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1.

背景

住まいは人間生活の拠点である。それは災害の発生後の非常時であっても同様である。従って，日々の生活を健康
に暮らすためには住まいの環境を整えることが不可欠である。健康を阻害する要因は数多く存在するが，どのような室
内環境の要因が健康に影響を与え，どの程度の環境レベルを維持すべきかを科学的な知見に基づいて提示すること
は，健康に暮らすための住宅を設計する上で重要となる。また，近年の地球温暖化に伴う気候変動の様相を鑑みるに，
地球スケールに及ぶまでの環境負荷を低減させるためには，省エネルギーにも配慮が必要である。
今後，住宅の省エネルギー基準への適合が義務化され，ゼロ・エネルギー建築が浸透するものと期待されるが，建
築分野を取り巻く社会は変化し続ける。よって，現時点での居住環境の実態とこれまでの推移とを照らし合わせながら
適切に実態を把握することは，我が国の住宅政策のあるべき姿を提示するための基礎的資料となりとても意義深い。

2.

これまでの研究の現状と本論文の位置づけ

これまで国内外において住まいの温熱環境に関する研究は数多く行われてきたが，同様のフィールドを経時的に観
察して，疫学的な観点から知見を得ることや，時間経過の中で同種の事例を蓄積して学術的に価値のある知見を導き
出すような研究手法を用いたものは少ない。疫学的な研究は医学分野等では一般的であるが，本論文のように温熱環
境と健康との関連性を評価する際にも有用な手法である。また，時間経過や災害などに伴う外部環境の変容は，居住
者に対する健康リスクや住宅のエネルギー消費量にも影響が及ぶため，温熱環境に関連する居住環境も大きく変化
するものと考えられる。
このように本論文は，時間の推移の中で生じる住まいの温熱環境の変化を適切に捉えた上で，学術的に有用な知
見に加えて，その時点の課題とその後の対応策を社会に発信し続けている点に独自性がある。

3.

受賞業績の内容
受賞業績は以下の 4 つの研究課題から成り立っている。
1章
2章
3章
4章

熱環境から見た冬期の居住性能に関する研究
東日本大震災による震災関連住宅の温熱環境と健康に関する研究
温熱環境に起因する健康影響に関する研究
住宅の断熱化による温熱環境の改善と省エネルギー効果に関する研究

1 章では，同じ調査フィールドを対象とした 10 年毎のアンケート調査（1.1）や 30 年後の疫学調査（1.2）により，従前
からの居住環境の改善の様子や課題抽出を試みている。ここで得られた知見は，3 章における曝露環境と健康との関
連性を評価する研究，4 章における住宅の断熱化促進の必然性とそれによる環境改善効果に関する研究に繋がって
いる。また，東日本大震災を経て地域の居住環境は大きく変化した。近年，このような自然災害は後を絶たず，住まい
の温熱環境に対する建築環境工学分野の貢献が期待されているところである。2 章は災害による外部環境の変容に伴
って影響を受ける住まいの温熱環境と健康に着目した研究である。

1章

熱環境から見た冬期の居住性能に関する研究

1.1 東北地方都市部を対象とした居住性能の推移 【論文 1，2】
筆者らは，東北地方 12 都市の熱環境から見た居住性能の特徴や地域特性について 1982 年の調査から 20 年間
の変化を分析し，断熱気密性能に代表されるシェルター性能や暖房環境に対する配慮が十分にされていない状態で
は，一世帯当たりのエネルギー消費量が増大する可能性があることを指摘した（論文 1）。
その後，36 年間の居住性能について調査し，各都市の平均灯油消費量が極端に上昇する傾向は見られないが，
暖房エネルギー消費量には世帯間のばらつきが非常に大きいことを示した（図 1）。この調査研究では，朝の居間温度
の調査年毎の上昇傾向は頭打ちになりつつあるものの依然として住戸間のばらつきは大きいこと，居間温度は外気温
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が低い都市ほど高くなる傾向があり，寒冷な地域ほど防寒に対する意識が高く，温度を適切に維持している様子を指
摘した（図 2）。この他，冬の結露発生の割合が 48.2%と 36 年間であまり変化が見られないことも踏まえると，必ずしも
温熱環境が向上している訳ではないことがわかった。
東北地方都市部の居住性能を統計分析すると，これまでの調査で確認されたような札幌市との明確な差が曖昧にな
り，都市間の差が小さくなっていることが確認できた（図 3）。さらに，全ての都市が札幌市の居住性能に近づきつつあ
るものの，依然として世帯間のばらつきは大きく，水準の低い住宅の居住性能を高めるために各地域に応じた対策を
提示していく必要があることを指摘した（論文 2）。

