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パッシブデザインの高度合理化と気候適応建築外皮の開発に関する一連の研究 
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Zero Energy Building を含めたサステナブル建築物の設計において、機械設備への依存度を下げるためのパッシブデザインの実践は必然

となる。パッシブデザインは光や風等の自然エネルギーの積極的な活用に加え、建物内の熱量の適切な保持と放出を意図するため、自然エネ

ルギーの取入かつ室内外の熱移動の経路となる建築外皮の設計は、パッシブデザインの実践において重要な意味を持つ。逆説的には、サステ

ナブル建築物における外皮設計の科学的合理性は、合理的なパッシブデザインの実践により担保されるともいえる。本一連の研究は、この外

皮設計における科学的合理性の担保を目的としたパッシブデザインの高度合理化に加え、より効果的なパッシブデザインを実現するための建

築外皮の要素技術の開発を行うものとなる。自然換気や自然採光を中心としたパッシブデザインは、光環境シミュレーション、エネルギーシ

ミュレーション、数値流体力学（CFD）解析等の建築環境シミュレーション技術の活用により、その合理性を科学的に検証可能となる。本研

究は、まず、計算機技術の発展に伴い高度化する各種シミュレーション技術のパッシブデザインにおける効果的な活用手法を提示する。加え

て、これらの技術が建築設計のフロントローディングに資するべく、特に建築物の概形と平立面が決定される建築設計初期段階において活用

されることを目的に、設計性能モデリング（Design Performance Modeling : DPM）の実践に向けたBuilding Information Modeling (BIM)

と環境系シミュレーションの連携プラットフォームの枠組みを提案する。またパッシブデザインの高度化を目的とした外皮設計における要素

技術に関しては、気候や気象に呼応し環境性能を調整する外皮（気候適応建築外皮, Climate-Adaptive Building Shell : CABS）に着目する。

ここでは、CABSの概念の下、空気流動により熱の流れを制御可能なダイナミックインシュレーション技術を適用した窓システムの開発と実

用化、その効果を示すほか、エアフローウィンドウおよびダブルスキンの性能向上に資する技術開発成果を示す。一方、パッシブデザインの

導入、特に気候や気象により性能を可変とする CABS を採用するには、その運用に関して、従来のフィードバック制御を超えた高度な制御

技術が必要とされる。この運用に関しては、デジタルモックアップを用いた仮想的運用による検証手法のほか、機械学習を適用することで気

候・気象条件の変動に対応した設備の省エネかつ安定的な運用を実現する制御手法を提示する。本一連の研究成果は、まず建築環境系シミュ

レーション技術の適用範囲を、従来の設計後期段階における性能確認的な利用法から脱却させるものであり、建築設計におけるシミュレーシ

ョン技術の発展的活用に資する。外皮設計の要素技術の開発に関しては、固定化した環境性能を想定した従来の建築外皮の概念を超える、

CABSといった世界的に注視される技術開発動向の中で、実用的価値の高い成果に繋がっている。加えて、機械学習を適用した建築外皮の運

用ロジックの開発は、近年注目が集まる機械学習の建築分野の適用に関して、物理法則により設計値と性能値の説明がある程度可能となる建

築物特有の事象を考慮した独自性の高い研究方針を示すものともなり、建築学における新しい学問分野の開拓に資するものとなる。 
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１. はじめに 

1.1 研究の背景と課題 

サステナブル建築物の実現において、その設計法は機械設備への

依存度を抑制するためのパッシブデザインと、機械設備の効率的な

運用を目指すアクティブデザインに区分される。現在、将来的な建

築物の環境性能目標として掲げられる Zero Energy Building (ZEB) 

