにおける背板を利用した座席吹き出し空調シス
テムの性能評価

○廣田聡史・左勝旭・高橋幹雄・和田一樹・田中規敏（竹中工務店・正）

	 （16:15 〜 17:30）	 司会　和田一樹（竹中工務店）　　副司会　石井義章（早稲田大学）
〔オフィスビルの実態調査Ⅴ〕

H− 47 建築物における室内環境と省エネルギーに関する研究（第 7報）事務所ビ
ルの温湿度とCO2 濃度に関する実態把握

○松村拓哉（東京電機大学・学），射場本忠彦（東京電機大学・特F），百
田真史（東京電機大学・正F），田島昌樹（高知工科大学・正），大澤元毅（国
立保健医療科学院・正），鍵直樹（東京工業大学・正）

H− 48 特定建築物における室内環境と省エネルギーに関する研究（第 8報）節電
時の蒸暑地域の事務用途室における室内環境

○田島昌樹（高知工科大学・正），百田真史（東京電機大学・正F），射場
本忠彦（東京電機大学・特F），大澤元毅（国立保健医療科学院・正），橋
田智和（高知工科大学・＊＊＊），松村拓哉（東京電機大学・学）

H− 49 低炭素型オフィスの計画とワークプレイスの環境性能評価（その 4）空調シ
ステムの効率評価と建物全体のエネルギー評価

○多羅間次郎（鹿島建設・正），平岡雅哉（鹿島建設・正F），弘本真一（鹿
島建設・正），武政祐一・三浦克弘（鹿島技術研究所・正F），蘓理萌子（鹿
島建設・正），山口清（東芝キャリア）

H− 50 低炭素型オフィスの計画とワークプレイスの環境性能評価（その 5）空調シ
ミュレーションによる執務室空調負荷特性の評価

○蘓理萌子・弘本真一・多羅間次郎（鹿島建設・正），平岡雅哉（鹿島建設・
正F），武政祐一・三浦克弘（鹿島技術研究所・正F）



H− 51 低炭素型オフィスの計画とワークプレイスの環境性能評価（その 6）　室内
環境と知的生産性の調査と建て替え効果の評価

○三浦克弘（鹿島技術研究所・正F），蘓理萌子（鹿島建設・正），武政祐一（鹿
島技術研究所・正F），加藤正宏・弘本真一（鹿島建設・正）

9月 26日（木）　I会場（301番教室）
	 （9:00 〜 10:15）	 司会　佐々木真人（日本設計）　　副司会　伊藤清（清水建設）

委員会中間報告⑥ /ZEB定義検討小委員会 主査　＊＊＊＊＊
〔ZEBⅠ〕

I − 20 中小既築業務用ビルにおける再生可能エネルギーを活用した ZEB化の実
証（第 5報）改修後の継続的運転最適化

○吉原毅（アズビル・正），今成岳人（東京ガス・正），小川哲史（東京ガス），
江田岳彦（東京ガス都市開発），中島英昭（東京ガス都市開発・正），植囿
喬（東京ガス都市開発），丹羽勝巳（日建設計・正F），久保木真俊（日建設計・
正），大宮政男（日建設計総合研究所・正）

I − 21 中小既築業務用ビルにおける再生可能エネルギーを活用した ZEB化の実
証（第 6報）改修後 2年目のエネルギー消費実績の概要

○丹羽勝巳（日建設計・正F），今成岳人（東京ガス・正），小川哲史（東京
ガス），江田岳彦（東京ガス都市開発），中島英昭（東京ガス都市開発・正），
植囿喬（東京ガス都市開発），吉原毅（アズビル・正），久保木真俊（日建設計・
正），大宮政男（日建設計総合研究所・正）

I − 22 中小既築業務用ビルにおける再生可能エネルギーを活用した ZEB	化の実
証（第 7報）デシカント空調システムの性能評価

○宮崎友昭（大林組・正F），今成岳人（東京ガス・正），小川哲史（東京ガス），
丹羽勝巳（日建設計・正F），久保木真俊（日建設計・正），藤田尚志（大林組・
正F），木本慶介（大林組・正）

I − 23 エネルギー自立型建築に関する研究エネルギー自立型建築の概念とモデ
ル建物における実現可能性試算

○丹羽英治（日建設計総合研究所・正F），関根雅文（日建設計・正），小
池万里・林立也（日建設計総合研究所・正），篠原奈緒子・海宝幸一（日建
設計）

	 （10:20 〜 11:35）	 司会　丹羽英治（日建設計総合研究所）　　副司会　谷口智子（東海大学）
〔ZEBⅡ〕

I − 24 ZEBを目指した都市型超高層オフィスビルの研究（第 1報）　建築概要と
最先端環境技術によるCO2 排出量削減効果

○荒井義人（清水建設・正F），高橋満博・湊敦（清水建設・正），川島実（清
水建設・正F），伊藤清・岩谷正通（清水建設・正）

I − 25 ZEBを目指した都市型超高層オフィスビルの研究（第 2報）　放射空調の
計画概要及び能力実測

○伊藤清（清水建設・正），荒井義人（清水建設・正F），高橋満博・村上
宏次（清水建設・正），川島実（清水建設・正F），野部達夫（工学院大学・
正F）

I − 26 ZEBを目指した都市型超高層オフィスビルの研究（第 3報）デシカント空
調機の運転状況

○高博也（工学院大学・学），高橋満博（清水建設・正），荒井義人・川島実（清
水建設・正F），伊藤清（清水建設・正），野部達夫（工学院大学・正F）

I − 27 ZEBを目指した都市型超高層オフィスビルの研究（第 4報）面的熱融通シ
ステムを導入した地域熱供給プラント概要及び運用実績

○岩谷正通（清水建設・正），橘雅哉（清水建設・正F），高橋満博（清水建設・
正），梅津雅彦・野田豪・長橋誠（東京都市サービス・正）

I − 28 ZEBを目指した都市型超高層オフィスビルの研究（第 5報）放射空調設備
とスプリンクラー設備の配管兼用システム

○掛川秀史（清水建設・正），野竹宏彰（清水建設），髙橋満博（清水建設・正），
荒井義人（清水建設・正F），村上宏次（清水建設・正）

	 （12:05 〜 13:20）	 司会　今成岳人（東京ガス）　　副司会　原田純（名古屋大学）
〔ZEBⅢ〕

I − 29 ZEBを目指した都市型超高層オフィスビルの研究（第 6報）室内温熱環境
の実測・評価

○雨宮沙耶（清水建設・正），橋本祐（工学院大学・学），荒井義人（清水建設・
正F），高橋満博・伊藤清（清水建設・正），野部達夫（工学院大学・正F）

I − 30 ZEBを目指した都市型超高層オフィスビルの研究（第 7報）室内温熱環境
の快適性評価

○橋本祐（工学院大学・学），高橋満博（清水建設・正），鵜飼真成・高博也（工
学院大学・学），伊藤清（清水建設・正），野部達夫（工学院大学・正F）

I − 31 ZEBを目指した都市型超高層オフィスビルの研究（第 8報）　タスク&ア
ンビエント照明と角度変化型ブラインドの視環境に関する調査

○谷口智子（東海大学・学），伊藤清（清水建設・正），三橋琴（東海大学），
岩田利枝（東海大学・正F），湊敦（清水建設・正），荒井義人（清水建設・正F）

I − 32 ZEBを目指した都市型超高層オフィスビルの研究（第 9報）　太陽光発電
と蓄電池で構成するマイクログリッドの運用実績

○湊敦（清水建設・正），川島実（清水建設・正F），山根俊博・小田島範幸・
大山俊雄（清水建設），伊藤清（清水建設・正）

I − 33 ZEBを目指した都市型超高層オフィスビルの研究（第 10 報）　運用初年度
におけるエネルギー消費量に関する分析

○高橋満博（清水建設・正），荒井義人（清水建設・正F），湊敦（清水建設・
正），川島実（清水建設・正F），伊藤清・岩谷正通（清水建設・正）

	 （13:25 〜 14:40）	 司会　荒井義人（清水建設）　　副司会　橋本祐（工学院大学）
〔ZEBⅣ〕

I − 34 再生可能エネルギーを活用した建築設備改修に関する研究（第 10 報）再生
可能エネルギーを用いた消費エネルギー削減

○桑原亮一（三建設備工業・正F），戸室泰洋・佐藤英樹（三建設備工業・正），
塩谷正樹（三建設備工業・正）

I − 35 ZEB実現に向けた既存オフィスビルの省エネ改修に関する研究 ○原田純（名古屋大学・学），奥宮正哉（名古屋大学・正F），尹奎英（名古
屋市立大学・正）

I − 36 既存ビルの ZEB化改修技術の構築（第	3	報）改修後オフィスの夏期室内環
境実測調査

○金子晃子（千葉大学・学），川瀬貴晴（千葉大学・正F），鄭新源（千葉大学・
正），中村真弥（千葉大学），平岡雅哉（鹿島建設・正F），弘本真一・鈴木
雄介（鹿島建設・正）

I − 37 既存ビルの ZEB化改修技術の構築（第 4報）太陽光発電・蓄電池システム
の測定結果と計画技術

○三原邦彰（鹿島技術研究所・正），荒井良延（鹿島技術研究所・正F），
上村健（鹿島建設），平岡雅哉（鹿島建設・正F）

I − 38 既存ビルの ZEB化改修技術の構築（第 5報）エネルギー消費量の実績評価 ○鈴木雄介（鹿島建設・正），平岡雅哉（鹿島建設・正F），弘本真一（鹿島
建設・正）

	 （14:45 〜 16:00）	 司会　桑原亮一（三建設備工業）　　副司会　金子晃子（千葉大学）
委員会中間報告⑦ /環境配慮建築アクションプラン検討小委員会 主査　＊＊＊＊＊
〔環境・エネルギーⅠ〕

I − 39 住宅用太陽熱利用給湯システムにおける太陽熱利用の環境価値化手法に
関する研究　その 4太陽熱温水システムの実証試験

○桑沢保夫（建築研究所・正），坊垣和明（東京都市大学・正），須田礼二（日
本環境技研・正F）

I − 40 住宅用太陽熱利用給湯システムにおける太陽熱利用の環境価値化手法
に関する研究	その 5夏期・秋期における修正M1モード 3人負荷での
TRNSYS による精度検証

○吉永美香（名城大学・正），須田礼二（日本環境技研・正F），奥宮正哉（名
古屋大学・正F），坊垣和明（東京都市大学・正），宇田川光弘（工学院大学・
正F）

I − 41 住宅用太陽熱利用給湯システムにおける太陽熱利用の環境価値化手法
に関する研究　その 6夏期・秋期における修正M1モード 3人負荷での
EESLISMシミュレーションによる精度検証

