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都市エネルギーシステムの全体像（下田「都市エネルギーシステム」（2014,学芸出版社）所収）

都市エネル
ギーシステム
とは？

極めて多数の主体で構成



大阪大学大学院工学研究科／環境・エネルギー工学専攻下田研究室

背景
 パリ協定で温室効果ガス排出の大幅削減が求められる中、民生分
野の温室効果ガス排出削減対策を進めていくためには建築が集積
する都市における総合的な対策が重要。

 日本建築学会では地域冷暖房システムなど都市のエネルギー供給
システムに関する研究が1970年代より多数実施。

 一方で建築設備のエネルギー消費構造、建築設備以外の機器のエ
ネルギー消費を含め、面としての都市エネルギー消費の総体的評
価を扱った研究は従来あまり存在しなかった。

 近年では電力需給の逼迫・再生可能エネルギーの大量普及による
電力システムへの影響が問題となり、地域の電力ロードカーブを
精度良く推計することも求められるようになってきた。

 国土レベルのエネルギーシステムにおいて、需要端として重要な
役割を果たす都市・建築のエネルギー需要の形成構造を正確に理
解することがエネルギーシステム研究の分野からも必要に。
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論文の構成
第1章 都市・国土におけるエネルギー最終需
要シミュレーションモデルの開発とその応用
第2章 都市エネルギー・マテリアルフローの
推定と都市未利用エネルギーの活用
第3章 地域冷暖房システムをはじめとした業
務用大型熱源システムのシミュレーションとそ
の総合評価
第4章 都市エネルギーシステムからの人工排
熱がヒートアイランド現象に及ぼす影響
第5章 ヒートアイランド現象および地球温暖
化による建築分野の影響予測と適応策の評価
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第1章 都市・国土におけるエネルギー最終需要
シミュレーションモデルの開発とその応用
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第1章 都市・国土におけるエネルギー最終需要
シミュレーションモデルの開発とその応用

大阪市における対策別省エネルギー効果 日本のCO2排出変化要因分析

Shimoda et.al.: Evaluation of city-scale impact of 
residential energy conservation measures using the 
detailed end-use simulation model, Energy (2007)

Shimoda et. al.: Prediction of greenhouse gas 
reduction potential in Japanese residential sector 
by residential energy end-use model, Applied 
energy (2010)
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第1章 都市・国土におけるエネルギー最終需要
シミュレーションモデルの開発とその応用
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AREA 1 戸建住宅地 AREA 2 集合住宅地
街区特性による現在・将来の電力ロードカーブの変化予測

高村、下田他 太陽光発電と省エネルギー技術の大規模導入を考慮した地域電力
需要の将来推計、日本建築学会環境系論文集(2012)
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第2章 都市エネルギー・マテリアルフローの推
定と都市未利用エネルギーの活用

8

大阪府のエネルギーフロー

下田ほか：大阪府におけるエネルギーフローの推定と評価，日本建築学会計画系論文集，(2002)

地球温暖化影響
(CO2排出)と
ヒートアイラン
ド影響(人工排
熱)の同時評価
を可能とする都
市エネルギー消
費構造の可視化。
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第3章 地域冷暖房システムをはじめとした業務用大型
熱源システムのシミュレーションとその総合評価

Shimoda, et. al.: Verification of Energy Efficiency of District Heating and Cooling System by 
Simulation Considering Design and Operation Parameters, Building and Environment, (2008)
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第4章 都市エネルギーシステムからの人工排熱
がヒートアイランド現象に及ぼす影響

10

下田吉之，水野稔：博覧会会場における屋外気温分布調査とその成因に関する解析，日本建築
学会計画系論文集，(1995)

測定点での気温と周辺土地利
用、顕熱フラックス量との相
関を分析
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第5章 ヒートアイランド現象および地球温暖化
による建築分野の影響予測と適応策の評価
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evaluation in Osaka City-, Journal of Life Cycle Assessment, Japan (2005)
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No
.