の設計においては、この両デザインは共に求められ、それぞれに目

標を設定し、その達成を実現する設計プロセスの構築と実践が望ま

れる参文１）。サステナブル建築物の実現には、環境設備エンジニアに

限らず、建築物の外形やプランを決定する建築家（意匠設計者）や

構造エンジニアを含め、建築設計の意思決定における多くの関係者

の理解と協力が必要となる。特にパッシブデザインに関しては、光

や風等の自然エネルギーの積極的な活用に加え、建物内の熱量の適

切な保持と放出を制御するため、自然エネルギーの取入かつ室内外

の熱移動の経路となる建築外皮の設計が、その実践において重要な

意味を持ち、意匠・構造・環境設備が協力した統合デザインプロセ

スの実践が強く求められる。SDGs の時代とも呼べる今、環境性能

を担保した建築外皮の設計は、建設業界に求められる社会的な要求

に対しサステナブル建築物の供給により応えるものであり、導き出

された外皮の形態に対し科学的な合理性を与えるものとなる。また、

その外皮に求める環境性能は気候および気象条件により異なること

から、建築物の表情となる外皮の意匠を豊かにし、地域特性を根拠

  明治大学理工学部建築学科 准教授・博士（工学）  Assoc. Prof., Dept. of Architecture, School of Science and Technology, Meiji University. 