○須田礼二（日本環境技研・正F），吉永美香（名城大学・正），坊垣和明（東
京都市大学・正），奥宮正哉（名古屋大学・正F），宇田川光弘（工学院大学・
正F）

I − 42 バルコニー設置型ソーラー給湯システムの戸建住宅への適用可能性に関
する実験的研究	その 3

○矢沢柚子（日比谷総合設備・正），坊垣和明（東京都市大学・正），江見和明・
吉田元紀（積水ハウス・正），丹野博（東京ガス・正）

	 （16:05 〜 17:20）	 司会　吉永美香（名城大学）　　副司会　矢沢柚子（日比谷総合設備）
〔環境・エネルギーⅡ〕

I − 43 長野県における未利用林地残材のバイオマスエネルギー利用に関する基
礎調査その 2　林地・土場における丸太の含水率変化の比較

○角田健一（信州大学・＊＊＊），浅野良晴（信州大学 /信州大学山岳科学
総合研究所・正F），高村秀紀（信州大学/信州大学山岳科学総合研究所・正）

I − 44 大阪市を対象とした太陽光発電設置による発電賦存量と室内熱負荷評価 ○村下雄司・近藤明（大阪大学・＊＊＊），井上義雄（大阪大学・正）



I − 45 EV車の普及による民生用エネルギー消費パターンへの影響と省エネルギ
ー効果EV車と定置型蓄電池の充放電による民生用電力需要への影響評
価

○芹澤裕子（名古屋大学・学），奥宮正哉（名古屋大学・正F）

I − 46 ボイドスラブ基礎によるクール /ヒートチューブ換気システムの性能に
関する研究（第 3報）システム熱交換特性の分析と設計手法の確立

○一木翔（三機工業・正），尹奎英（名古屋市立大学・正），田中英紀（中部
大学・正F）

I − 47 準寒冷地域における室温制御用自律駆動型開口部自動開閉装置の研究第 2
報　二種類の温度帯における長期運転実績とその評価

○武者亮佑（北海道大学・学），須田孝徳（Will-E・＊＊＊），濱田靖弘（北
海道大学・正F），松村一弘（北海道立工業技術センター）

9月 26日（木）　J会場（SASTec3階）
	 （9:00 〜 10:00）	 司会　林立也（日建設計総合研究所）　　副司会　二ノ宮裕樹（東京工芸大学）

〔デシカントⅠ〕
J − 24 低湿度環境における人体からの発湿量低減方法に関する研究　第 3報　

二重チャンバー方式ミニエンの水分隔離性能評価
○長澤雅俊・佐原亮・三上秀人（新菱冷熱工業・正）

J − 25 某事務所ビルでのCO2削減改修における潜熱顕熱分離高効率空調システ
ムの実証（第 2報）外調機の吹出温度変更による省エネ効果

○村高秀人・酒見和幸（九電工・正），中島正人（九電工・正F）

J − 26 潜熱・顕熱分離空調システムの快適性と省エネルギー性の検証（第 1報）
－室内温湿度環境の実績と評価－

○金子寛明・福井雅英（新菱冷熱工業・正），花崎広隆（東京電力・正），
藤井謙（東京電力）

J − 27 潜熱・顕熱分離空調システムの快適性と省エネルギー性の評価（第 2報）
ピーク電力低減効果と省エネルギー性の評価

○花崎広隆（東京電力・正），藤井謙（東京電力），金子寛明・福井雅英（新
菱冷熱工業・正）

	 （10:05 〜 11:05）	 司会　神戸正純（新日本空調）　　副司会　長澤雅俊（新菱冷熱工業）
〔デシカントⅡ〕

J − 28 コージェネレーション対応型潜熱・顕熱分離空調システムの開発（その 6）
　吸着剤が塗布された熱交換器における熱・水蒸気移動の数値解析

○朴炳龍（東京理科大学・正），加藤信介（東京大学・正F）

J − 29 次世代デシカント空調の検討（5） ○丸山香名江（西部技研・正），井上宏志（西部技研），岡野浩志（西部技研・
正）

J − 30 デシカント除湿空調における熱・湿気輸送モデルに関する研究 ( 第 2 報 )
絶対湿度差と水分ポテンシャル差を駆動力とした質量含水率変化の検討

○張璐（大阪大学・＊＊＊），桃井良尚（大阪大学・正），相良和伸・山中俊夫・
甲谷寿史（大阪大学・正F）

J − 31 デシカントシステムの吸放湿特性と省エネルギー化に関する研究（その 4）
回転式吸放湿ユニット切り替え装置の試作と性能検証

○二ノ宮裕樹（東京工芸大学・学），水谷国男（東京工芸大学・正F），岩
瀬和夫（三建設備工業・正F），中井拓也（東京工芸大学・学）

	 （11:10 〜 12:10）	 司会　金子寛明（新菱冷熱工業）　　副司会　一瀬仁志（東京海洋大学）
〔デシカントⅢ〕

J − 32 低露点ハニカムロータ式除湿機の高性能化と省エネルギー化 ○秋山貴洋・河岡将行・稲葉仁（高砂熱学工業・正）
J − 33 直膨個別分散空調機を用いた潜熱・顕熱分離空調システムエネルギー性

能の実証・評価研究（第 4報）開発システムの概要と実証試験結果
○西村忠史・松井伸樹（ダイキン工業・正），奥宮正哉（名古屋大学・正F），
林立也（日建設計総合研究所・正），佐藤孝輔（日建設計・正），丹羽英治（日
建設計総合研究所・正F）

J − 34 直膨個別分散空調機を用いた潜熱・顕熱分離空調システムエネルギー性
能の実証・評価研究（第 5報）実測とシミュレーションの比較による開発
システムの精度検証

○林立也（日建設計総合研究所・正），佐藤孝輔（日建設計・正），西村忠史・
松井伸樹（ダイキン工業・正），奥宮正哉（名古屋大学・正F），丹羽英治（日
建設計総合研究所・正F）

J − 35 直膨個別分散空調機を用いた潜熱・顕熱分離空調システムエネルギー性
能の実証・評価研究（第 6報）シミュレーションによるエネルギー削減効
果の算定

○佐藤孝輔（日建設計・正），林立也（日建設計総合研究所・正），西村忠史・
松井伸樹（ダイキン工業・正），奥宮正哉（名古屋大学・正F），丹羽英治（日
建設計総合研究所・正F）

	 （13:00 〜 14:15）	 司会　三小田憲司（大林組）　　副司会　兒玉和生（東京大学）
〔再生可能エネルギー利用空調Ⅰ〕

J − 36 外部熱源によるGHP空調機の効率向上に関する研究 ○一瀬仁志（東京海洋大学・＊＊＊），亀谷茂樹（東京海洋大学・正）
J − 37 環境負荷低減技術を導入した超高層オフィス複合ビル (JP タワー ) の運転

実績 ( 第 1 報 )　地中熱空調設備の概要と評価
○佐藤博樹（三菱地所設計・正），藤野健治（三菱地所設計・正F），清水亘・
関根賢太郎（大成建設・正）

J − 38 大規模店舗に導入した国内最大級の地中熱利用システム（第 3報）空調シ
ステムの年間運用実績

○堀池瞬（久米設計・正），中村導彦（久米設計・正F），長野克則（北海道
大学・正F）

J − 39 都内の学校建築におけるクール /ヒートピットの性能に関する実測研究
―	形態の異なる 4つのクール /ヒートピットの比較考察	―

○木下雅広（首都大学東京・学），須永修通（首都大学東京・正F）

J − 40 冷水循環式と冷風循環式雪冷房の温熱環境と快適性 ○飯野由香利（新潟大学・正），伊藤親臣（雪だるま財団・正）
	 （14:20 〜 15:35）	 司会　佐藤博樹（三菱地所設計）　　副司会　木下雅広（首都大学東京）

〔再生可能エネルギー利用空調Ⅱ〕
J − 41 太陽熱と地中熱を利用する水循環ヒートポンプシステムに関する技術開

発 ( その 6) 太陽空気熱源ヒートポンプの性能曲線のモデル化
○大岡龍三（東京大学・正F），日野俊之（東京大学・正），三浦克弘（鹿島
技術研究所・正F），小野勝男・吉田吏志（LIXIL・正），兒玉和生（東京大
学・＊＊＊）

J − 42 太陽熱と地中熱を利用する水循環ヒートポンプシステムに関する技術開
発 ( その 7) 水熱源ヒートポンプ空調の性能曲線のモデル化

○吉田吏志（LIXIL・正），大岡龍三（東京大学・正F），日野俊之（東京大学・
正），三浦克弘（鹿島技術研究所・正F），小野勝男（LIXIL・正），兒玉和生（東
京大学・＊＊＊）

J − 43 太陽熱と地中熱を利用する水循環ヒートポンプシステムに関する技術開
発 ( その 8) 年間運転性能予測シミュレーション

○兒玉和生（東京大学・学），大岡龍三（東京大学・正F），日野俊之（東京
大学・正），三浦克弘（鹿島技術研究所・正F），小野勝男・吉田吏志（LIXIL・
正）

J − 44 地中熱利用ヒートポンプと空気熱源ヒートポンプのエクセルギー解析 ○李栄玲（東京大学・学），大岡龍三（東京大学・正F），宿谷昌則（東京都
市大学・正）

J − 45 地下水流動がある土壌条件での無限線状熱源モデルによる有効熱伝導率
算定に関するパラメトリックスタディ

○崔元準（東京大学・学），大岡龍三（東京大学・正F）

	 （15:40 〜 16:40）	 司会　飯野由香利（新潟大学）　　副司会　堀池瞬（久米設計）
〔再生可能エネルギー利用空調Ⅲ〕

J − 46 空気式太陽熱暖房システムを採用した実験住宅における運用方法の検討
実測概要と基礎の各部位における吸放熱量の計測結果

○小原克哉（東京大学・学），高瀬幸造・前真之（東京大学・正），盧炫佑・
中村正吾（OMソーラー・正）

J − 47 空気循環式全館空調システムによる太陽熱利用住宅に関する研究 ○前田実可子（京都府立大学・学），尾崎明仁（京都府立大学・正）
J − 48 太陽熱フル活用を目的とした空気式太陽熱集熱システムを用いた戸建住

宅に関する研究（第 1報）　3棟の実験棟の概要と基礎蓄熱部の蓄熱性状
○高瀬幸造（東京大学・正），崔榮晋（東京大学・＊＊＊），前真之（東京大学・
正），小原克哉（東京大学・＊＊＊），佐藤誠（佐藤エネルギーリサーチ・正），
盧炫佑・駒野清治（OMソーラー・正）

J − 49 空気式太陽熱集熱暖房方式を利用した住宅のシステム性能改善効果に関
する研究

○北潟寛史・崔榮晋（東京大学・学），高瀬幸造（東京大学・正），小原克哉（東
京大学・＊＊＊），佐藤誠（佐藤エネルギーリサーチ・正），前真之（東京大学・
正），盧炫佑・駒野清治（OMソーラー・正）

	 （16:45 〜 17:30）	 司会　中村真（ダイダン）　　副司会　小原克哉（東京大学）
〔空調技術〕



J − 50 非等温車室内の熱伝達性状の把握（第 2報）空調モードと温度条件の差異
の検討

○永野秀明（東京都市大学・正），津上貴光（東京都市大学），尾関義一（旭
硝子・正），郡逸平（東京都市大学・正），加藤信介（東京大学・正F）

J − 51 低炭素化と知的生産性に配慮した最先端オフィスの調査研究（第 17 報）
ZEB化に向けた要素技術の数値的予測

○島岡宏秀（大林組・正），伊藤剛（大林組・正F），福田裕行（大林組・正），
小野島一・竹井宏（大林組・正F），三小田憲司・島潔（大林組・正）

J − 52 低炭素化と知的生産性に配慮した最先端オフィスの調査研究第 18報	中温
度潜熱蓄熱槽の最適運用のための蓄熱量予測方法について

○山羽基（中部大学・正F），成瀬仁（トーエネック・正），藤田尚志・伊
藤剛（大林組・正F），島岡宏秀・福田裕行（大林組・正），横田忠史（JX
日鉱日石エネルギー・正）

9月 26日（木）　特別会場（200番教室）
	 （9:00 〜 15:00）	 オーガナイザー：郡公子（宇都宮大学）

〔オーガナイズドセッション② /外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギ
ーシミュレーションツール「BEST」の開発「BESTの概要とこの 1年の開
発状況」〕
主旨説明（10 分） 坊垣和明（東京都市大学）

OS − 10 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 112）BEST開発の現状とその具体例

○石野久彌（首都大学東京・正F），村上周三（建築環境・省エネルギー機構・
特），坂本雄三（建築研究所・特F），二宮秀與（鹿児島大学・正F），大塚
雅之（関東学院大学・正F），郡公子（宇都宮大学・正F），長井達夫（東京
理科大学・正F），秋元孝之（芝浦工業大学・正F），柳原隆司（東京電機大学・
正F），牧村功（名細環境・まちづくり研究室・正），野原文男（日建設計・
正F），柳井崇（日本設計・正F）

OS − 11 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 113）改正省エネ基準対応ツールの開発概要

○野原文男（日建設計・正F），村上周三（建築環境省エネルギー機構・特），
石野久彌（首都大学東京・正F），長谷川巌（日建設計・正F），二宮博史・
飯田玲香（日建設計・正）

OS − 12 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発 ( その	114)	BEST	で使用される拡張アメダス気象データの開発状
況

○松本真一（秋田県立大学　システム科学技術学部・正F），村上周三（建
築環境・省エネルギー機構・特），赤坂裕（鹿児島工業高等専門学校・正F），
井川憲男（前大阪市立大学・正），永村一雄（大阪市立大学・正F），武田
和大（鹿児島工業高等専門学校・＊＊＊），二宮秀與（鹿児島大学・正F），
窪田真樹（気象データシステム・＊＊＊）

OS − 13 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 115）空調およびシステム連成に関する開発状況

