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A-37　航空機レーザー計測を用いた都市街区における

樹木の日射遮蔽効果の可視化に関する基礎的研究

○押尾 晴樹，浅輪 貴史，梅干野 晁，宮坂 聡

A-38　ビオトープに関する研究

- ビル屋上モデルを用いた熱的影響評価実験 -

○竹内 理真，川中 王次郎，高岡 大造，添田 晴生，中田 亮生

A-39　都市緑化植物についての企業と専門家へのアンケート・インタビュー調査

－屋上・壁面緑化の問題点と今後の方向性－

○円井 基史

A-40　空冷式熱交換器のミスト冷却によるスケール付着に伴う伝熱面の性能低下に関する研究

○劉 晨，池内 佑梨，ファーナム クレイグア，中尾 正喜，西岡 真稔，鍋島 美奈子

A-41　ミスト中の乾球温度測定方式の提案

○ファーナム クレイグ，中尾 正喜，西岡 真稔，鍋島 美奈子

行政セッション
B-01　環境省環境技術実証事業（ETV 事業）とヒートアイランド対策技術

○山田 芳幸，武部 憲和

B-02　身近な素材を活用したヒートアイランド対策の体験型学習プログラム

－ 冬季における環境学習 －

○桝元 慶子，古市 裕子，吉田 一，泉 憲，馬渡 正光，三浦 迪

B-03　ヒートアイランド対策の普及・啓発の取り組み事例

－ ECO 縁日 2012 における小実験と意識調査 －

○桝元 慶子，奥 勇一郎，西谷 隆司

企業セッション
C-01　路面用高日射反射率塗料の特徴とその効果検証

○筒井 宏明，榎本 雄一

C-02　高日射反射率塗料の施工実績と効果検証

○荻原 晴夫

C-03　日射が透過する材料を対象とした二点校正法による反射率計測に関する研究

その２ 日射透過率の推定と応用例

○吉野 達矢，親川 昭彦，中田 貴之，酒井 孝司

C-04　フォグ散布による冷却効果とその応用

～夏季の節電・増電・ピークカットへの活用～

○谷川喜彦，植田英資，中井志郎，藤井良樹

民間セッション

D-01　住宅に対する意識改革によるスマートなハウス作り

大きな窓から熱を出し入れして冷暖房？
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