2 
 

とした多様性溢れた建築物の創出に繋がる。 

この多様な外皮設計における科学的な合理性を担保する手法とし

て、光環境シミュレーション、エネルギーシミュレーション、数値

流体力学（CFD）解析等の建築環境系シミュレーション技術を活用

したデジタルモックアップによる事前検証の実施が望まれる。ただ

し、この実践方法に恒常的な正解は無い。建築環境シミュレーショ

ン技術は、計算機技術の目覚ましい進歩に伴い発展を続ける。この

発展に伴い、設計への適応方法も日進月歩させ、高度化させる必要

がある。一例として、建造環境（ビルト・エンバイロメント）を評

価する世界的な環境性能評価システム LEED 参文２）では、シミュレ

ーション技術の発展に伴い、その採点方法に更新が加え続けられて

いる。本システムの開発当初、その昼光性能の評価は、昼光率を用

いて主に晴天日における天空光のみを静的に評価していたことに対

し、計算機技術と光環境シミュレーション技術の普及に伴い、現在

では、直達日射を考慮した昼光環境を、気象データを用い年間を通

して解析することで動的に評価する方針に移行している参文３,４）。な

お、年間の計算結果は、昼光による必要照度達成時間の超過確率と

して指標化し評価しているが、その評価方法も、近年のシミュレー

ション技術の発展に伴い、柔軟に変更が加えられてきた。最近では、

シミュレーションにおけるブラインドの開閉や電圧信号によりその

日射特性を変化可能なスマートガラスの再現がシミュレーション上

で容易に可能になったことが、その評価方法に影響を及ぼしている

参文５）。昼光性能に限らず、建築物省エネ法を含め、建築物の省エネ

評価に、年間を通した一次エネルギー消費量の計算を求めるように

なった近年の動向も、計算機とシミュレーション技術の発達に支え

られている。自然換気も同様に、エネルギーシミュレーションを用

いた年間を通した評価が可能となっている参文６,７）ほか、CFD 解析

との連成解析も広く活用され始めている参文８）。このように、パッシ

ブデザインの合理的な実践方法は、シミュレーションの時代毎の技

術水準と密接な関係を持ち、計算機技術の発展に伴い、常に最新の

活用手法を検討していく必要がある。ただし、これらの進展は、分

析の対象とする計算結果のデータ量を膨大なものとすることで、そ

の処理と理解を複雑なものとする。このため、その分析結果を、外

皮設計における統合デザインプロセスで活用可能なものとするには、

その分析結果を的確かつ直感的に理解可能とする評価指標に落とし

込む必要がある。総括すると、パッシブデザインの高度合理化の達

成には、設計における環境系シミュレーション技術の適用法と、そ

の分析結果を関係者間で共有するための情報整理の手法論を、計算

機技術に支えられるシミュレーション技術の発展に対応させ、更新

し続けることが課題となる。特に自然換気設計に関しては、シミュ

レーション結果の分析と建築設計への反映方法に関して、議論の余

地を多く残すのが現状となる。 

外皮設計を合理化させるための環境系シミュレーション技術の適

用方法は、計算機技術の発展のみでなく、建築の新しいワークフロ

ーとなる Building Information Modeling (BIM)に代表される情報

技術の変革とも深く関係する。BIM の普及により期待されるデジタ

ルツインの実現は、その鏡像モデルをデジタルモックアップとした

環境性能評価の実践を容易にする。この際、その評価は実現象と同

様、時間軸に沿った動的なものであることが期待される。ただし、

年間にわたる長期のシミュレーションを、BIM のように詳細な建築

物モデルを直接的に利用し実行するためには、計算時間を含め、多

大な計算資源を必要とする。ただし、建築設計に活用できる計算資

源の有限性を考えると、その限界が、合理的なパッシブデザインの

実現に対し大きな障壁となる。この解析モデルの詳細度と解析精度

および計算負荷のトレードオフの課題は議論が長らく続いている。

エネルギーシミュレーションを例にすると、米国建築家協会

（American Institute of Architects）では、建築設計におけるエネ

ルギーシミュレーションの導入ガイドライン参文９）を策定し、設計段

階別に検討対象と計算資源の投入量、およびその解析精度を区分し

た設計プロセスの重要性を説いている。本ガイドラインでは、建築

設計の結果確認としての意味合いが強かった従来のシミュレーショ

ン（BEP : Building Energy Modeling）とは別に、建築設計初期段

階において環境性能向上に資する設計パラメーターを探査すること

を目的としたシミュレーションを設計性能モデリング（DPM : 

Design Performance Modeling）として定義する。前者の BEM が

実際の建築性能を評価可能なよう、その解析精度を重要視すること

に対し、後者の DPM は、建築設計、特に外皮設計のフロントロー

ディンに資するよう、その迅速な分析と建築設計初期段階における

意思決定への反映を重視する。ただし、この DPM の実践による、

建築設計初期段階におけるシミュレーションの実行とその結果の効

果的な活用には、所謂 VUCA（Volatility 変動性, Uncertainty 不確

実性, Complexity 複雑性, Ambiguity 曖昧性）に起因した種々の課

題を解決する必要がある。多種にわたる建築設計条件が最適解に影

響を及ぼす建築環境設計は、複雑性を持つシステム設計と言え、そ

の正確な性能予測には入力情報の確実性が求められる。一方で、設

計初期段階において確定している情報は、シミュレーションの実行

に必要とされる情報に対して不十分となることが多く、この情報量

の差は入力データの不確実性として課題となる。また建築設計の進

行に伴い変化する方針や条件に起因する情報の変動性が、同様に、

実行したシミュレーションを設計根拠とした意思決定に対する信頼

性に課題を与える。また、その分析結果は、シミュレーションを実

行する環境エンジニア当人が、建築家（意匠設計者含む）、構造エン

ジニアと的確に共有し、意思決定の判断材料とするには、その情報

の曖昧性を排除した上でのコミュニケーションが必要となる。この

実践に向けては、情報技術の発展に伴い高度化を続ける建築環境シ

ミュレーションの設計利用法の提案に加え、BIM（Building 

Information Modeling）の普及による建築情報の活用を助けるプラ

ットフォームの構築が期待されている。 

パッシブデザインの合理化と建築外皮の気候適応という課題に対

し、上述のシミュレーション技術を活用した設計手法の発展と共に、

要素技術の開発も進む。気候は地域性を持つため、外皮設計の最適

解は地域特性を有し、寒冷地域にはおいて断熱を優先し、暑熱地域

においては遮熱を優先するといった定性的な解が一般化している。

ただし、気候は季節を通して、気象は時間軸に対し変化するため、

この一般解が年間を通して常に望ましい建築環境を提供するものと

は限らない。この課題の解決には、その運用において性能を調整す

る機構を建築外皮に設けることの効果が認められている。この気候

若しくは気象に適応し、その性能を調整する機構を持つ建築外皮は、

Climate-adaptive building shell (CABS) 参文１０）といった名称で技

術の体系化が進む。また、国際標準化機構（ISO）では ISO/CD 52016-
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3, Calculation procedures regarding adaptive building envelope 