○長井達夫（東京理科大学・正F），二宮博史・飯田玲香（日建設計・正），
石野久彌（首都大学東京・正F），村上周三（建築環境・省エネルギー機構・
特）

	 	 オーガナイザー：松本真一（秋田県立大学）
〔オーガナイズドセッション② /外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギ
ーシミュレーションツール「BEST」の開発「建築における開発現況」〕

OS − 14 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 116）BESTへの高性能窓システム新計算法の導入

○郡公子（宇都宮大学・正F），石野久彌（首都大学東京・正F），長井達夫（東
京理科大学・正F），村上周三（建築環境・省エネルギー機構・特）

OS − 15 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 117）非空調空間の拡張外壁置換法の精度検証

○木本慶介（大林組・正），石野久彌（首都大学東京・正F），郡公子（宇都
宮大学・正F），佐藤誠（佐藤エネルギーリサーチ・正），村上周三（建築環境・
省エネルギー機構・特）

OS − 16 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 118）新窓データベースの概要とガラスの効果

○木下泰斗（日本板硝子・正），村上周三（建築環境・省エネルギー機構・特），
石野久彌（首都大学東京・正F），郡公子（宇都宮大学・正F），西川祥子（日
本板硝子）

OS − 17 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 119）建物ファサードの環境性能比較

○新武康（清水建設・正），村上周三（建築環境・省エネルギー機構・特），
石野久彌（首都大学東京名誉教授・正F），郡公子（宇都宮大学・正F）

	 	 オーガナイザー：石野久彌（首都大学東京）
〔オーガナイズドセッション② /外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギ
ーシミュレーションツール「BEST」の開発「改正省エネ基準対応ツールの
特徴」〕

OS − 18 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 120）改正省エネ基準対応ツールの入出力の特徴

○長谷川巌（日建設計・正F），村上周三（建築環境省エネルギー機構・特），
石野久彌（首都大学東京・正F），野原文男（日建設計・正F），二宮博史・
飯田玲香（日建設計・正）

OS − 19 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 121）改正省エネ基準対応ツールのプログラムの構成

○二宮博史（日建設計・正），村上周三（建築環境省エネルギー機構・特），
石野久彌（首都大学東京・正F），野原文男・長谷川巌（日建設計・正F），
飯田玲香（日建設計・正）

OS − 20 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 122）改正省エネ基準対応ツールにおける建築の試算例

○飯田玲香（正），村上周三（建築研究所・特），石野久彌（首都大学東京・
正F），野原文男・長谷川巌（日建設計・正F），二宮博史（日建設計・正）

OS − 21 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 123）改正省エネ基準対応ツールにおける設備の試算例

○島岡宏秀（大林組・正），村上周三（建築研究所・特），石野久彌（首都大
学東京・正F），野原文男・長谷川巌（日建設計・正F），二宮博史（日建設計・
正）

OS − 22 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 124）改正省エネ基準対応ツールを用いた実施設計における設
備の試算例

○久保木真俊（正），村上周三（建築研究所・特），石野久彌（首都大学東京・
正F），野原文男・長谷川巌（日建設計・正F），二宮博史（日建設計・正）

	 	 オーガナイザー：長井達夫（東京理科大学）
〔オーガナイズドセッション② /外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギ
ーシミュレーションツール「BEST」の開発「コージェネ・蓄熱・給湯・蓄電」〕

OS − 23 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 125）コージェネレーションシステムにおける蒸気利用機器の
特性

○藤居達郎（　日立製作所　日立研究所・正），工月良太（東京ガス・正），
村上周三（建築環境・省エネルギー機構・特），石野久彌（首都大学東京・
正F），秋元孝之（芝浦工業大学・正F），笹嶋賢一（日本設計・正），野原
文男（日建設計・正F），二宮博史・田端康宏（日建設計・正），佐藤誠・
辻丸のりえ（佐藤エネルギーリサーチ・正）

OS − 24 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 126）改正省エネ基準対応ツールを用いたコージェネレーショ
ンシステムのケーススタディ

○佐藤誠・辻丸のりえ（佐藤エネルギーリサーチ・正），村上周三（建築環
境・省エネルギー機構・特），秋元孝之（芝浦工業大学・正F），石野久彌
（首都大学東京名誉教授・正F），笹嶋賢一（日本設計・正），野原文男（日
建設計・正F），二宮博史・田端康宏（日建設計・正），工月良太（東京ガス・
正），藤居達郎（日立製作所・正）

OS − 25 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 127）BESTに組み込まれた水蓄熱システムの運転制御方法と
その効果

○河路友也（トーエネック・正），村上周三（建築環境省エネルギー機構・
特），柳原隆司（東京電機大学・正F），工藤良一（蒼設備設計・正），二宮
博史（日建設計・正），中原信生（環境システック中原研究処・名）

OS − 26 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 128）給湯負荷とエネルギー消費量のケーススタディー

○鈴木孝彦（戸田建設・正），大塚雅之（関東学院大学・正F），長谷川巌（日
建設計・正F），村上周三（建築環境省エネルギー機構・特）

OS − 27 外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーションツール「BEST」
の開発（その 129）蓄電池プログラムの特徴と試算事例

○滝澤総（　日建設計・正），村上周三（建築環境・省エネルギー機構・特），
柳原隆司（東京電機大学・正F），二宮博史（日建設計・正）



まとめ（10 分） 野原文男（日建設計）
9月 27日（金）　A会場（100教室）
	 （9:00 〜 10:00）	 司会　柳原茂（東洋熱工業）　　副司会　原瀬拓也（芝浦工業大学）

〔エネルギー消費原単位Ⅰ〕
A− 31 非住宅（民生業務部門）建築物のエネルギー消費量データベース構築に関

する研究	( 第 7 報 )	2013 年度版DECC	公開用データベース概要
○高口洋人（早稲田大学・正），亀谷茂樹（東京海洋大学・正），半澤久（北
海道工業大学・正F），吉野博（東北大学・正F），浅野良晴（信州大学・正F），
奥宮正哉（名古屋大学・正F），下田吉之（大阪大学・正F），村川三郎（広
島大学・特F），依田浩敏（近畿大学・正F），坊垣和明（東京都市大学・正），
松縄堅（日建設計総合研究所・特F），村上周三（建築環境・省エネルギー
機構・特）

A− 32 全国事務所建物の省エネルギー対策の実態（DECC平成 21 年度調査デー
タによる分析）

○井城依真・須藤諭（東北文化学園大学・正），吉野博（東北大学・正F），
村上周三（建築環境・省エネルギー機構・特），坊垣和明（東京都市大学・
正），松縄堅（日建設計総合研究所・特F），亀谷茂樹（東京海洋大学・正），
高口洋人（早稲田大学・正），半澤久（北海道工業大学・正F），奥宮正哉（名
古屋大学・正F），浅野良晴（信州大学・正F），下田吉之（大阪大学・正F），
村川三郎（広島大学・特F），依田浩敏（近畿大学・正F）

A− 33 官公庁建築物における 2011 年度夏季節電実態緊急調査を基にした大口需
要家と小口需要家の節電実態

○坂本遼太朗・山本隆晴（早稲田大学・学），高口洋人（早稲田大学・正），
半澤久（北海道工業大学・正F），吉野博（東北大学・正F），亀谷茂樹（東
京海洋大学・正），奥宮正哉（名古屋大学・正F），浅野良晴（信州大学・正F），
下田吉之（大阪大学・正F），村川三郎（広島大学・特F），依田浩敏（近畿大学・
正F）

A− 34 商業施設エネルギー消費原単位分析に用いる業態区分の開発 ○山口容平（大阪大学・正），松岡亜希子（大阪大学・＊＊＊），山崎政人（関
西ビジネスインフォメーション・正），下田吉之（大阪大学・正F），村上
周三（建築環境・省エネルギー機構・特），坊垣和明（東京都市大学・正），
松縄堅（日建設計総合研究所・特F），亀谷茂樹（東京海洋大学・正），高
口洋人（早稲田大学・正），半澤久（北海道工業大学・正F），吉野博（東北
大学・正F），浅野良晴（信州大学・正F），奥宮正哉（名古屋大学・正F），
村川三郎（広島大学・特F），依田浩敏（近畿大学・正F）

	 （10:05 〜 11:20）	 司会　渡辺健一郎（芝浦工業大学）　　副司会　中野諒（大阪大学）
〔エネルギー消費原単位Ⅱ〕

A− 35 非住宅（民生業務部門）建築物のエネルギー消費量に関する研究DECC調
査結果を用いた小・中学校のエネルギー消費特性について

○半澤久（北海道工業大学・正F），藤原陽三（藤原環境科学研究所・正F），
羽山広文・濱田靖弘（北海道大学・正F），村上周三（建築環境・省エネル
ギー機構・特），坊垣和明（東京都市大学・正），松縄堅（日建設計総合研究所・
特F），吉野博（東北大学・正F），亀谷茂樹（東京海洋大学・正），高口洋人（早
稲田大学・正），奥宮正哉（名古屋大学・正F）

A− 36 非住宅（民生業務部門）建築物のエネルギー消費量データベース構築に関
する研究大学・研究機関 , スポーツ施設のエネルギー消費特性について

○依田浩敏（近畿大学・正F），黒木知世（九州大学・学），赤司泰義（東京
大学・正F），住吉大輔（九州大学・正），高偉俊・葛隆生（北九州市立大学・
正），前田昌一郎（九電工・正），村上周三（建築環境・省エネルギー機構・
特），坊垣和明（東京都市大学・正），松縄堅（日建設計総合研究所・特F），
亀谷茂樹（東京海洋大学・正），高口洋人（早稲田大学・正），半澤久（北海
道工業大学・正F），吉野博（東北大学・正F），浅野良晴（信州大学・正F），
奥宮正哉（名古屋大学・正F），下田吉之（大阪大学・正F），村川三郎（広
島大学・特F）

A− 37 非住宅建築物環境関連データベースに基づく中国・四国地域におけるエ
ネルギー消費実態に関する研究（第 3報）病院施設のBEMSデータを用い
た空調エネルギーの消費傾向

○中野真季（広島大学・学），西名大作（広島大学・正F），村川三郎（広島
大学・特F），金田一清香（広島大学・正），三木僚子（広島大学・学），村
上周三（建築環境・省エネルギー機構・特），坊垣和明（東京都市大学・正），
坂本雄三（建築研究所・特F），松縄堅（日建設計総合研究所・特F），亀
谷茂樹（東京海洋大学・正），原英嗣（国士舘大学・正）

A− 38 東北地方における各用途多建物の水消費に関する分析（DECC平成 19 〜
21 年度調査データによる分析）

○須藤諭・井城依真（東北文化学園大学・正），吉野博（東北大学・正F），
渡辺浩文・許雷（東北工業大学・正）

A− 39 非住宅（民生業務部門）建築物のエネルギー消費量データベース構築に関
する研究九州地域における震災前後のエネルギー消費の比較分析

○黒木知世（九州大学・学），赤司泰義（東京大学・正F），住吉大輔（九州
大学・正），依田浩敏（近畿大学・正F），高偉俊・葛隆生（北九州市立大学・
正），前田昌一郎（九電工・正）

	 （11:25 〜 12:25）	 司会　半澤久（北海道工業大学）　　副司会　黒木知世（九州大学）
〔エネルギー消費原単位Ⅲ〕

A− 40 民生業務門における業種別エネルギー消費量のマクロ推計 ○平野勇二郎（国立環境研究所・正），藤田壮・戸川卓哉（国立環境研究所），
孫穎（横浜国立大学）

A− 41 事務所テナントの貸床面積基準エネルギー消費原単位の分析その 3　震災
後 2年目におけるエネルギー消費動向

○星野秀明（日本設計・正），竹部友久（日本設計・正F），中川優一（日本
設計・正）

A− 42 建物の熱負荷原単位の更新に関する研究（第 2報）事務所・官公庁・宿泊
用途建築物における熱負荷の一次調査分析

○原瀬拓也（芝浦工業大学・学），村上公哉・渡辺健一郎（芝浦工業大学・
正F）

A− 43 居住系高齢者福祉施設のエネルギー消費特性に関する研究その 2	中国・
四国地方における省エネルギー対策状況及び用途別エネルギー消費特性

○三木僚子（広島大学・学），西名大作（広島大学・正F），村川三郎（広島
大学・特F），金田一清香（広島大学・正）

	 （13:00 〜 14:00）	 司会　平野勇二郎（国立環境研究所）　　副司会　三木僚子（広島大学）
委員会中間報告⑧ /持続可能な生活スタイルとユーティリティデマンド
予測評価小委員会