図 1 暖房用エネルギー消費量の調査結果（1982 年〜2018 年）2)

図 2 朝の居間温度の調査結果（1982 年〜2018 年）2)

(a)カテゴリーの散布図

(b)住戸の散布図から得られた各都市の範囲

図3

居住性能に関する多重コレスポンデンス分析による結果 2)

1.2 脳卒中死亡に関連する住環境要因 【論文 3，4】
高齢者が健康に暮らすための温熱環境の整備に資する知見を得ることを目的として，約 30 年前に実施した山形県
郡部（表 1 の 3 地域，脳卒中の標準化死亡比が異なる）の住宅を対象とした脳卒中の発症と住環境との関連性につい
ての疫学調査に倣い，冬季の温熱環境と高齢者の家庭内血圧についての調査を実施した。その結果，脳卒中死亡率
が高い地域（Former Yahata town）の住環境の特徴として，室温が低い環境に曝されているにも関わらず（図 4），室
内の寒さに対する意識が薄いことや，相対的に薄着であることなどが挙げられた。また，居間の隙間風を感じる割合が
高いこと，従前から指摘されているように食習慣として，味噌汁に代表されるような塩分摂取の頻度が高いことなどが脳
卒中死亡率の高い地域を特徴づけていることを明らかにした（論文 3）。
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冬季の実測調査より得られたデータにより温熱環境のグレードを過去の調査と比較すると，全体的にグレードが高い
側にシフトしている様子が窺えるが，約 30 年を経過した時点においても温熱環境が向上しているとはいえない実態を
把握した（表 2）。また，起床時における収縮期血圧は外気温と有意な関連性はなく，外気温が 10℃以上では血圧が
低い傾向が見られた。一方，室内での曝露温度が 15℃以上の場合と比較して，10℃以上 15℃未満あるいは 10℃未
満の収縮期血圧は有意に高くなる（図 5）。この成果は，調査地域や被験者の数が限られているものの，高齢者の健康
を維持するために適切な室温確保が不可欠であることを示した貴重な知見といえる（論文 4）。
表 1 山形県内郡部の 3 都市の概要（標準化死亡比を死亡小票により算出）3)

図 4 調査対象地域の朝の居間温度の比較 3)
表 2 調査対象地域における温熱環境グレード 4)

図 5 起床時の収縮期血圧と曝露温度との関連 4)

2 章 東日本大震災による震災関連住宅の温熱環境と健康に関する研究
2.1 応急仮設住宅の実態と課題 【論文 5，6】
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は，東北地方を中心に甚大な被害をもたらした。発災直後には応急仮
設住宅(以降，仮設住宅)が提供されたが，新築の一般住宅に比べると必ずしも断熱気密性能や換気性能などが十分
ではないため，望ましくない室内環境が居住者の健康に影響を及ぼす可能性がある。筆者らは，被災者が健康に暮ら
す住まいを維持できるよう，仮設住宅の室内環境の実態を実測調査（論文 5）とアンケート調査（論文 6）により明らかに
した。一連の調査により得た成果は，本学会の調査報告書（主として 4 章担当）に反映された。（日本建築学会：東日本
大震災合同調査報告 建築編 8 建築設備・建築環境，2015.5.）
例えば，健康に住まうことについて，①夏のシックハウス症状には，敷地周辺に「幹線道路」「工場」などがあることと
の関連性が確認されたため，窓を開けて生活する時間帯が長いことを考慮すると，仮設住宅の建設地をこのような施設
に隣接して設けることは避けるべきである（表 3）。また，②冬のシックハウス症状には，室内空気環境に関連する要因と
症状との関連が見られ，特に，湿度上昇による結露・カビ発生など二次的な室内環境汚染が想定された（表 4）。
仮設住宅を対象とした調査を積み重ねることを通じて，計画的な換気により室内空気環境を適切に維持することに
対して注意を払うべきであること，健康の観点から室内環境を適切に維持することに対して注意を払うべき要点を提言
するための貴重な知見を得ることができた。これらの成果を本学会の応急仮設住宅ガイドラインの提示に結びつけるこ
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とができた。（日本建築学会 東北支部環境工学部会 応急仮設住宅の環境設計・住まい方ガイドライン作成 WG：応
急仮設住宅の環境設計と住まい方ガイドライン −健康に暮らすための室内環境に関する提言−，2021.7.）
表 3 夏の喉症状に対するオッズ比（N=106）6)