elements 参文１１）として気候に適応する外皮要素を対象とした国際

規格化の検討が進む等、世界的に注視される技術開発動向となって

いる。この気候適応型建築外皮には、建築自体や外皮に付属する日

射遮蔽物がダイナミックに形態を変化させるものに加え、調光ブラ

インド等、外界条件の変化に対応し外皮における外界と室内環境の

関係性を調整する機構を持つ従来技術要素も含まれる。自然換気窓

システムも、外界条件の変化に対応した窓の開閉により外皮を通し

た熱の流れを調整するものとして、この技術に含む。 

気候適応型建築外皮の実用化は、前述した建築設計初期段階にお

ける建築外皮の設計における不確実性や変動性に起因した課題の解

決にもつながる。情報の不確実性や変動性に起因した設計想定と現

実の差異は、気候適応型建築外皮の運用時における調整により吸収

可能となる。一方で、CABS を適用し、建築外皮の性能が運用によ

り調整が可能になることで、建築環境設計の複雑性は増加し、その

最適運用を実現するためには、より高度な制御ロジックを要求する。

この課題に関しては、機械学習を適用した解決が期待され、自然換

気システムの運用等における技術提案が散見される参文１２，１３）。た

だし、一般的に建築物が一品生産品であり、その諸々の仕様と性能

の関係性が建物毎に独自な特徴を持つことから、機械学習が必要と

するビックデータと呼ばれる膨大な情報を、個々の建築、特に運用

開始直後の建築物から、量的にその運用に活用可能なレベルで収集

することの難しさが課題とされる。この課題が障壁となり、建築外

皮の運用に関して、実用的な機械学習の適応方法が確立していない

ことが現状となる。 

1.2 論文の構成  

本論文（梗概）は前節で解説した課題の解決を目標に応募者が取

り組み、計 26 編注１）の報文として発表した成果を体系的に概説する

ものとして構成する。まず第 2 章および第 3 章においては、パッシ

ブデザインの高度合理化に資する知見の蓄積と共に、其々の研究時

期における先端的なシミュレーション技術の外皮設計への活用方法

と、その情報共有のためのデータ分析の手法論を検討した研究に関

して、自然換気および自然採光に分類し、個々に概説する。第 4 章

においては、パッシブデザインを効率的に進めるべく、建築設計初

期段階における環境系シミュレーション技術の実行を支援する手法

として、主に BIM とシミュレーション技術の連携に資することを

目的に遂行した研究に関して、その流れを概説する。第 5 章におい

ては、より効果的なパッシブデザインの実現に向け、外皮設計の高

度化に資する技術開発に関して、ダイナミックインシュレーション

を中心に、エアフローウィンドウやダブルスキンを含めた二重構成

の外皮の開発と設計に関する研究成果を概説する。加えて、建築外

皮の気候適応を実現するための機械学習による運用手法の開発に取

り組んだ研究の成果に言及する。 

 

２. 外皮設計のためのパッシブデザイン（自然換気）の高度合理化 

パッシブデザインの一形態となる自然換気の効果的な導入には、

適切な自然換気口の配置と開閉制御といった外皮設計が求められる。

この設計の高度合理化に向け、自然換気設計において課題とされる

性能目標値の意思決定方法の検討に加え、設計プロセスにおいてデ

ジタルモックアップを活用した環境性能の検証方法に関して、其々

の研究時期における先端的な環境系シミュレーション技術の導入手

法の検討と実践を行った。また、シミュレーションの計算精度や解

析結果の合理性を確認するために必要とされる知見の蓄積を行った。

この流れ下で発表した研究成果を、以下に概説する。 

自然換気の設計を理想的に進めるには、建築物の概形が決定され

る建築設計初期段階において、環境エンジニアは外皮設計に関わる

建築家および構造家と目標とする自然換気性能を共有し、その実現

にむけた平立面計画を議論することが求められる。業績 1)