主査　＊＊＊＊＊

〔エネルギー消費予測〕
A− 44 建物 - 居住者 - 機器の連成による家庭用冷凍冷蔵庫のエネルギー消費予測

モデルの構築
○中野諒（大阪大学・学），羽原宏美（大阪大学・正），下田吉之（大阪大学・
正F）

A− 45 細粒度の電力測定データを用いて分析した住まい方が電力消費構造に与
える影響

○竹中大史・海野玄陽（早稲田大学・学），遠藤彰（司建設・正），田辺新一（早
稲田大学・正F）

A− 46 燃料電池による一次エネルギー削減効果に関する研究その 1　東北電力管
内及び東京電力管内における時刻別一次エネルギー換算値と一次エネル
ギー削減効果に関する研究

○赤林伸一（新潟大学・正F），坂口淳（新潟県立大学・正F），有波裕貴（新
潟大学・学）

9月 27日（金）　C会場（102教室）
	 （9:00 〜 10:00）	 司会　月館司（北方建築総合研究所）　　副司会　宇佐美勇気（中部電力）

〔コージェネレーション〕
C− 46 コージェネレーションシステムを導入した既存建物のエネルギー有効利

用に向けた研究（第 1報）建物および改修の概要と改修前の運用実績
○枡川依士夫・菰田英晴（鹿島建設・正），大海元嗣（東京ガス・＊＊＊），
小川哲史（東京ガス）



C− 47 コージェネレーションシステムを導入した既存建物のエネルギー有効利
用に向けた研究（第 2報）シミュレーションによる改修後のエネルギー利
用状況の予測評価

○菰田英晴・枡川依士夫（鹿島建設・正），大海元嗣（東京ガス・＊＊＊），
小川哲史（東京ガス）

C− 48 燃料電池・蓄電池・太陽電池を備えたスマートエネルギーハウス実証実
験 ( 第 2 報）燃料電池排熱を用いた除湿による夏期省エネルギー効果

○百瀬敏成（大阪ガス・正），秋岡尚克（大阪ガス）

C− 49 寒冷地におけるLP	ガスを燃料とした家庭用燃料電池コージェネレーショ
ンシステムと太陽光発電システムを組み合わせたシステムの年間を通し
た性能評価に関する研究

○菅井亮（信州大学・学），高村秀紀（信州大学・正），浅野良晴（信州大学・
正F）

	 （10:05 〜 11:05）	 司会　百瀬敏成（大阪ガス）　　副司会　菅井亮（信州大学）
〔地中熱利用〕

C− 50 分岐管方式地中熱交換器の採熱実験および性能予測 ○三小田憲司・土屋貴史（大林組・正）
C− 51 住宅の太陽熱利用システムにおける長期地中蓄熱に関する研究 ○小林亮太（東京理科大学・学），長井達夫（東京理科大学・正F），畑中淳（設

計工房フレックス・＊＊＊）
C− 52 再生可能エネルギーを利用した熱源水ネットワークに関する研究（第1報）

システム概要と負荷ベースの簡易検討
○小野永吉（鹿島建設・正），三原邦彰（鹿島技術研究所・正），荒井良延・
三浦克弘（鹿島技術研究所・正F），長井達夫（東京理科大学・正F），鈴
木拓也（東京理科大学・＊＊＊），新井研人（東京理科大学・学）

C− 53 再生可能エネルギーを利用した熱源水ネットワークに関する研究（第2報）
熱源構成がシステム性能へ与える影響の把握

○新井研人（東京理科大学・学），長井達夫（東京理科大学・正F），荒井良延・
三浦克弘（鹿島技研・正F），三原邦彰・小野永吉（鹿島技研・正），鈴木
拓也（東京理科大学・＊＊＊）

	 （11:10 〜 12:10）	 司会　枡川依士夫（鹿島建設）　　副司会　小林亮太（東京理科大学）
〔地中熱ヒートポンプⅠ〕

C− 54 地中熱利用ヒートポンプの建築設備への適用手法に関する調査研究 ○宇佐美勇気（中部電力・正），二宮秀與（鹿児島大学・正F），一瀬茂弘（中
部電力・正F），赤井仁志（ユアテック・正F），草刈洋行（ユアテック・正）

C− 55 地表面の影響を考慮した地中熱ヒートポンプシステム性能予測ツールの
開発

○平田統大（北九州市立大学・学），葛隆生（北九州市立大学・正）

C− 56 地中熱ヒートポンプシステム性能予測ツールを用いた地中熱を含めた熱
融通システムのコミッショニング

○松尾祐樹（北九州市立大学・学），葛隆生（北九州市立大学・正），中村靖（新
日鉄住金エンジニアリング・正）

C− 57 地中熱ヒートポンプを用いた加温・冷却システムの農業用ハウスへの適
用（第 2報）　2年目の実測評価と土壌温度の分析

○山本和哉（北海道大学・学），長野克則・中村真人（北海道大学・正F）

	 （13:00 〜 13:45）	 司会　菰田英晴（鹿島建設）　　副司会　平田統大（北九州市立大学）
〔地中熱ヒートポンプⅡ〕

C− 58 寒冷地における水平採熱型地中熱ヒートポンプ暖房システムの検討（その
1）地中熱交換性能の実測

○福島明（北方建築総合研究所・正），月館司（北方建築総合研究所・正F），
立松宏一（北方建築総合研究所），白土博康（工業試験場・正），保科秀夫（工
業試験場）

C− 59 寒冷地における水平採熱型地中熱ヒートポンプ暖房システムの検討（その
2）地中熱交換性能の数値解析

○月館司（北方建築総合研究所・正F），福島明（北方建築総合研究所・正），
立松宏一（北方建築総合研究所），白土博康（工業試験場・正），保科秀夫（工
業試験場）

C− 60 開園前の保育園の地中熱ヒートポンプ暖房による温熱環境地中の熱エネ
ルギー利用率・温エクセルギー利用率の考察

○酒田健（札幌市立大学・学），斉藤雅也（札幌市立大学・正）

9月 27日（金）　D会場（103番教室）
	 （9:00 〜 9:45）	 司会　大浦豊（三協立山）　　副司会　上野嵩仁（九州大学）

〔住宅の断熱性能〕
D− 52 木造軸組構法へのダイナミックインシュレーションの適用と実環境下に

おける断熱性能評価
○八重樫彩（東京大学・学），樋山恭助（山口大学・正），加藤信介（東京大学・
正F），手塚純一・二川智吏（J建築システム）

D− 53 住宅用窓の付属物による断熱性能向上に関する研究 ○清水則夫（ベターリビング・正）
D− 54 高断熱木製サッシ開発に関する研究（第 1報）　サッシ部材開発における

断熱性能評価
○福島功二（信州大学・学），浅野良晴（信州大学 /信州大学山岳科学総合
研究所・正F），高村秀紀（信州大学 /信州大学山岳科学総合研究所・正）

	 （9:50 〜 11:05）	 司会　清水則夫（ベターリビング）　　副司会　八重樫彩（東京大学）
〔住宅の熱負荷計算〕

D− 55 室温変動シミュレーションによる通気工法住宅の温熱・省エネルギー性
能評価第 1報　冬季実測データとの照合

○上野嵩仁（九州大学・学），林徹夫（九州大学・正F），野村幸司（九州大学・
正）

D− 56 温暖地における高断熱化住宅の空調負荷と室内温熱環境に関する研究（第
一報）夏季及び中間期における開口面積と設置方位が及ぼす影響

○海野賢（早稲田大学・＊＊＊），築山祐子・千葉陽輔（旭化成ホームズ・正），
田辺新一（早稲田大学・正F）

D− 57 土壁により蓄熱性をもたせた高断熱住宅における窓の自動開閉の最適制
御について（第 1報）岐阜県恵那市K邸における窓開閉の最適制御方法の
検討

○村松奈美・大浦豊（三協立山・正）

D− 58 土壁により蓄熱性をもたせた高断熱住宅における窓の自動開閉の最適制
御について（第 2報）全国における窓開閉の最適制御方法の検討と無冷房
住宅の可能性検討

○大浦豊・村松奈美（三協立山・正）

D− 59 異なる暖房方式を用いた室内対流熱伝達率に関する実験的研究 ○山口さとみ（東京理科大学・学），倉渕隆（東京理科大学・正F），李時桓（東
京理科大学・正），小笠原岳（明星大学・正），大平昇（東京ガス・正），阿
部加奈子（東京理科大学・学）

	 （11:10 〜 12:10）	 司会　中村卓司（清水建設）　　副司会　海野賢（早稲田大学）
〔パッシブ利用〕

D− 60 粒状保水性建材の熱水分同時移動モデルによる数値シミュレーション建
物モデルが工場及びオフィスの場合

○前浪洋輝（LIXIL・正），武田仁（東京理科大学・正），足永靖信（国土技
術政策総合研究所・正）

D− 61 日射制御と潜熱蓄熱材による住宅用ダイレクトゲイン手法の提案 ( 第 1 報
) 研究概要と日射蓄熱を目的とした潜熱蓄熱材の室内設置方法に関する研
究

○石綿麻矢（東京大学・学），前真之（東京大学・正），井上隆（東京理科大学・
正F），一ノ瀬雅之（首都大学東京・正），佐藤誠（佐藤エネルギーリサーチ・
正），高瀬幸造・中川あや（東京大学・正）

D− 62 日射制御と潜熱蓄熱材による住宅用ダイレクトゲイン手法の提案（第2報）
　近赤外域成分の制御・活用による良好な室内環境の形成

○五十嵐瞳（東京理科大学・学），井上隆（東京理科大学・正F），前真之（東
京大学・正），一ノ瀬雅之（首都大学東京・正），折原由佳（東洋熱工業・正），
中川あや（東京大学・正），島田佳樹（東京理科大学・学）

D− 63 日射制御と潜熱蓄熱材による住宅用ダイレクトゲイン手法の提案 ( 第 3 報
) ガラス・ブラインド特性を考慮した開口部周りの熱・光環境の評価に関
する研究

○中川あや・前真之（東京大学・正），井上隆（東京理科大学・正F），一
ノ瀬雅之（首都大学東京・正），佐藤誠（佐藤エネルギーリサーチ・正），
木下泰斗（日本板硝子・正），高瀬幸造（東京大学・正），折原由佳（東洋熱
工業・正），石綿麻矢（東京大学・学）

	 （13:00 〜 14:00）	 司会　黒木友裕（竹中工務店）　　副司会　島田佳樹（東京理科大学）



〔ダブルスキンの熱性能〕
D− 64 ダブルスキンの熱性能値に関する研究第 6報　熱性能の実用算定式とデ

ータベース
○青山翔夏（宇都宮大学・学），石野久彌（首都大学東京・正F），郡公子（宇
都宮大学・正F）

D− 65 ダブルスキンの熱性能値に関する研究第 7報　冷房設計用熱性能算定法
のための数値解析

○大島瑞己（宇都宮大学・学），石野久彌（首都大学東京・正F），郡公子（宇
都宮大学・正F）

D− 66 アクティブスキンを導入した高層オフィスビルにおける室内環境と省エ
ネルギー評価（第 1報）アクティブスキンの計画概要と冬期実測結果

○松島孝幸・牛尾智秋（日建設計・正）

D− 67 ガラス窓の日射遮蔽物による熱特性に関する研究（第 4報）PPW、AFW
における窓上排気温度の試算と年間熱負荷係数について

○矢澤俊一（東芝・正），西川豊宏（工学院大学・正）

	 （14:05 〜 15:20）	 司会　松島孝幸（日建設計）　　副司会　矢澤俊一（東芝）
〔ペリメータの温熱・光環境〕

D− 68 個別分散型のブラインド自動制御に関する研究その 1　現行システムの実
態とコントローラの開発経緯

○上野由宇太（アクエスティ・正），井上隆（東京理科大学・正F），森本耕平・
五十嵐瞳・島田佳樹（東京理科大学・学），奥橋翔（東日本旅客鉄道・＊＊＊），
開口善典・折原由佳（東洋熱工業・正）