表 4 冬の喉症状に対するオッズ比（N=88）6)

2.2 津波浸水害住宅の実態と課題 【論文 7，8】
東日本大震災による津波による住宅への浸水は広域に被害をもたらしたが，浸水深さが 1m 前後に留まった区域は
広域にわたり，浸水害後もそのまま住み続ける場合が多かった。そのような住宅では，各部位が過度な水分に曝された
ため，その後に結露やカビの発生などが懸念される。宮城県内の浸水区域を対象とした調査により，浸水害の影響を
調整オッズ比により評価すると，浸水害から半年後から一年を経ても室内環境に悪影響を及ぼしている可能性が示さ
れた（表 5）。特に，半年後の「カビ」の調整オッズ比が 7.17（p<0.01）となり，強い関連性を確認した。この調査研究に
より，浸水害が長期にわたっていわゆるダンプネスの汚染をもたらす可能性が指摘できる（論文 7）。
現状では，災害直後に環境調査のために現地に介入することは容易ではなく，浸水害発生直後から床下湿度環境
がどのような様相を示しているかについて検証した例は見られない。そこで，大学構内の実大試験家屋の床下に模擬
浸水をさせ，その後の床下環境を評価した。この実験により，迅速な部位や空間の乾燥には換気が重要であることや
ベイクアウトに効果が見られたことを実証したが，その後の浸水害への復旧プロセスに活かせる情報を社会に発信した
（論文 8）。さらに，これらの実績を踏まえて，本学会の提言（日本建築学会：提言「激甚化する水害への建築分野の取
組むべき課題～戸建て住宅を中心として」，2020.6.）の作成に貢献した。
表 5 津波浸水被害の有無による室内環境の時間変化に対するオッズ比 7)
Before flooding
(N = 170)
Indoor dampness
Visible vapour condensation
Visible mould growth
Indoor pests
Indoor foul odour

1.35 (0.15-12.6)
0.81 (0.31-2.15)
3.12 (0.37-26.4)
-

Within 1 week
(N = 170)
28.0
3.04
6.23
1.89
7.19

(9.83-79.7)***
(1.14-8.11)*
(1.57-24.8)**
(0.58-6.18)
(3.03-17.1)***

After 1 month
(N = 170)
14.1
2.12
7.65
1.54
5.42

(5.53-36.1)***
(0.83-5.44)
(1.71-34.3)**
(0.62-3.84)
(2.36-12.5)***

After 6 months
(N = 170)
6.23
3.44
8.92
1.51
2.72

(2.21-17.6)***
(0.91-13.0)
(1.90-41.7)*
(0.70-3.24)
(1.22-6.04)*

After 12 months
(N = 170)
1.10
0.95
4.81
1.23
1.37

(0.39-3.12)
(0.39-2.29)
(1.65-14.1)**
(0.82-1.85)
(0.56-3.37)

Note: Values are given as the adjusted OR and 95% CI. Adjusted for glass pane, the house age, floor materials in a crawl space, operating
pattern of ventilation system. * p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001.