「Preliminary design method for naturally ventilated buildings 

using target air change rate and natural ventilation potential 

maps in the United States」は、建築計画段階における自然換気に

関する目標共有のための設計資料として、気候条件と建築計画に対

応した換気回数の目標値の設定方法を提案し、その効果の概算法を

確立したものとなる。業績 2)「Target air change rate and natural 

ventilation potential maps for assisting with natural ventilation 

design during early design stage in China」は、業績 1)における研

究成果の地域的な汎用性を検証することを目的に、一国内において

多様な気候特性を有する中国を対象とし、設計資料の整備を進めた

ものとなる。業績 3)「Regional classification maps for engineered 

natural ventilation design of office buildings in Japan」は、業績

1,2 で得られた知見をもとに、設計資料の直感的な理解を促進し、

関係者間の意識共有を円滑化するため、設計マップとしての表示方

法の検討を深め、日本の国土を対象とした資料の整備を進めたもの

となる（Fig.1）。また設計資料として、換気可能時間の概算法の確立

も行っている。業績 4)「A review: Natural ventilation performance 

of office buildings in Japan, In Renewable and Sustainable 

Energy Reviews」は、この資料整備の基となる既往研究データの整

理を目的に、日本における自然換気が導入された実物件に関して、

換気回数の設計値および実測値を体系的にまとめ、分析したものと

なる。 

上述の研究が議論する自然換気回数の目標値は、建築設計開始時

点で統合デザインプロセスを進める上で設定する初期値であり、そ

の値は設計の進行に伴い建築設計情報の確実性の改善と共に更新さ

れる。この更新における科学的な合理性は、環境系シミュレーショ

ン技術により担保することが望まれる。業績 5)「熱・換気回路網解

析を用いた設計時における自然換気運用計画検討手法の提案」は、

自然換気システムの設計における年間シミュレーションの活用方法

を展開するものとなる。自然換気システムが省エネ効果を発揮する

には、室内空気質の維持と過剰な内部発熱を排出可能な充分量の換

気性能を確保する適切な設計に加え、温熱環境の悪化や換気窓の開

閉に起因した騒音問題へ配慮した建物運用を必要とすることを示唆

する既往の研究結果参文１４）を背景に、その解消に向けたシミュレー

ションの活用方法を展開するものとなる（Fig. 2）。業績 6)「統合設

計プロセスにおけるパッシブデザイン評価手法の検討 :Thermal 

Autonomy の適用による自然換気性能評価」では、年間にわたる動

的シミュレーションの解析結果に関して、建築設計の意思決定に活

注１）日本建築学会環境系論文集 5 編, 日本建築学会技術報告集 4 編, 日本建築学会 - Japan Architectural Review 2 編, 風工学シンポジウム論文集 1 編,  
英文学術誌 13 編, 英文書籍寄稿 1 編 
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用するためのコミュニケーション手法を検討したものとなる

（Fig.3）。業績 7)「Building Design Utilizing Natural Ventilation 

Based on CFD and Ventilation Network Analysis and Its 

Performance Evaluation by Field Measurement」は、自然換気設

計におけるシミュレーションの導入の実践例として、実物件を対象

とした自然換気性能の事前評価と、実測による性能検証を実施した

成果となる。 

上述の業績のほか、自然換気の設計の合理化に向けた知見の蓄積

 

 a) 目標換気回数 b) 冷却（排熱）効果の期待値 

I) 内部発熱想定が低い場合 

 

 a) 目標換気回数 b) 冷却（排熱）効果の期待値 

II) 内部発熱想定が一般的なオフィスビルと同等の場合 

Fig.1 目標換気回数と冷房効果期待値の設計用マップ（業績 3） 

※内部発熱想定が一般的なオフィス想定より低い状態では、全国的に設計目標とする換気回数の分布は小さく、2~3 回/h 程度となる（Fig. 1-I-a）。その目

標値達成時に期待できる冷房効果も全国的に偏差が小さい（Fig. 1-I-b）。一方、発熱想定が多くなることで、温暖な地域ではより多くの換気回数を目標と

することを設計に求める（Fig. 1-II-a）。ただし、その冷房効果の期待値は寒冷地で顕著となる傾向を示し（Fig. 1-II-b）、寒冷地において、換気回数向上

を狙った設計とシステム導入に対する費用対効果が高まる。 
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に資する研究を実施した。自然換気において、比較的大きな開口を