D− 69 個別分散型のブラインド自動制御に関する研究その 2　コントローラの開
発と制御精度の検討

○島田佳樹（東京理科大学・学），井上隆（東京理科大学・正F），森本耕平・
五十嵐瞳（東京理科大学・学），奥橋翔（東日本旅客鉄道・＊＊＊），上野
由宇太（アクエスティ・正），開口善典・折原由佳（東洋熱工業・正）

D− 70 個別分散型のブラインド自動制御に関する研究その 3　導入建物における
季節による要望把握および室内環境評価

○森本耕平（東京理科大学・学），井上隆（東京理科大学・正F），五十嵐瞳・
島田佳樹（東京理科大学・学），奥橋翔（東日本旅客鉄道・＊＊＊），開口善典・
折原由佳（東洋熱工業・正），上野由宇太（アクエスティ・正）

D− 71 インターロック式ペリメータシステムの開発（第 1報）システムの原理と
概要

○諏訪好英・小関由明・土屋貴史・原嶋寛・矢部周子（大林組・正）

D− 72 インターロック式ペリメータシステムの開発（第 2報）省エネルギー性の
検討

○小関由明・諏訪好英・原嶋寛・土屋貴史・矢部周子（大林組・正）

9月 27日（金）　E会場（201番教室）
	 （9:00 〜 10:15）	 司会　吉田新一（神奈川大学）　　副司会　安藤拓馬（中部大学）

〔シミュレーションのコミッショニング利用〕
E− 49 最適制御技術を用いた熱源システムの性能評価手法の開発（第 2報）実績

値の分析
○田井佑典（九州大学・学），赤司泰義（東京大学・正F），住吉大輔（九州
大学・正），桑原康浩（MTD・正），上田憲治・二階堂智（三菱重工・正），
立石浩毅・松尾実（三菱重工），佐藤弘幸（ソニー），中村欣明（大気社・正）

E− 50 最適制御技術を用いた熱源システムの性能評価手法の開発（第 3報）シミ
ュレーションモデルの構築

○二階堂智・上田憲治（三菱重工業・正），立石浩毅（三菱重工業），桑原
康浩（エム・ティー・ディー・正），赤司泰義（東京大学・正F），住吉大輔（九
州大学・正），田井佑典（九州大学・学），中村欣明（大気社・正），佐藤弘幸（ソ
ニーコーポレートサービス）

E− 51 空調システムエネルギー計算シミュレーションソフト（ACSES）のコミッ
ショニングへの応用（第 7報）還水温度補償制御を有する冷水搬送システ
ムへの適用 (5) サブステーションの圧力設定改善対策の実施検証

○鈴木隼人（アレフネット・正），吉田治典（岡山理科大学・正F），松下
直幹（アレフネット・正）

E− 52 シミュレーションを用いた熱源システムのイニシャルコミッショニング
に関する研究（第 8報）受渡し段階と初期運用段階におけるコミッショニ
ングの実施

○西山満（大気社・正F），赤司泰義（東京大学・正F），住吉大輔（九州大学・
正）

E− 53 ACSES/Cx を用いた空調 2次側ポンプ群の台数制御による省エネルギー
効果に関する研究

○野田昂志（岡山理科大学・学），吉田治典（岡山理科大学・正F），宮田
征門（建築研究所・正），柴田克彦（高砂熱学工業・正F），前田幸輝（新菱
冷熱工業・正F），仲井章一（ダイダン・正）

	 （10:20 〜 11:05）	 司会　塚見史郎（日建設計）　　副司会　田井佑典（九州大学）
〔コミッショニング〕

E− 54 下水処理施設管理棟へのGHPの適用と機能の検証GHP空調システムの
発展とコミッショニングの役割・第一報

○根本忠哉（東日本ガス・正），倉本昭司（日本上下水道設計），山岸一夫（山
岸技術士事務所・正），渡邊一男（WNR－ Cx渡邊研究処・正）

E− 55 福島爆発の現代技術史的考察とコミッショニングの役割 ○渡邊一男（WNR-Cx	渡邊研究処・正）
E− 56 コミッショニングのためのBIMデータモデル活用に関する研究第一報　

コミッショニングプロセスにおけるデータモデルの提案
○安藤拓馬（中部大学・学），山羽基（中部大学・正F）

	 （11:10 〜 12:25）	 司会　西山満（大気社）　　副司会　野田昂志（岡山理科大学）
〔大学施設のコミッショニング〕

E− 57 大学施設のトータルビルコミッショニングの実践研究（第 4	報）施工フェ
ーズコミッショニングプロセスの運営

○吉田新一（神奈川大学・正F），中原信生（建築設備コミッショニング協
会・名），奥宮正哉（名古屋大学・正F），谷口元・太幡英亮（名古屋大学）

E− 58 大学施設のトータルビルコミッショニングの実践研究第 5報	機能性能試
験の計画と実施結果

○山田一樹（東洋熱工業・正），上谷勝洋（東洋熱工業・正F），中原信生（建
築設備コミッショニング協会・名），奥宮正哉（名古屋大学・正F），吉田
新一（神奈川大学・正F）

E− 59 大学施設のトータルビルコミッショニングの実践研究第 6報　施工フェ
ーズにおける重点性能管理

○中原信生（NESTEC・名），奥宮正哉（名古屋大学・正F），吉田新一（神
奈川大学・正F）

E− 60 大学施設のトータルビルコミッショニングの実践研究第 7報　当初コミ
ッショニングの実施とシミュレーションの活用、コミッショニングの評
価

○奥宮正哉（名古屋大学・正F），吉田新一（神奈川大学・正F），岡田清嵩（大
成建設・正），中原信生（環境システック中原研究処・名），太幡英亮（名
古屋大学）

E− 61 大学施設のトータルビルコミッショニングの実践研究 ( 第 8 報 ) 空調負荷
予測を用いた蓄熱式空調システムの制御の効果の予備検討

○鈴木竜胆（名古屋大学・学），奥宮正哉（名古屋大学・正F）

	 （13:00 〜 14:15）	 司会　下田吉之（大阪大学）　　副司会　鈴木竜胆（名古屋大学）
〔病院施設のコミッショニングⅠ〕

E− 62 次世代型グリーンホスピタルの建築環境性能検証に関する実践研究（第 10
報）A病院の個別分散型放射・対流空調方式を用いた病室の温熱快適性検
証

○羽地朝亮（日本ピーマック・正），渡邉賢太郎・塚見史郎（日建設計・正），
田中英紀（中部大学・正F）

E− 63 次世代型グリーンホスピタルの建築環境性能検証に関する実践研究（第 8
報）A病院における年間のエネルギー・水使用実績

○塚見史郎・渡邉賢太郎（日建設計・正），丹羽英冶（日建設計総合研究所・
正），田中英紀（中部大学・正F），伊藤健太郎（清水建設・正）

E− 64 次世代型グリーンホスピタルの建築環境性能検証に関する実践研究（第 9
報）A病院の変風量換気制御及び気化式加湿による室内空気質の検証

○渡邉賢太郎・塚見史郎（日建設計・正），田中英紀（中部大学・正F）

E− 65 空気汚れセンサーを利用した病室換気制御システムの開発第 3報　各種
の外気負荷削減手法による年間省エネ効果の推計

○片岡えり・塚見史郎（日建設計・正），城戸英彰（北九州市立大学・学），
白石靖幸（北九州市立大学・正）

E− 66 空気汚れセンサーを利用した病室換気制御システムの開発第 4報　病室
の温熱・空気環境の実測調査

○城戸英彰（北九州市立大学・学），白石靖幸（北九州市立大学・正），片
岡えり・塚見史郎（日建設計・正）

	 （14:20 〜 15:35）	 司会　奥宮正哉（名古屋大学）　　副司会　城戸英彰（北九州市立大学）



〔病院施設のコミッショニングⅡ〕
E− 67 次世代都市型病院の室内環境・エネルギー性能の検証・評価研究（第 1報）

施設の概要と計画コンセプト
○熊田瑶子・古賀修（関西電力・正），田中宏昌（日建設計・正），田中英紀（中
部大学・正F），高橋直樹・進藤宏行（日建設計総合研究所・正），丹羽英治（日
建設計総合研究所・正F）

E− 68 次世代都市型病院の室内環境・エネルギー性能の検証・評価研究（第 2報）
熱源システムの性能検証・評価（設計・施工（試運転調整）段階における
LCEM検討）

○進藤宏行・杉原義文（日建設計総合研究所・正），熊田瑶子・古賀修（関
西電力・正），田中英紀（中部大学・正F），丹羽英治（日建設計総合研究所・
正F）

E− 69 次世代都市型病院の室内環境・エネルギー性能の検証・評価研究（第 3報）
室内環境の評価・検証（施工（試運転調整）段階における病室環境の計測）

○高橋直樹（日建設計総合研究所・正），田中英紀（中部大学・正F），進
藤宏行（日建設計総合研究所・正），熊田瑶子・古賀修（関西電力・正），
田中宏昌（日建設計・正），丹羽英治（日建設計総合研究所・正F）

E− 70 病院施設熱源設備の運用・改修時におけるエネルギー使用の合理化に関
する実践的研究（第 1報）既存熱源設備の性能検証

○下田吉之（大阪大学・正F），服部勇紀・大橋巧（大阪大学・正）

E− 71 病院施設熱源設備の運用・改修時におけるエネルギー使用の合理化に関
する実践的研究（第 2報）シミュレーションを利用した運用時のフォルト
定量化とESCO事業による熱源改修後の省エネルギー性評価

○大橋巧・服部勇紀（大阪大学・正），下田吉之（大阪大学・正F）

9月 27日（金）　F会場（202番教室）
	 （9:00 〜 10:00）	 司会　三田村輝章（前橋工科大学）　　副司会　菊池陽介（東京理科大学）

〔住宅の温熱環境Ⅲ〕
F− 50 建築躯体素材の違いが室内温熱環境に与える影響に関する人体エクセル

ギー収支分析
○伊澤康一（豊田工業高等専門学校・正）

F− 51 費用関数を用いた室内環境推定手法の開発（第 2報）費用関数法とVCA法
の比較評価

○松尾智仁（大阪大学・学），近藤明（大阪大学・正），小松彰・塩地純夫（ダ
イキン工業・正），井上義雄（大阪大学・正）

F− 52 吸収日射量の分布を考慮した住宅の温熱環境解析その 5　冬季における人
体の日射吸収が快適性に与える影響

○緒形浩佑（北海道大学・＊＊＊），森太郎（北海道大学・正），濵田裕章（北
海道大学・＊＊＊），桒原浩平（釧路工業高等専門学校・正），羽山広文（北
海道大学・正F），菊田弘輝（北海道大学・正）

F− 53 各種応急仮設住宅の熱環境に関する数値解析 ○佐藤豊（宇都宮大学・正），郡公子（宇都宮大学・正F），石野久彌（首都
大学東京・正F）

	 （10:05 〜 10:50）	 司会　近本智行（立命館大学）　　副司会　松尾智仁（大阪大学）
〔住宅の温熱環境Ⅳ〕

F− 54 寒冷地における高気密・高断熱住宅の全館空調とデシカント調湿換気の
実証研究第 1報　建物概要と室内温湿度環境ほかの測定結果

○安田依加（システック環境研究所・正），坂本雄三（建築研究所・特F），
安次富宏行・佐藤大輔・松井伸樹（ダイキン工業・正），落合総一郎（シス
テック環境研究所・正）

F− 55 寒冷地における高気密・高断熱住宅の全館空調とデシカント調湿換気の
実証研究第 2報　空調・換気設備の運転結果、分析

○安次富宏行（ダイキン工業・正），坂本雄三（建築研究所・特F），落合
総一郎・安田依加（システック環境研究所・正），佐藤大輔・松井伸樹（ダ
イキン工業・正）

F− 56 寒冷地における高気密・高断熱住宅の全館空調とデシカント調湿換気の
実証研究（第 3報）湿度制御を伴う空調システムのエネルギー性能計算手
法

○佐藤大輔（ダイキン工業・正），坂本雄三（建築研究所・特F），落合総一郎・
安田依加（システック環境研究所・正），松井伸樹・安次富宏行（ダイキン
工業・正）

	 （10:55 〜 12:10）	 司会　郡公子（宇都宮大学）　　副司会　安田依加（システック環境研究所）
〔住宅の温熱環境Ⅴ〕

F− 57 地中熱を利用したRC外断熱住宅に関する研究（第 3報）冷房期のエネル
ギー消費量と室内環境の調査結果

○菊田道宣（佐藤工業・正），三田村輝章（前橋工科大学・正）

F− 58 地中熱を利用したRC外断熱住宅に関する研究（第 4報）年間エネルギー
消費量とピット温度の推移 , 浮遊真菌濃度の測定結果

○三田村輝章（前橋工科大学・正），菊田道宣（佐藤工業・正）

F− 59 熱画像法における床・天井面の熱伝達率センサー性能に関する研究 ○菊池陽介（東京理科大学・学），長井達夫（東京理科大学・正F）
F− 60 通気層とアルミ反射材の複合工法による熱負荷低減効果の検証（その 3）通