3 章 温熱環境に起因する健康影響に関する研究
3.1 室内の乾燥による健康影響と乾燥感 【論文 9，10】
1992 年に住宅の省エネルギー基準が改正された当時，新築住宅の断熱気密化が促進されつつあった。東北地方
以南の地域においては断熱気密住宅の実績が必ずしも多くはなかったため，新しい住宅技術が浸透することに対して
の懸念もあった。筆者らの調査では，断熱気密住宅に移り住むことによって生じた問題の一つに室内での乾燥が挙げ
られることを明らかにしていた。その後，乾燥感に着目した調査を実施したところ，乾燥の知覚は室内の湿度が低いこと
が必ずしも原因でないことがわかった。例えば，口腔粘膜が乾燥する領域には，乾燥による建物の被害（壁紙が突っ張
って破損する，木材が割れるなど）を訴える場合が含まれるが，健康上の被害（鼻腔が乾く，皮膚が乾燥するなど）を訴
える居住者は，この領域から外れる場合が大半である（図 6，論文 9）。
現在，乾燥の知覚が低湿度環境への曝露のみが原因ではないことが国際的にも認識されている。筆者らは，全国
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調査により全体の 61%が冬季の室内を乾燥していると感じ，健康に何らかの影響（皮膚や喉の乾燥など）を受けている
割合が全体の 22.8%であることを把握した（図 7）。乾燥による健康上の問題（上気道，眼，皮膚全ての乾燥）への指摘
は，臭気の知覚と関連が見られた（表 6）。この結果は，室内での乾燥感が低湿度な環境のみが直接影響しているわけ
ではないことや，粘膜部位の症状が臭気の知覚と関連があるとの既往研究の知見とも整合している。また，室内温湿度
や化学物質濃度と乾燥感申告とには有意な関連性が確認できなかった（図 8）。従って，乾燥に関連する健康上の問
題を単一の物理量のみで説明することは難しく，実際の居住空間ではその他の環境要因や居住者の特性などの影響
が大きいとする知見を得た（論文 10）。居住空間の乾燥感のメカニズム解明は難しい課題であるが，今後の展開が期
待される成果を提示している。

図 6 口腔粘膜の乾燥を生じる領域と温湿度との関係 9) 図 7 住宅内での乾燥感と健康影響に対する回答割合（N=3,879）10)
表 6 上気道，眼，皮膚全ての乾燥を感じる場合のオッズ比 10)

(a)温度

(b)相対湿度

(c)TVOC 濃度

図 8 上気道，眼，皮膚全ての乾燥感と温湿度との関係 10)

3.2 ダンプネスの室内環境と健康影響 【論文 11，12，13】
ダンプネスとは，建物や室内環境上の問題を引き起こしている高湿度な環境をいい，室内環境上の問題として結露
やカビなどの微生物の発生，カビ臭などが挙げられる。筆者らによるこれまでの調査研究では，東北地方の一般住宅
で 48.2%の世帯で結露が発生（論文 2）しているため，我が国でもダンプネス問題が存在している。
住宅のダンプネスと喘息やアレルギー性鼻炎などの健康影響との関係に着目した先行研究は多く，WHO(世界保
健機関)がまとめたダンプネスと真菌に関する室内環境ガイドラインはよく知られている。現時点においても，ダンプネス
と健康影響との関連には解明されていない点があり，海外でも盛んに研究が継続されている。ダンプネス問題を捉えた
例として，ASHRAE(アメリカ暖房冷凍空調学会)は，「不明な点が多いことを認めつつ，継続的な高湿度環境による微
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生物汚染を防除すべきである」と声明を発している。
ダンプネスに起因する室内環境の汚染には真菌や化学物質などの具体的な曝露要因が存在し，それらが健康に影
響するという因果関係が成立するものと仮定できる（図 9）。しかしながら，多くの先行研究で用いているダンプネスの評
価指標は結露やカビの発生の有無のみにもとづいているため，ダンプネスによる室内環境の特徴が明らかにされてい
る訳ではない。そこで，筆者らは，観察が容易に可能な結露の程度や頻度，カビの発生や知覚が可能なカビ臭の程度
を評価項目として，総合的なダンプネスの評価法を提案した（論文 11）。この評価法では，訓練されていない居住者が
回答できることを意図し，全国調査によりその妥当性を報告している。ダンプネスのランクとアレルギー疾患の有病率に
明確な関連を確認するとともに（図 10），用量−反応関係が成立することも示している（論文 11，12）。