介した「通風」が適用される場合、その換気メカニズムが複雑化す

ることから、従来のネットワークモデルに基づく計算方法では解析

誤差が発生しやすい。業績 8)「開口面積比及び開口位置関係が通風

時気流性状に与える影響の分析」および業績 9)「パワーバランスに

基づく計算モデルを適用した自然通風量予測」は、そのメカニズム

に関する基礎的な知見の整理と、その計算方法の改善法を提案する

ものとなる。業績 10)「オフィスビルにおける短期的ガス放散に対

する非定常物質輸送現象の実測」は建物内の気流による物質輸送現

象を明らかにするものであり、自然換気による建物内の空気清浄に

資する知見を提供するものとなる。自然換気は、室内外の空気交換

により室内の空気質を改善する手法となるため、導入外気、つまり

都市環境の空気質の担保が必要となる。業績 11)「Legal regulations 

for urban ventilation」では、都市の空気質向上を目的とした都市換

気の必要性に言及しており、業績 12）「Air Pollutant Dispersion 

Phenomena at a Street under a Sky Train Station in Bangkok, 

Thailand」は、都市構造物が都市換気に及ぼす影響を理解するため

の知見を提供する。 

自然換気の効果を議論するにあたり、省エネや換気量の議論に加

え、CFD 解析を用い、空気流動の可視化結果を共有することが有用

である。業績 13) 「Understanding the effect of background 

awareness in urban wind environment visualizations to minimize 

information entropy」は、この情報共有にあたり、CFD 解析結果の

適切な提示方法、特に建築家を含め空気流動の非専門家に風環境の

正しい理解を促すための知見をまとめている。 

 

３. 外皮設計のためのパッシブデザイン（自然採光）の高度合理化 

パッシブデザインの一形態となる自然採光は、その設計には外皮

における開口部の最適配置が求められる。この開口部配置の科学的

合理性の確認においては、光環境シミュレーションが有用であるこ

とは広く認識される。ただし、光環境シミュレーション技術は、計

算機技術の発展に伴う高度化が著しく、この発展に伴う評価指標の

更新の頻度も高いことから、応募者は、其々の研究時期に対応した

シミュレーション技術と評価指標の設計への適用手法の検討を進め

てきた。加えて、シミュレーションの計算精度や解析結果の合理性

を確認するために必要とされる知見の蓄積を行った。この流れ下で

  

 

Fig.2 自然換気運用時における室内温熱環境の年間ヒートマップ（業績 5） 

※年間を通した熱・換気回路網計算の結果を可視化することで、換気量を指標したの自然換気性能の評価と同時に、実現される室内温熱環境を評価・分析

し、設計と運用の検討に活用する。通常の自然換気窓運用を想定した Case00（Fig.2 左図）では、中間期に過剰な外気導入により室温が快適温度域を

下回る時間帯が発生する。一方、自然換気システムに開口面積の調整機構を設けた上、開口の屋外気温条件を調整した Case03（Fig. 2 右図）では、自

然換気の運用スケジュールが改善され、室内温度が快適域に保たれる時間帯が増加する。このようなデータ分析を設計時に実践することで、適切な運用

のために自然換気システムに求められる設計仕様（開口面積、開度調整機構、センサ配置等）の検討が可能となる。 

 

 