年実測と排熱・伝熱特性の定量的評価
○酒向真考（立命館大学・学），近本智行（立命館大学・正F），小林知広（大
阪市立大学・正），田嶋圭一（日建設計・＊＊＊）

F− 61 簡易ルーフポンドの冷房熱負荷削減効果に関する研究室内温熱環境に及
ぼす影響

○香月壮亮（福井工業高等専門学校・正），吉田伸治（福井大学・正）

	 （13:00 〜 14:00）	 司会　香月壮亮（福井工業高等専門学校）　　副司会　青木世奈（慶應義塾大学）
〔住宅の温熱環境Ⅵ〕

F− 62 住宅における冬期の節電手法に関する効果の検討（第 1報）CFD解析によ
る評価

○橋本健吾（芝浦工業大学・学），秋元孝之（芝浦工業大学・正F），叶喜
代森（関西電力・正），中山和美（東京電力・正），宮永俊之・上野剛（電力
中央研究所・正），瓦口泰一・田澤慎也（アーキテック・コンサルティング・
正）

F− 63 住宅における冬期の節電手法に関する効果の検討（第 2報）サーマルマネ
キンを用いた実験による評価

○田澤慎也（アーキテック・コンサルティング・正），秋元孝之（芝浦工業
大学・正F），叶喜代森（関西電力・正），中山和美（東京電力・正），宮永俊之・
上野剛（電力中央研究所・正），瓦口泰一（アーキテック・コンサルティング・
正），橋本健吾（芝浦工業大学・学）

F− 64 高断熱・高気密住宅の床下空間を用いた太陽熱利用に関する研究その 1	
実測調査による温熱環境及び空気環境の実態把握

○徳田彩佳（北海道大学・学），菊田弘輝（北海道大学・正），羽山広文（北
海道大学・正F），森太郎（北海道大学・正），尾身佳樹（北海道電力・正）

F− 65 集合住宅の室内温熱環境と省エネルギーに関する研究（第 3報）ルームエ
アコンの違いによる換気運転時の室内環境とエネルギー消費量の実測

○西村欣英（長谷工コーポレーション・正），酒井孝司（明治大学・正F），
木村洋（長谷工コーポレーション・正F）

	 （14:05 〜 15:20）	 司会　安次富宏行（ダイキン工業）　　副司会　橋本健吾（芝浦工業大学）
〔住宅の温熱環境Ⅶ〕

F− 66 住環境・通勤が執務者の 1日の生活における心理・生理・作業効率に及
ぼす影響の定量評価

○青木世奈（慶應義塾大学・学），伊香賀俊治（慶應義塾大学・正F），岡
村玲那（慶應義塾大学・学）

F− 67 実住宅における暖房方式と住まい方に関する調査研究－暖房使用パター
ンと住まい方 , その環境印象評価に関する検討－

○河原ゆう子（東邦ガス・正），佐宗洋子（東邦ガス），尹奎英（名古屋市立
大学・正）

F− 68 住宅における快適性と省エネルギー性両立のための室内環境に関する研
究（第 3報）　温熱環境評価と生活行為評価の日変化・季節変化

○三村真祐美・太田早紀（名古屋大学・学），齋藤輝幸・久野覚（名古屋大学・
正F）

F− 69 住宅における快適性と省エネルギー性両立のための室内環境評価に関す
る研究（第 4	報）通風と日射が生理・心理反応に及ぼす影響

○太田早紀・三村真祐美（名古屋大学・学），齋藤輝幸・久野覚（名古屋大学・
正F）

F− 70 住まいと住まい方が睡眠に与える影響の実態調査 ○浦田麻衣（慶應義塾大学・学），伊香賀俊治（慶應義塾大学・正F）
9月 27日（金）　G会場（203番教室）
	 （9:00 〜 10:00）	 司会　柳原隆司（東京電機大学）　　副司会　藤田理緒（立命館大学）

〔個別分散空調Ⅰ〕



G− 51 個別分散型空調システムの室内機千鳥配置による省エネルギー効果 ○宮田征門（建築研究所・正），青山博昌（ニュージェック・正），太田正治・
松井伸樹（ダイキン工業・正），吉田治典（岡山理科大学・正F）

G− 52 遠隔監視システムを用いたGHP空調機の性能評価手法の確立に関する研
究	( 第一報 )

○西村隼（東京海洋大学・＊＊＊），亀谷茂樹（東京海洋大学・正）

G− 53 個別分散空調システムの適正設計及び制御法に関する研究 ( 第 2 報 )　高
効率運転制御法の効果と室内環境への影響

○藤村昌弘・松下直幹（アレフネット・正），山口弘雅・岩井良真（関西電力・
正）

G− 54 個別分散型ヒートポンプパッケージの高度利用に関する研究その 13　東
日本大震災前後のエネルギー特性の評価

○平岡雅哉（鹿島建設・正F），弘本真一・菰田英晴・田渕誠一（鹿島建設・
正），田辺新一（早稲田大学・正F），對馬聖菜（早稲田大学・学）

	 （10:05 〜 11:05）	 司会　平岡雅哉（鹿島建設）　　副司会　西村隼（東京海洋大学）
〔個別分散空調Ⅱ〕

G− 55 ビル用マルチエアコンの室外機における省エネルギー対策に関する研究
実運用下における室外機水噴霧・室外機容量削減による効果

○岩崎大悟（名古屋大学・学），齋藤輝幸（名古屋大学・正F）

G− 56 室内温熱環境シミュレーションツールの開発（第 5報）センシング機能の
開発と適用事例

○小松彰・塩地純夫（ダイキン工業・正）

G− 57 実稼働データに基づく個別分散空調システムの使用実態および効率特性
に関する研究（第 1報）個別分散空調システムの使用実態

○柳原隆司（東京電機大学・正F），佐藤誠・辻丸のりえ（佐藤エネルギー
リサーチ・正），塩地純夫・長澤浩司（ダイキン工業・正），飛原英治（東
京大学・正）

G− 58 実稼働データに基づく個別分散空調システムの使用実態および効率特性
に関する研究（第 2報）統計データによる個別分散空調システムの効率特
性

○佐藤誠（佐藤エネルギーリサーチ・正），柳原隆司（東京電機大学・正F），
辻丸のりえ（佐藤エネルギーリサーチ・正），塩地純夫・長澤浩司（ダイキ
ン工業・正），飛原英治（東京大学・正）

	 （11:10 〜 12:10）	 司会　佐藤誠（佐藤エネルギーリサーチ）　　副司会　岩崎大悟（名古屋大学）
〔個別分散空調Ⅲ〕

G− 59 吹出口形状の違いによる局所冷却性能の評価（その 2）通過熱量の変化要因
に関する検証

○藤田理緒（立命館大学・学），近本智行（立命館大学・正F），小林知広（大
阪市立大学・正），橋本哲・西野淳（ダイキン工業・正），秋元孝之（芝浦
工業大学・正F）

G− 60 ビル用マルチエアコンの革新的省エネ制御の研究開発（第一報）　空調試
験室での部分負荷性能試験結果

○永松克明（中部電力・正），櫻場一郎（中部電力），岩田美成（中部電力・正），
廣田真史（三重大学・正），笠原伸一（ダイキン工業・正），薮知宏（ダイキ
ン工業）

G− 61 ビル用マルチエアコンの革新的省エネ制御の研究開発（第二報）　新制御
の省エネ性検証

○廣田真史（三重大学・正），品川浩一・桂木宏昌（日本設計・正），笠原
伸一（ダイキン工業・正），岩田美成・永松克明（中部電力・正）

G− 62 ビル用マルチエアコンの革新的省エネ制御の研究開発第三報　実建物へ
のBESTの適用と実測値との比較検証

○品川浩一・桂木宏昌・星野秀明（日本設計・正），岩田美成（中部電力・正）

	 （13:00 〜 14:00）	 司会　仲井章一（ダイダン）　　副司会　萩ノ脇祐子（工学院大学）
〔パーソナル空調Ⅰ〕

G− 63 個別分散型エアコンを用いたパーソナル空調の検討（その 4）	気流性状及
び PMV一定制御による省エネルギー性能の評価

○太田涼平（立命館大学・学），近本智行（立命館大学・正F），小林知広（大
阪市立大学・正），川端真彰（立命館大学・学），古賀修・熊田瑶子（関西電力・
正），岡本茂（東畑建築事務所・正），横川彩香（東畑建築事務所）

G− 64 送風式パーソナル空調への冷却衣服併用効果 ○富永直斗（信州大学・＊＊＊），佐古井智紀（信州大学・正），Arsen	
MELICOV（デンマーク工科大学・＊＊＊），Sona	KOLENCIKOVA（デ
ンマーク工科大学）

G− 65 タスクアンビエント空調による室内環境と省エネルギーに関する効果検
証（第 1報）タスクアンビエント併用型吹出口の気流性状の把握

○廣澤博嗣・吉羽勇人・中川政一・中村聡・山口仁士（東急建設・正）

G− 66 タスクアンビエント空調による室内環境と省エネルギーに関する効果検
証（第 2報）夏期の室内温熱環境と快適性

○山口仁士・中村聡・吉羽勇人・中川政一・廣澤博嗣（東急建設・正）

	 （14:05 〜 14:50）	 司会　廣澤博嗣（東急建設）　　副司会　太田涼平（立命館大学）
〔パーソナル空調Ⅱ〕

G− 67 教室用空調椅子の研究開発（第 2報）大学教室における性能評価 ○萩ノ脇祐子（工学院大学・学），川上薫（昭和設計・＊＊＊），鈴木育野（テ
ーテンス事務所・正），野部達夫（工学院大学・正F）

G− 68 ZEB化改修オフィスへのクールチェアの適用（第 5報）オストラコンによ
る在室者の受容度調査

○鵜飼真成（工学院大学・学），村松一貴（梓設計・正），今成岳人（東京ガ
ス・正），小川哲史（東京ガス），丹羽勝巳（日建設計・正F），野部達夫（工
学院大学・正F）

G− 69 ZEB化改修オフィスへのクールチェアの適用（第 6報）改良型クールチェ
アの性能評価

○村松一貴（梓設計・正），鵜飼真成（工学院大学・学），野部達夫（工学院
大学・正F），今成岳人（東京ガス・正），小川哲史（東京ガス），丹羽勝巳（日
建設計・正F）