図 9 ダンプネスと健康への因果構造の例 11)

図 10 ダンプネスの程度の分布とアレルギー疾患の有症率 11)

筆者らが提案したダンプネスの評価法を用いて，同じ母集団を追跡し環境汚染の変化を分析した。調査期間である
2 年間でダンプネスの程度が変化（ランク 1 もしくは 2 からランク 4）した住宅の特徴として，窓ガラスの種類，換気設備
の運転方法，洗濯物の室内干しが挙げられ（表 7），住宅の断熱性能のみならず，居住者の住まい方の影響が無視で
きないことを示した。これらの知見は，ダンプネス問題の防除に繋がると期待できる（論文 12）。
また，ダンプネスの程度が重篤である住宅（ランク 4）の室内温湿度の特徴を明らかにすることを試み，住宅のダンプ
ネスが防除される温湿度ガイドラインに資する知見を提示した（論文 13）。ダンプネスのランク 4 の住宅は，団らん時の
相対湿度が居間では 50%程度，寝室では 70%程度になっていることを確認した（図 11）。さらに，それらの湿度を超え
る時間帯が相対的に長いことも特徴の一つとして挙げられる。よって，室内の湿度が直接的な原因にならずとも，それ
が高い状態が継続することは，子供の健康に影響している可能性を示した。
表 7 ダンプネスのランクの経年変化に影響する要因のオッズ比 12)

(a)居間

(b)寝室

図 11 ダンプネスのランクと団らん時の相対湿度 13)

さらに筆者らは，ダンプネスによる室内汚染に深く関連している室内真菌を網羅的に分析することが可能なメタゲノ
ム解析（DNA 解析手法の一つ）による評価手法を構築したため，提案しているダンプネスの評価法（論文 11）と関連づ
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けるなどして，ダンプネスにおける真菌叢の多様性を解明する課題に継続して取り組んでいる。（長谷川兼一，福島
淳：ダンプビルディングの室内環境と健康に関する研究 その 14 DNA 解析技術を用いた室内真菌叢の評価手法，
日本建築学会大会学術講演梗概集，環境工学 II，pp.707-708，2019.9.）

4 章 住宅の断熱化による温熱環境の改善と省エネルギー効果に関する研究
4.1 断熱気密化住宅のエネルギー消費量 【論文 14，15】
住宅の断熱気密化がエネルギー消費量を増大させずに温熱環境を向上させるためには，断熱気密性能のレベルと
関連づける必要がある。元来，北海道以南の地域では全室を暖房するようなことはなかったため，住宅の断熱気密化と
共に暖房面積や暖房時間が増大すれば暖房用エネルギー消費量が増加することが予想される。筆者らは，1993 年
当時に断熱気密性能を高めた住宅を対象にエネルギー消費量を調査したが，全体的には一般の戸建住宅よりも多い
ことが確認でき，一方で半分程度に抑えられている住宅もあることがわかった（図 12）。青森市，秋田市では一般の戸
建住宅と比較して 0.5~2.5 倍にばらつき，断熱気密性能や住宅規模，住まい方などが大きく影響していると分析した。
次に，暖房負荷に関する数値計算を行い，住まい方などのばらつきの要因を統一し暖房形態の違いを考慮した上
で，断熱気密性能のレベルと暖房負荷との関連を検討した。その結果，各都市の暖房負荷は断熱気密性能レベルに
応じて広く分布し，旧基準相当レベルとカナダ R2000 仕様相当レベルとの間には，3.0〜15.5GJ/month の差がある
ことを示した。当然，断熱気密性能レベルが向上するに伴い暖房負荷が減少するが，東北地方での従来型の暖房形
態と見なせる一般住宅相当レベル（間欠部分暖房）程度に暖房負荷を抑えるためには，断熱気密性能を次世代基準
相当レベルとカナダ R2000 仕様相当レベルの中間程度まで高める必要があることを示し（図 13），現行の省エネルギ
ー基準のレベルでは十分でないことを，当時，既に指摘していた（論文 14）。
また，住まい方による省エネルギー効果を評価するために数値計算用の標準型住宅モデルを構築した。断熱気密
性能の向上による省エネルギー効果は大きいものの，厨房・娯楽情報・照明・給湯機器などの使用に対する配慮を組
み合わせた低負荷型のライフスタイルへの移行による効果も小さくないことを示した（論文 15）。