Fig.3 Thermal Autonomy と Hourly Autonomy Map による解析対象オフィスにおける自然換気効果の分析（業績 6） 

※パッシブ手法のみにより室内を許容できる温熱環境に保つことができる時間の出現確率として定義された指標 Thermal Autonomy とマップ化された年

間シミュレーションの結果参文１５）を用いることで、設計した自然換気システム設計の効果検証と意識共有が容易となる。Thermal Autonomy を最大化す

ることで、機械設備依存度の抑制（パッシブデザイン）を目的とした自然換気設計を実現し、かつ実現環境を分析することで、その運用方針の検討を促

進する。自然換気と共に冷暖房の運用が必然となる日本の気候条件下においても、本手法を用いた自然換気設計とコミュニケーションの有用性が確認さ

れた。 
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発表した研究成果を、以下に概説する。 

計算機技術の発展に伴い、動的な光環境シミュレーションソフト

ウェアを用いた年間を通した昼光解析は、、建築設計における実用的

な計算負荷により実行可能となる。また、その解析結果を基にした

評価指標による自然採光の性能確認が、LEED や WELL Building 

Standard等の建築物環境性能評価システムで広く活用されている。

業績 14)「Rapid response surface creation method to optimize 

window geometry using dynamic daylighting simulation and 

energy simulation」は、この動的光環境シミュレーション技術の黎

明期において、開口部配置の最適化を、より迅速な意思決定が求め

られる設計段階初期段階において実用可能な計算負荷において実現

するための計算アルゴリズムを提示する（Fig. 4）。業績 15)「デイ

ライトオートノミーを用いたペリメータ領域における昼光照明可能

性の検証」は、同じく本技術の黎明期において、計算負荷を増大さ

せる要素となるブラインドの開閉の再現に関して、実務的な有用な

知見をまとめたものとなる（Fig. 5）。業績 16)「評価指標の選択及

び透過特性が自然採光上の最適開口配置に与える影響の検証」は、

動的光環境シミュレーションを用いて開口部配置の最適化を検討す

る場合、目的関数とする環境性能指標の選択がその最適開口配置に

及ぼす影響を知見として体系的にまとめたものとなる。シミュレー

ション結果の合理性の検証するための知見として有用な結果を示す

ほか、地域特性と求める自然採光の効果に基づく多様な建築物の表

情（外皮形態）の創出に繋がる研究成果を示すものとなる。業績 17)

「研究所新棟への移転による執務環境の改善と執務者への影響の分

析」は、実物件の環境性能を応募者が開発に関わった建築物環境総

 

 

Fig.4 提案する計算法のフローチャートと解析の高速化に用いる開口パラメータに対する光環境の応答局面（業績 14） 

※年間を通した光環境シミュレーションの実施と、昼光性能の評価指標 Daylight Autonomy (DA) の導出に際し、開口設計条件の変更に伴う結果の変化

を迅速に予測可能なアルゴリズムを開発した。光環境シミュレーションの実行に際し、DA と昼光率の相関分析を同時に実行し、昼光率の変化から DA

の変化を推定し、設計パラメーターの変化に対する性能変化の勾配を確認することで、計算負荷の大幅な抑制を達成した。 

 

 

Fig.5 ブラインド運用に伴う室内照度の年間推移（業績 15） 

※ブラインドの開閉を再現した年間を通した光環境シミュレーションの分析から、従来の昼光率を基にした昼光評価結果との適合と乖離を実用的に分析

し、知見としてまとめた。 

 

 

Fig.6 正透過開口と拡散透過開口の複合外皮を対象とした 
評価指標別の開口配置の最適化結果（業績 16） 

※自然採光設計において、昼光の評価指標と窓の透過特性が開口部の最適

配置に影響を及ぼす。昼光率や DA 等の机上面照度の評価においては高

窓を優先した配置となる一方、明るさ感等の全内装表面からの輝度を優

先する場合は、中央配置が優位となる。従来の水平連続・高窓配置とい

った昼光率を評価指標とした最適解の固定概念を崩し、多様な表情をも

つ外皮の設計に科学的合理性を与える知見を体系的にまとめた。 
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合性能評価システム CASBEE-ウェルネスオフィスで評価し、その

実運用時の環境調査結果との対応を検証したものとなる。光環境に

関して、設計における期待効果と運用時の執務者の受動環境のギャ

ップを検証し、その対応策を検討することで、自然採光の設計と運

用に関して有用な実務的知見をまとめている。 

 