9月 27日（金）　H会場（300番教室）
	 （9:00 〜 10:15）	 司会　龍有二（北九州市立大学）　　副司会　福嶋康旗（立命館大学）

〔改修ビルの運用実績Ⅰ〕
H− 52 省エネ改修ビル（Sビル）における運転実績その 6	－建物全体のエネルギ

ー消費量の実績と熱源システムの運用実績－
○福井雅英（新菱冷熱工業・正），井手克則・東風谷哲朗（新菱冷熱工業・
正F），塚本将朗（新菱冷熱工業・正）

H− 53 省エネ改修ビル（Sビル）における運転実績その 7　－執務室の温熱環境と
快適性評価－

○立野岡誠（新菱冷熱工業・正），井手克則・植田俊克（新菱冷熱工業・正F），
塚本将朗・福井雅英（新菱冷熱工業・正）

H− 54 省エネ改修ビル（Sビル）における運転実績その 8　省エネサポートシステ
ムの運用実績と考察

○酒本晋太郎（新菱冷熱工業・正），井手克則・植田俊克（新菱冷熱工業・
正F），福井雅英（新菱冷熱工業・正）

H− 55 既存オフィスビルにおける省CO2 改修に関する研究（第 4報）竣工後の熱
源・空調システムの運転状況に関する実態調査

○星野聡基（日本設計・正），竹部友久（日本設計・正F），水田亜紀・嶋
田泰平（日本設計・正），西畑尚（中部電力・正）

H− 56 既存オフィスビルにおける省CO2 改修に関する研究（第 5報）竣工後のエ
ネルギー消費分析

○水田亜紀（日本設計・正），竹部友久（日本設計・正F），嶋田泰平・星
野聡基（日本設計・正），西畑尚（中部電力・正）

	 （10:20 〜 11:50）	 司会　東風谷哲朗（新菱冷熱工業）　　副司会　雨宮多佳子（慶應義塾大学）
〔改修ビルの運用実績Ⅱ〕

H− 57 O社 H事業所の低炭素化改修工事（第 2報）効果検証概要とエネルギー・
室内環境の検証

○中嶋俊介・植田浩文・岡克己・福井浩二（大阪ガス・正），近本智行（立
命館大学・正F），髙山眞（日建設計・正F），宮崎亜由美（日建設計・正）

H− 58 O社 H事業所の低炭素化改修工事（第 3報）　行動観察を利用した省エネ
設計とコミュニケーションBEMS（BEICS）

○岡克己・植田浩文・中嶋俊介・福井浩二（大阪ガス・正），高山眞（日建設計・
＊＊＊），宮崎亜由美（日建設計・正），近本智行（立命館大学・正F）

H− 59 O社 H事業所の低炭素化改修工事（第 4報）在室者検知を利用した温度設
定制御と温冷感申告による温度設定制御

○宮崎亜由美（日建設計・正），髙山眞（日建設計・正F），豊村幸毅（日建
設計・正），近本智行（立命館大学・正F），植田浩文・岡克己・中嶋俊介・
福井浩二（大阪ガス・正）



H− 60 O社 H事業所の低炭素化改修工事（第 5報）夏期外勤者の帰社時における
体内蓄熱の除去を目指した	クーリングルーム運用の最適化検討

○福嶋康旗（立命館大学・学），近本智行（立命館大学・正F），水島大輝（立
命館大学・学），植田浩文・中嶋俊介・福井浩二（大阪ガス・正），髙山眞（日
建設計・正F），宮崎亜由美（日建設計・正）

H− 61 リノベーションによる既存建物の環境負荷削減効果に関する研究（第1報）
建物概要及び建物外皮の断熱・遮熱性能評価

○森達也（北九州市立大学・学），龍有二（北九州市立大学・正F），岡部
浩志（九州電力・正），松永悟（西日本技術開発），前田昌一郎（九電工・正）

H− 62 リノベーションによる既存建物の環境負荷削減効果に関する研究（第2報）
　光環境、温熱環境及び省エネルギー評価

○龍有二（北九州市立大学・正F），森達也（北九州市立大学・学），岡部
浩志（九州電力・正），松永悟（西日本技術開発），前田昌一郎（九電工・正）

	 （12:45 〜 13:45）	 司会　田中幸彦（フジタ）　　副司会　森達也（北九州市立大学）
〔学校施設の実態調査Ⅰ〕

H− 63 児童生徒の主観評価に基づく学校施設の環境の比較 ○雨宮多佳子（慶應義塾大学・学），伊香賀俊治（慶應義塾大学・正F），
藤崎浩太（慶應義塾大学・学）

H− 64 学校建築におけるWマルチGHPの性能検証 ○佐藤拓馬（芝浦工業大学・学），秋元孝之（芝浦工業大学・正F），青笹健・
山田祐輔（芝浦工業大学・学），佐藤昌之・水田亜紀（日本設計・正）

H− 65 学校施設における効果的な改修計画立案に関する研究（その 5）学校エコ改
修による環境及びエネルギー消費量の改善効果と環境教育への影響

○須田匡英（立命館大学・学），近本智行（立命館大学・正F）

H− 66 環境に配慮した学校施設の整備に関する研究 ( その 1) 〜温熱環境とエネ
ルギー消費の実態調査と改善手法の提案〜

○小田桐直子（佐藤エネルギーリサーチ・正），小峯裕己（千葉工業大学・
正F），佐藤誠（佐藤エネルギーリサーチ・正），齋藤福栄・幅崎美行（国
立教育政策研究所）

	 （13:50 〜 14:50）	 司会　村上公哉（芝浦工業大学）　　副司会　須田匡英（立命館大学）
〔大学施設の実態調査Ⅱ〕

H− 67 大学施設における環境負荷低減手法に関する研究その 13　モジュールチ
ラーのデータ分析に基づいた運用実態の把握

○岡本泰英・迫田一昭（東京大学・正），柳原隆司（東京電機大学・正F），
塩地純夫・長澤浩司（ダイキン工業・正）

H− 68 大学施設における環境負荷低減手法に関する研究その 14　TSCP2012 の
達成に向けたこれまでの取り組み

○迫田一昭・岡本泰英（東京大学・正），柳原隆司（東京電機大学・正F），
坂本雄三（建築研究所・特F）

H− 69 大学新講義棟に設置された熱源システムの性能に関する研究 ○宋城基（広島工業大学・正）
H− 70 機器データベースと実測データを用いた大学施設における用途別電力消

費推計に関する研究
○宅康平（大阪大学・学），大橋巧（大阪大学・正），下田吉之（大阪大学・正F）

	 （14:55 〜 16:40）	 司会　迫田一昭（東京大学）　　副司会　宅康平（大阪大学）
〔大学施設の実態調査Ⅲ〕

H− 71 東京電機大学東京千住キャンパスの省CO2 実現に向けた取組みその 5　
性能評価の概要と竣工初年度のキャンパス運用状況

○百田真史（東京電機大学・正F），射場本忠彦（東京電機大学・特F），
柳原隆司（東京電機大学・正F），井山義信（東京電機大学・正），林一宏・
中村弘和（日建設計・正），近藤武士（日建設計総合研究所・正），山田博（東
洋熱工業・正F），矢部邦男・佐々木剛（鹿島建物・正）

H− 72 東京電機大学東京千住キャンパスの省CO2 実現に向けた取組みその 6　
電力・水の使用実態

○中村弘和（日建設計・正），射場本忠彦（東京電機大学・特F），百田真史・
柳原隆司（東京電機大学・正F），林一宏（日建設計・正），近藤武士（日建
設計総合研究所・正），船戸剛（東洋熱工業・正），南雲祐輝（東京電機大学・
学）

H− 73 東京電機大学東京千住キャンパスの省CO2 実現に向けた取組みその 7　
熱源システム決定の考え方と実運用の概要

○渡辺聡（東洋熱工業・正），射場本忠彦（東京電機大学・特F），百田真史（東
京電機大学・正F），中村弘和（日建設計・正），岩淵邦彦（東京電力・正F），
山田博（東洋熱工業・正F），開口善典・船戸剛（東洋熱工業・正）

H− 74 東京電機大学東京千住キャンパスの省CO2 実現に向けた取組みその 8　
熱源設備の運用実態

○船戸剛（東洋熱工業・正），射場本忠彦（東京電機大学・特F），百田真史（東
京電機大学・正F），阿部友彦（東京電機大学・学），中村弘和（日建設計・
正），開口善典・渡辺聡・細谷昌孝（東洋熱工業・正）

H− 75 東京電機大学東京千住キャンパスの省CO2実現に向けた取組みその 9　
教室の温熱環境と空調実態

○松元隆志（東京電機大学・学），射場本忠彦（東京電機大学・特F），百
田真史（東京電機大学・正F），近藤武士（日建設計総合研究所・正），開
口善典・船戸剛（東洋熱工業・正），釼持尚紀（東京電機大学・正），稲田
雄大（東京電機大学・学）

H− 76 東京電機大学東京千住キャンパスの省CO2	実現に向けた取組みその 10　
竣工初年度における高性能窓システム及び教室の温熱環境実態評価

○七里彰俊（東京理科大学・学），井上隆（東京理科大学・正F），射場本
忠彦（東京電機大学・特F），百田真史（東京電機大学・正F），笹原海里・
高島武大（東京理科大学・学）

H− 77 東京電機大学東京千住キャンパスの省CO2	実現に向けた取組みその 11	
竣工初年度における光性能及び再帰反射フィルムの性能評価

○笹原海里（東京理科大学・学），井上隆（東京理科大学・正F），射場本
忠彦（東京電機大学・特F），百田真史（東京電機大学・正F），長浜勉（デ
クセリアルズ），赤池亮（東京理科大学・学）

9月 27日（金）　I会場（301番教室）
	 （9:00 〜 10:15）	 司会　西岡真稔（大阪市立大学）　　副司会　澤部孝一（総合設備コンサルタント）

〔都市・建物サステナビリティ〕
I − 48 環境配慮型集合住宅の住まい手を対象とした追跡調査による省エネ行為

の継続性に関する研究（第 2報）年間運用実績及び環境・省エネ意識及び
行為の経年変化

○新井善人（北九州市立大学・学），末崎崇史（積水ハウス・正），白石靖幸（北
九州市立大学・正），安藤真太朗（慶應義塾大学・学）

I − 49 環境配慮型集合住宅の住まい手を対象とした追跡調査による省エネ行為
の継続性に関する研究（第 3報）経時調査に基づく省エネ行為規定モデル
の提案

○末崎崇史（北九州市立大学・＊＊＊），新井善人（北九州市立大学・学），
白石靖幸（北九州市立大学・正），安藤真太朗（慶應義塾大学・学）

I − 50 非住宅建築物の省エネルギー改修に関する研究（第 3報）アンケート結果
による省エネルギー改修事業の実態と躯体改修による省エネ改修効果の
評価に向けた検討概要

○青笹健（芝浦工業大学・学），秋元孝之（芝浦工業大学・正F），清家剛（東
京大学・正），宮澤由紀・武藤直樹（芝浦工業大学・学），金容善（東京大学）

I − 51 非住宅建築物の省エネルギー改修に関する研究（第 4報）躯体改修による
省エネルギー効果の検証

○宮澤由紀（芝浦工業大学・学），秋元孝之（芝浦工業大学・正F），清家剛（東
京大学・正），青笹健・武藤直樹・佐藤拓馬（芝浦工業大学・学）

I − 52 非住宅建築物の省エネルギー改修に関する研究（第 5報）事務所ビルを事
例とした省エネ改修前後の室内温熱環境に関するシミュレーション及び
実測

○武藤直樹（芝浦工業大学・学），秋元孝之（芝浦工業大学・正F），清家剛（東
京大学・正），青笹健・宮澤由紀・佐藤拓馬（芝浦工業大学・学）

	 （10:20 〜 11:35）	 司会　白石靖幸（北九州市立大学）　　副司会　宮澤由紀（芝浦工業大学）
委員会中間報告⑨ /建築設備の環境配慮技術推進小委員会 主査　＊＊＊＊＊
〔下水熱利用Ⅰ〕

I − 53 都市域における下水管路網を活用した下水熱利用・熱融通システムの研
究 ( 第 6 報 )　大阪市内における下水流量実測

○三毛正仁・澤部孝一（総合設備コンサルタント・正），河合弘樹（松田平
田設計・＊＊＊），鍋島美奈子・西岡真稔（大阪市立大学・正），中尾正喜（大
阪市立大学・正F），脇田翔平・中村賢司（大阪市立大学・学）



I − 54 都市域における下水管路網を活用した下水熱利用・熱融通システムの研
究 ( 第 7 報 )	大阪市の任意地点における下水流量推定法の提案と検証

○澤部孝一（総合設備コンサルタント・正），鍋島美奈子（大阪市立大学・
正），三毛正仁（総合設備コンサルタント・正），河合弘樹（松田平田設計・
＊＊＊），脇田翔平・中村賢司（大阪市立大学・学），中尾正喜（大阪市立大学・
正F），西岡真稔（大阪市立大学・正）

I − 55 都市域における下水管路網を活用した下水熱利用・熱融通システムの研
究（第 8報）大阪市内における下水温度実測と任意地点での下水温度推定

○鍋島美奈子（大阪市立大学・正），河合弘樹（松田平田設計・＊＊＊），
三毛正仁・澤部孝一（総合設備コンサルタント・正），中村賢司・脇田翔
平（大阪市立大学・学），中尾正喜（大阪市立大学・正F），西岡真稔（大阪
市立大学・正）

I − 56 下水管路を利用した下水熱利用・熱融通システムの研究 ( 第 9 報 ) 貯湯槽
を含めた下水熱利用システムの省エネルギー効果の試算

○中村賢司（大阪市立大学・学），三毛正仁・澤部孝一（総合設備コンサル
タント・正），河合弘樹（松田平田設計・＊＊＊），脇田翔平（大阪市立大学・
学），中尾正喜（大阪市立大学・正F），西岡真稔・鍋島美奈子（大阪市立大学・
正）