著者 題名 雑誌名 巻号ページ 年
1 Yoshiyuki Shimoda， Takuro Fujii, Takao

Morikawa and Minoru Mizuno
Residential end-use energy simulation at city scale Building and 

Environment
Vol.39，No.8，
pp.959-967

2004

2 藤井拓郎，下田吉之，森川貴夫，水野稔 熱負荷計算を組み込んだ都市住宅エネルギーエンド
ユースモデルの開発 世帯詳細区分型都市住宅エネ
ルギーエンドユースモデルの開発と応用（１）

日本建築学会環境
系論文集

589号，
pp.51-58

2005

3 森川貴夫，下田吉之，水野稔 住宅や機器の性能分布を考慮した大阪市住宅エネル
ギー需要の推計 世帯詳細区分型都市住宅エネル
ギーエンドユースモデルの開発と応用（２）

日本建築学会環境
系論文集

595号,
pp.97-104

2005

4 下田吉之，中尾寿孝，鳴海大典，羽原宏
美，水野稔，辻毅一郎

都市家庭部門エネルギー最終需要モデルの検証と気
温上昇影響

エネルギー・資源 Vol.27,No.6，
pp.431-437

2006

5 Yoshiyuki Shimoda， Takahiro Asahi， Ayako
Taniguchi，Minoru Mizuno

Evaluation of city-scale impact of residential energy
conservation measures using the detailed end-use
simulation model

Energy 32-9,  
pp.1617-1633

2007

6 Yoshiyuki Shimoda, Ayako Taniguchi-
Matsuoka, Takuya Inoue, Masaya Otsuki,
Yohei Yamaguchi

Residential energy end-use model as evaluation tool for
residential micro-generation

Applied Thermal 
Engineering

Vol. 114,
pp.1433-1442

2017

7 Yoshiyuki Shimoda， Tomo Okamura， Yohei
Yamaguchi， Yukio Yamaguchi， Ayako
Taniguchi， Takao Morikawa

City-level energy and CO2 reduction effect by introducing
new residential water heaters

Energy Vol.35, No.12,
pp.4880-4891

2010

8 Yoshiyuki Shimoda， Yukio Yamaguchi，
Tomo Okamura， Ayako Taniguchi， Yohei
Yamaguchi

Prediction of greenhouse gas reduction potential in
Japanese residential sector by residential energy end-use
model

Applied Energy Vol.87，
pp.1944-1952

2010

9 下田吉之，山口容平，浅井崇志，水野稔 地区を基本単位とした都市エネルギー需要のモデル
化と将来シナリオに関する研究

日本都市計画学会
都市計画論文集

41-3,
pp.833-838

2006

10 Yoshiyuki Shimoda， Yohei Yamaguchi，
Kaoru Kawamoto ， Jun Ueshige ，
Yoshimasa Iwai，Minoru Mizuno

Effect of Telecommuting on Energy Consumption in
Residential and Non-Residential Sectors

Tenth International 
IBPSA Conference

pp.1361-1368 2007

11 高村しおり, 山口容平, 羽原宏美, 下田吉
之

太陽光発電と省エネルギー技術の大規模導入を考慮
した地域電力需要の将来推計

日本建築学会環境
系論文集

680号
pp.805-811

2012

12 下田吉之，高原洋介，亀谷茂樹，鳴海大
典，水野稔

大阪府におけるエネルギーフローの推定と評価 都
市における物質・エネルギー代謝と建築の位置づけ
その２

日本建築学会計画
系論文集

555号
pp.99-106

2002

13 下田吉之，高原洋介，鳴海大典，水野稔 中心業務地区を対象としたエネルギーフローの現状
把握と環境影響改善可能性の評価

日本建築学会総合
論文誌

第１号
pp.93-99

2003

14 下田吉之，井上晋一，山岸源，水野稔 大阪府におけるマテリアルフローの推定と評価 都
市における物質・エネルギー代謝と建築の位置づけ
その１

日本建築学会計画
系論文集

546号pp.83-
90

2001

15 下田吉之，水野稔 大阪市における一般廃棄物からのエネルギー回収ポ
テンシャルの推計 都市における物質・エネルギー
代謝と建築の位置づけ その３

日本建築学会計画
系論文集

560号
pp.65-72

2002

16 下田吉之，柳邦治，水野稔 熱需要の変動を考慮した清掃工場廃熱活用熱電併給
システムに関する研究

空気調和・衛生工
学会論文集

80号pp.27-35 2001

17 下田吉之，水野稔，亀谷茂樹，百瀬敏成，
金地孝行

都市未利用エネルギーの活用可能性評価手法に関す
る研究 第１報－大阪市における各熱源の利用可能
量と熱需要に関する調査と分析

空気調和・衛生工
学会論文集

61号pp.6777 1996
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No
.