図 12 暖房用エネルギー消費量の各都市の比較 14)

図 13 各都市における暖房負荷の比較 14)

4.2 断熱改修による環境性能の改善効果 【論文 16，17，18】
民生家庭部門全体の省エネルギーを推進するためには住宅ストックへの対策も重要であるため，既存住宅の断熱
改修が省エネルギー対策のメニューに挙げられることが多い。筆者らは地域の省エネルギー対策効果を評価するため
のマクロモデルを構築し，秋田県の例ではあるが戸建住宅ストックの断熱水準の割合を将来推計したところ，BAU で
は 2050 年時点においても 1980 年基準レベルの断熱性能を有する住宅が半数を占め，現行の省エネルギー基準を
満たす住宅は 3 割程度に留まることを確認した（図 14）。この結果を踏まえると，何らかの政策介入がなければ住宅スト
ックの断熱性能向上を推進することは困難だと判断できる（論文 16）。
断熱改修は大別して，全体改修，部分改修，部位改修の 3 種類に分類できる（図 15）。それぞれ，改修範囲やイニ
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シャルコストが異なるとともに，改修により得られる環境改善効果にも特徴がある。既往研究には全体改修を対象とする
ものが多いが，大規模に改修する場合にはイニシャルコストはもとより，工事期間中の家具類の移動・保管や家族の日
常生活の確保など，居住者の負担が大きくなる。そのため，環境的な改善のみに着目した視点では，断熱改修を促進
することは難しい。また，新築とは異なり，イニシャルコストを予め確定することが難しい面もある。従って，事例調査を通
じて，学術的な観点から客観的な情報を蓄積して整備することは意義あることである。
筆者らは数年来，東北地方の木造戸建住宅を対象として，断熱改修の前後に環境性能を計測する機会を得ている。
現在も調査を継続しているが，得られた事例を改修種類毎に分類し，住宅仕様やコストと環境改善効果を系統的に整
備している。今後，断熱改修を推進するに当たり，得られた有用な知見を以下に示す（論文 17，18）。
① 断熱改修により暖房時の上下温度差や室間の温度差が小さくなること，明け方の温度低下が抑制されることなど
が挙げられ，総合的に室内環境の質が向上する（図 16）。一方，居間等の暖房する部屋のみを部分改修した場
合，必然的に既存空間の非暖房室との温度差が大きくなる。特に，浴室や脱衣室を改修範囲外とすると暖房空間
との温度差が顕著になるため，ヒートショック防止の観点から温度差を緩和することに注意を払う必要がある。
(a)改修前

(b)改修後

図 14 戸建住宅ストックの断熱水準の割合（秋田県）16)

図 15 断熱改修の種類 18)

②

③

④

⑤
⑥

図 16 断熱改修前後の冬季における時刻別平均の室内温湿度 17)