	 （11:40 〜 12:25）	 司会　村上正吾（大成建設）　　副司会　武藤直樹（芝浦工業大学）
〔下水熱利用Ⅱ〕

I − 57 下水熱回収熱交換器の熱通過率に関する実験 ( 第 1 報 )	管周壁採熱型下水
熱交換器の熱通過率に関する基礎的検討

○瀬川勇輝（大阪市立大学・学），三毛正仁・澤部孝一（総合設備コンサル
タント・正），西岡真稔・鍋島美奈子（大阪市立大学・正），中尾正喜（大
阪市立大学・正F）

I − 58 下水熱回収熱交換器の熱通過率に関する実験（第 2報）下水熱回収熱交換
器の汚れに関する基礎的検討

○崔林日（大阪市立大学・学），三毛正仁（総合設備コンサルタント・正），
西岡真稔・鍋島美奈子・Farnham	Craig（大阪市立大学・正），澤部孝一（総
合設備コンサルタント・正），中尾正喜（大阪市立大学・正F），貫上佳則（大
阪市立大学）

I − 59 下水熱回収熱交換器の熱通過率に関する実験（第 3報）管内設置方熱交換
器性能把握について研究

○Craig	Farnham（大阪市立大学・正），三毛正仁（総合設備コンサルタ
ント・正），崔林日（大阪市立大学・学），中尾正喜（大阪市立大学・正F），
西岡真稔・鍋島美奈子（大阪市立大学・正），三宅晴輔（関西電力），澤部
孝一（総合設備コンサルタント・正）

	 （13:00 〜 14:00）	 司会　横山計三（工学院大学）　　副司会　三上遥（北海道大学）
〔大気環境・ヒートアイランドⅠ〕

I − 60 波長選択性を有する再帰反射フィルムによる都市熱環境改善への効果そ
の 3　再帰反射フィルムの実建物への貼付による効果検討

○高島武大（東京理科大学・学），井上隆（東京理科大学・正F），長浜勉（デ
クセリアルズ），一ノ瀬雅之（首都大学東京・正），藤田渉（清水建設・正），
笹原海里・七里彰俊（東京理科大学・学）

I − 61 熱線再帰性反射フィルムのヒートアイランド対策効果の定量化（第 1報）3
次元放射収支測定による熱線再帰性反射フィルム前面の温熱環境評価

○弓野沙織（東北大学・学），持田灯（東北大学・正），大風翼（東北大学），
吉田伸治（福井大学・正）

I − 62 再帰反射シート応用のための屋外長期曝露による反射率の変動 ○袁継輝（大阪市立大学・学），永村一雄（大阪市立大学・正F）
I − 63 コケ植栽による壁面緑化システムの熱収支に関する研究 ○今井将貴（明治大学・学），加治屋亮一（明治大学・正），高木紀予（明治

大学・学）
	 （14:05 〜 15:20）	 司会　大岡龍三（東京大学）　　副司会　高島武大（東京理科大学）

〔大気環境・ヒートアイランドⅡ〕
I − 64 屋外空間の熱的許容度を最大化するための建物配置に関する研究 ○楊光（東北大学・学），玄英麗（名古屋大学），持田灯（東北大学・正），

李瓊（中国華南理工大学）
I − 65 CFD解析時における建物周辺地形・周辺街区の再現手法 ○河野良坪（大阪工業大学・正），中川純（レビ設計室・正），眞下茜（大阪

工業大学・＊＊＊）
I − 66 吸着シミュレーションによるVOC濃縮装置の安全対策の検討 ○勝屋訓・永田雄二（大気社・正）
I − 67 気象データを活用した公共建築物における省エネ・環境技術導入の最適

化に関する研究 ( 第 2 報 ) 東京都内における各気象要素の多地点比較
○福留伸高・山本康友（首都大学東京・正）

I − 68 環境保全効果等の客観的評価のための環境技術実証事業（ETV事業） ○岡田浩一（エックス都市研究所・正），村上健太郎（環境省　総合環境政
策局）

	 （15:25 〜 16:25）	 司会　河野良坪（大阪工業大学）　　副司会　楊光（東北大学）
〔環境保全〕

I − 69 人口動態統計を用いた疾病発生に関する研究その 7　月平均外気温が疾病
発生に与える影響の地域性分析

○三上遥（北海道大学・学），羽山広文（北海道大学・正F），森太郎・菊
田弘輝（北海道大学・正）

I − 70 住環境の物的側面と心理的側面がストレスを介して健康に及ぼす影響の
分析

○山口莉加（早稲田大学・学），長澤夏子（早稲田大学），加藤龍一（JA	共
済総合研究所），堤仁美（昭和女子大学・正），松岡由紀子（東京ガス），秋
元孝之（芝浦工業大学・正F），田辺新一（早稲田大学・正F）

I − 71 ベトナムにおける高効率インバーター・エアコン普及による二国間オフ
セット・クレジット制度の適用可能性調査

○横山計三（工学院大学・正），中村仁志・石井晶子（三菱UFJ モルガン
スタンレー証券），伊藤伸一（日比谷総合設備），吉牟田圭一（日比谷総合
設備・正）

I − 72 住宅建設時に発生する副産物のゼロエミッション化に関する研究（第4報）
R邸の調査結果と 10 棟の住宅における端材率を用いた副産物の発生量予
測

○生駒翔也（信州大学・学），高村秀紀（信州大学 /信州大学山岳科学総合
研究所・正），浅野良晴（信州大学 /信州大学山岳科学総合研究所・正F）

9月 27日（金）　J会場（SASTec3階）
	 （9:00 〜 10:30）	 司会　白土博康（北海道立総合研究機構）　　副司会　渡部貴大（芝浦工業大学）

〔放射空調Ⅰ〕
J − 53 オフィスにおける床放射空調システムに関する研究その 1　実験室実験の

概要及び冷房実験による基礎的検討
○金丸優太・城戸英彰（北九州市立大学・学），白石靖幸（北九州市立大学・
正），塚見史郎・西本真道（日建設計・正）

J − 54 オフィスにおける床放射空調システムに関する研究第 2報　CFD解析に
よる放射空調システムのケーススタディ

○堤結城・城戸英彰（北九州市立大学・学），白石靖幸（北九州市立大学・正），
塚見史郎（日建設計・正），西本真道（日建設計・＊＊＊）

J − 55 天井パネル式放射空調を導入したオフィス空間における運用実態把握（第
1	報）建物・設備概要及び実測調査概要

○北原知治（日本設計・正），田辺新一（早稲田大学・正F），山形史人（日
本設計・正），多々良研吾（日本設計・＊＊＊），石井義章（早稲田大学・学）

J − 56 天井パネル式放射空調を導入したオフィス空間における運用実態把握（第
2	報）冬季および夏季における執務環境評価

○山形史人（日本設計・正），田辺新一（早稲田大学・正F），北原知治（日
本設計・正），多々良研吾（日本設計・＊＊＊），石井義章（早稲田大学・学）

J − 57 天井放射パネル式放射空調を導入したオフィス空間における運用実態把
握（第 3報）熱換気回路網計算プログラムを用いた放射空調運用方法の検
討

○多々良研吾（日本設計・＊＊＊），田辺新一（早稲田大学・正F），北原知治・
山形史人（日本設計・正），石井義章（早稲田大学・学）

J − 58 スリットを有する天井放射パネルユニットの熱性能評価（第 3	報）熱性能
と室内環境の計算法の検討

○塩谷正樹（三建設備工業・正），郡公子（宇都宮大学・正F）

	 （10:35 〜 11:50）	 司会　塩谷正樹（三建設備工業）　　副司会　多々良研吾（日本設計）
〔放射空調Ⅱ〕



J − 59 医療施設における放射対流併用空調の性能検証 ○渡部貴大（芝浦工業大学・学），秋元孝之（芝浦工業大学・正F），青笹健（芝
浦工業大学・＊＊＊），堀川晋（日建設計・正F），宮坂裕美子・山本純子（日
建設計・正）

J − 60 手術室における輻射式空調システムの温熱環境評価に関する実験的検討 ○橋本一成（北九州市立大学・＊＊＊），葛隆生（北九州市立大学・正）
J − 61 プラスチック製ラジエータを用いたフリークーリング放射冷房の北海道

の住宅への導入評価
○白土博康（北海道立総合研究機構・正），保科秀夫・立松宏一（北海道立
総合研究機構），月館司（北海道立総合研究機構・正F），福島明（北海道
立総合研究機構・正），櫻庭髙光・井浦奉昭（テスク資材販売）

J − 62 井水を利用した放射冷暖房システムのエクセルギー評価に関する研究そ
の 1：エクセルギー概念の適用

○伊藤浩士（日建設計・正），長谷川巌（日建設計・正F），宿谷昌則（東京
都市大学・正）

J − 63 放射状壁面噴流を用いた準置換換気方式空調に関する研究（その 2）実験室
実験による吹出気流分布と室内温度分布の基礎的性状

○小林知広（大阪市立大学・正），近本智行（立命館大学・正F），岸本孝志（き
んでん・正）

	 （12:30 〜 13:45）	 司会　小林知広（大阪市立大学）　　副司会　橋本一成（北九州市立大学）
〔放射空調Ⅲ〕

J − 64 対流併用型放射空調システムの基本性能に関する研究（その 1）空調システ
ム概要と吹出チャンバーに関する検討

○弘本真一・田渕誠一・加藤正宏（鹿島建設・正），上谷勝洋（東洋熱工業・
正F）

J − 65 対流併用型放射空調システムの基本性能に関する研究（その 2）実験室によ
る室内物理環境の把握

○山田敏弘・山田一樹（東洋熱工業・正），加藤正宏・田渕誠一（鹿島建設・正）

J − 66 放射対流併用空調システムに関する研究（その 1）気流・放射の有無と快適
性との関係に関する検討

○菊地原雅則（日本ピーマック・正），水谷国男（東京工芸大学・正F），
斉藤敏明（日本ピーマック・正），二ノ宮裕樹（東京工芸大学・学）

J − 67 天井放射冷房システムにおけるサービサビリティの検討その 4	デシカン
ト空調併用時の運用に関する数値解析

○松本若菜（北海道大学・学），森太郎（北海道大学・正），三村渉（大成建設・
正），羽山広文（北海道大学・正F），菊田弘輝（北海道大学・正）

J − 68 天井輻射暖房の温熱環境と室内投入熱量の評価 ○本澤尚史・中川友貴（東京ガス・正），鍵屋慎一（東京ガス），秋元孝之（芝
浦工業大学・正F）

	 （13:50 〜 15:20）	 司会　鳥越順之（ダイダン）　　副司会　松本若菜（北海道大学）
〔床冷暖房〕

J − 69 床暖房と個別分散空調機を併用した老人保健施設の空調制御に関する検
討（第 1報）室内温熱環境の事前調査

○芳賀裕輔・落合総一郎・安田依加（システック環境研究所・正），岩田
美成（中部電力・正），宮岡洋一（中部電力）

J − 70 住宅における床チャンバーを利用した空調に関する研究（その 6）戸建住宅
における空気分配 , 温熱環境 , エネルギー消費の検証

○坂本雄三（建築研究所・特F），井口雅登（東京電力・正）

J − 71 住宅における床チャンバーを利用した空調に関する研究（その 7）温熱シミ
ュレーションと戸建住宅における実測結果との比較

○井口雅登（東京電力・正），坂本雄三（建築研究所・特F）

J − 72 熱回路網モデルによる床暖房と温風暖房のエネルギー性能比較 ○奥山博康（神奈川大学・正F），櫻井一樹（桧家住宅三栄）
J − 73 低温度暖房システムの適用性の研究（第 1報）評価モデルの検討と環境性

評価
○大谷雄一・上田憲治・栂野良枝（三菱重工業・正）

J − 74 接触熱伝導を考慮した床暖房室内の熱的快適性評価手法に関する研究（第
四報）1. 被験者実験と着床モデルによるCFD解析の比較　2. 着床モデル
によるCFD解析と浮き足モデルによるCFD解析の比較

○大谷勝紀（明治大学・学），加治屋亮一（明治大学・正），酒井孝司（明治
大学・正F），蛭田厚大（佐藤総合計画・正）