著者 題名 雑誌名 巻号ページ 年
18 下田吉之，水野稔，亀谷茂樹，

百瀬敏成，金地孝行
都市未利用エネルギーの活用可能性評価手法に関する
研究 第２報－未利用熱源水供給ネットワークの省エ
ネルギーポテンシャル

空気調和・衛生工学会
論文集

67号pp.111 1997

19 Yoshiyuki Shimoda，Minoru 
Mizuno，Shigeki Kametani and 
Takayuki Kanaji

Evaluation of low-level thermal energy flow in the Osaka 
prefectural area

International Journal of 
Global Energy Issues

Vol.11, No.1-4, 
pp.178-187

1998

20 Yoshiyuki Shimoda ， Tomoji
Nagota ， Naoaki Isayama ，
Minoru Mizuno

Verification of Energy Efficiency of District Heating and
Cooling System by Simulation Considering Design and
Operation Parameters

Building and Environment Vol.43, 
pp.569-577

2008

21 Yoshiyuki Shimoda， Yoshitaka
Uno ， Yoshie Togano ， Ryo
Sunagawa， Yutaka Shoji

Potential for the energy efficiency advancement in district
heating and cooling plant by renovation

11th International IBPSA 
Conference

pp. 56-63 2009

22 下田吉之,又賀祐樹,三嶋洋介,田
中宏昌,田辺慎吾,白石かおり

業務建物における詳細エネルギー計測データの分析手
法に関する研究 大規模複合施設を事例として

空気調和・衛生工学会
論文集

258号
pp.1-10

2018

23 Yoshiyuki Shimoda, Kazuki
Mitamura, Yuki Mataga, Koki
Oshima, Hiromasa Tanaka, Shingo
Tanabe

Coupling of Building Data Analysis and Building Simulation -
Case Study in Large-scale Complex Building -

the 15th IBPSA Conference pp.1908-1915 2017

24 下田吉之，ジュンジュアジャン
ナッタポン，水野稔

熱源機器の期間エネルギー消費効率推定手法に関する
研究－複数の冷凍機からなる熱源プラントを対象とす
るCSE、SCSE指標の提案

空気調和・衛生工学会
論文集

114号，
pp.29-38

2006

25 Yoshiyuki Shimoda， Nattapon
Choonchuachan，Minoru Mizuno

New Procedure for Estimating Seasonal Energy Efficiency
Ratio of Chillers

ASHRAE Transactions Vol.113, Part-1, 
pp.578-585

2007

26 下田吉之，水野稔，内海巌，横
林直規

環境保全型地域熱供給システムの総合評価手法に関す
る研究 第１報－評価指標の選定と各指標の計算手法

空気調和・衛生工学会
論文集

70号pp.59-71 1998

27 下田吉之，内海巌，水野稔 環境保全型地域熱供給システムの総合評価手法に関す
る研究 第２報－各指標の重みに関するアンケート結
果と多基準分析法による総合評価

空気調和・衛生工学会
論文集

74号
pp.113-120

1999

28 下田吉之，中津浩平，水野稔，
田中敏英

民生用熱源システムの環境影響総合評価手法に関する
研究

エネルギー・資源 Vol.24，No.6，
pp.55-61

2003

29 下田吉之，水野稔 博覧会会場における屋外気温分布調査とその成因に関
する解析

日本建築学会計画系論
文集

475号pp.6774 1995

30 Yoshiyuki Shimoda， Daisuke 
Narumi and Minoru Mizuno

Estimation and Valuation of Artificial Waste Heat in Urban 
Area

Selected Papers from the 
Conference ICB-ICUC'99

WCASP-50 WMO/TD 
No.1026 pp.545-550

2000

31 下田吉之，澤木昌典，鳴海大典，
松本邦彦，松村暢彦

土地利用シナリオにもとづく流域の将来像（ヒートア
イランド現象を例に）

環境科学会誌 20-3, 
pp.225-231

2007

32 Yoshiyuki Shimoda Adaptation Measures for climate change and the urban heat
island in Japan’s built environment

Building Research and 
Information

Vol.31，No.3-4 
pp.222-230

2003

33 Yoshiyuki Shimoda ， Daisuke
Narumi and Minoru Mizuno

Environmental Impact of Urban Heat Island Phenomena –
Cause-effect chain and evaluation in Osaka City-

Journal of Life Cycle 
Assessment, Japan (日本
LCA学会誌)

Vol. 1, No. 2，
pp.144-148

2005
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