断熱改修の計画では，断熱の程度や改修部位についての入念な検討が不可欠である。特に，部分改修や部位
改修の場合，既存部分の断熱性能や気密性能を把握した上で，想定した断熱区画の総合的な熱損失を低減さ
せるとともに，暖房時の冷気侵入を抑制するため気密性能の確保にも注意を払うべきである。
断熱改修により空間的な暖房効率が向上するが，暖房範囲や暖房時間が増えると，改修後の暖房用エネルギー
消費量は必ずしも削減されないことにも留意すべきである。さらには，暖房設備の選択によっては大幅にエネルギ
ー消費量が増大する可能性があるため，外皮の断熱・気密性能と住宅設備に配慮した環境計画が必要である。
断熱化のみの費用が直接的・間接的な便益により回収されると仮定すると，全体改修の一つの事例では，10〜
20 年程度になる。改修後の環境性能の向上を勘案すると効果は小さくないが，築年数が多い場合には耐震補強
や設備更新など，断熱化以外に必要な費用が上乗せされるために費用の回収年数が増えることになる。
断熱改修後の二次エネルギー消費量は，改修前よりも削減されている事例が多いが，改修後の熱源種類によっ
ては一次エネルギー消費量が必ずしも削減されている訳ではない（図 17）。
断熱改修後に，暖房や給湯設備，家電機器等の使い方の工夫を実践して省エネルギー行動に努めるなど，環境
意識が向上している居住者がいる。そのような事例では，入居後の数年間にエネルギー消費量が徐々に削減さ
れており，無理のない範囲で環境負荷を低減する行動に繋がっている（図 17）。
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(a)二次エネルギー消費量

(b)一次エネルギー消費量

図 17 断熱改修前後の年間エネルギー消費量 17)

4.

まとめ

本論文では，これまでに同様のフィールドを経時的に観察して，疫学的な観点から知見を得ることや，時間経過の中
で同種の事例を蓄積するような研究手法を用い，時間の推移の中で生じる住まいの温熱環境の変化を適切に捉え，
学術的な観点からその時点の課題抽出やその後の対応策を提示した。一連の研究の成果は以下となる。
①
②

③

④
⑤

⑥

⑦

東北地方都市部の居住性能を統計分析すると，札幌市のそれに近づきつつあるが依然として世帯間のばらつき
は大きく，水準の低い住宅の居住性能を高めるために各地域に応じた対策が必要である。
脳卒中死亡率が高い地域では，室温が低く寒さに対する意識が薄いことなどが挙げられ，約 30 年を経過した時
点においても地域の温熱環境は向上していない。さらに，室内での曝露温度が 15℃未満では，収縮期血圧は有
意に高くなることを示し，高齢者の健康を維持するために適切な室温確保の重要性を実証的に明らかにした。
東日本大震災後，応急仮設住宅や津波浸水住宅を対象とした調査を積み重ねた。その成果を踏まえ，健康の観
点から室内環境を適切に維持することに対して注意を払うべき要点を提言し，本学会の「応急仮設住宅ガイドライ
ン」に結びつけた。また，浸水害後も住み続ける際にはいわゆるダンプネスの汚染が顕在化する可能性があるた
め，迅速な復旧に資する知見を蓄積し，本学会の提言（「激甚化する水害への建築分野の取組むべき課題～戸
建て住宅を中心として」）の作成に貢献した。
住宅の断熱化に端を発する室内での乾燥の問題に取り組み，乾燥に関連する健康上の問題を単一の物理量の
みで説明することは難しく，湿度以外の環境要因や居住者の特性などの影響が大きいとする知見を得た。
筆者らによる調査研究によりダンプネス問題の存在を確認したため，総合的なダンプネスの評価法を提案した。
全国調査によりその妥当性を検証し，ダンプネスのランクとアレルギー疾患の有病率に明確な関連を確認するとと
もに用量−反応関係が成立すること，住宅のダンプネスが防除される温湿度ガイドラインに資する知見を得た。
現行の省エネルギー基準のレベルでは，住宅の断熱気密化と共に暖房面積や暖房時間が増える可能性がある
ため，断熱気密性能を次世代基準相当レベルとカナダ R2000 仕様相当レベルの中間程度まで高める必要があ
ることを実証的に明らかにした。
木造戸建住宅の断熱改修事例を対象に環境性能に関する調査を継続し，改修種類毎に住宅仕様やコストと環
境改善効果を系統的に整備しながら，断熱改修を推進するに当たっての有用な知見を得た。
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