４. 外皮設計における DPM の実践のための BIM による情報連携 

気候に適応し環境的に優れた性能を有した建築外皮を設計するた

めには、第 1 章で言及した設計性能モデリング（DPM）の実践が求

められる。この実践を支援することを目的に、建築設計初期段階に

おける建築環境シミュレーションの実行に際し、入力する建築情報

の不確実性の緩和する手法として、気候条件に対応した汎用的な初

期入力値（デフォルト設定値）の整備に加え、BIM を用いることで

個々の設計条件に適応し、初期入力値の変動性を最小化する手法の

開発を実現した。この流れ下で発表した研究成果を、以下に概説す

る。 

対象業績 18）「Development of an optimal design aid system 

based on Building Information Modeling」は BIM による設計支援

システムの可能性を BIM の黎明期において提案したものとなる。

また、黎明期における技術動向に関して、応募者は実用的な調査研

究参文１６,１７）を通して BIM の普及に必要な社会的及び技術的課題を

整理してきた。その後、BIM の発展期においては、業績 19) 「A new 

method for reusing building information models of past projects 

to optimize the default configuration for performance simulations」

で DPM における BIM データの活用方法の枠組みを構築（Fig. 7,8）、

研究業績 20) 「Assigning Robust Default Values in Building 

Performance Simulation Software for Improved Decision-Making 

in the Initial Stages of Building Design」により具体化とケースス

タディを通した効果を立証した成果を発表している。上述の研究成

果は、建築外皮設計においては、その環境性能に高い感度を示す開

口部特性の初期設定値を与えることが可能となる。この合理性の確

認に関して、業績 21)「A method for creating maps of recommended 

  

 Fig.7 既存建物データを基にした Fig.8 最適解探査におけるデフォルト設定値と真の最適解との関係性 

 窓面積率のデフォルト設定値テーブル （業績 19） 

※BIM データを模擬した建築設計の最適化設計結果を統計的に分析し、設計変数（窓面積率）以外の建築設計仕様に基づく窓面積率のデフォルト設定値テ

ーブルを提供する（Fig. 7）。ここで統計的に提供されたデフォルト設定値により得られる解析結果（記号：▲及び◆）は、全探査から得られる解析結果

（記号：●）と比較し、真の最適解（記号：■）に近い値となる（Fig. 8）。本提案に基づき、BIM による建物データ群を用いたデフォルト設定値を提供

可能とするプラットフォームを構築することで、建築設計初期段階におけるシミュレーションを用いた最適解探査の大幅な効率化が可能となる。 
 
 

 

 Fig.9 開発サッシの断面と空気の流れ Fig.10 暖房時の窓サッシ表面温度の比較 

 および給気口の写真 （業績 22） 

※熱橋となる窓サッシ部に通気経路を設け、ダイナミックインシュレーション技術を適用することで、窓サッシ外表面から屋外へ流出する熱を回収する

（Fig. 9）。実験棟を用いた実試験において、外表面温度が普通サッシと比較し顕著に低下しており、外表面温度と屋外環境温度の勾配が抑えられている

（温度勾配による熱流出が抑えられている）ことを確認した（Fig. 10）。 
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window-to-wall ratios to assign appropriate default values in 

design performance modeling: A case study of a typical office 

building in Japan」は、気候と最適な窓開口率の関係性を体系的に

知見としてまとめている。 

 

５. 気候適応建築外皮の開発と機械学習による運用 

建築外皮の気候適応性を最大化する際、気候は季節で、気象は時

間軸で変化するため、その効果を最大化するためには、気候と気象

の変化に呼応し、その性能を調整する機構を付与することが期待さ

れる。この背景の下、気候適応建築外皮 Climate-adaptive building 

shell (CABS)の開発と導入が注目を集めている。この CABS の概念

の下、空気流動によりその熱の流れを調整可能なダイナミックイン

シュレーション技術を導入した外皮の開発と実建物への適用（市場

化）を進めた。また、同じく空気流動により環境性能が可変するエ

アフローウィンドウおよびダブルスキンの性能向上と設計の合理化

に向けた研究成果を導いた。なお、CABS の導入においては、その

環境性能の調整機構を建築に求めるが、性能の可変性はシステムの

複雑化に帰結する。この課題を解決する手法として、CABS の制御

ロジックに機械学習を適用する手法論を展開した。この流れ下で発

表した研究成果を、以下に概説する。 

業績 22)「窓サッシ部へのダイナミックインシュレーションの適

用: 実験棟を用いた実環境下における基本性能評価」は、窓サッシ

へダイナミックインシュレーション技術を適用することで、窓シス

テムにおける熱橋部位の断熱性向上と結露対策に関する技術開発成

果を発表したものとなる（Fig. 9,10）。本技術は窓システムとしても

応募者らにより技術開発が進められ参文１８）、建材試験及び実建物へ

の導入による効果実証等（Fig. 11）を通し、製品として市場化され

ている。二重構造外皮内の気流制御により熱の流れを調整する本技

術は、住宅における窓システムに限らず、非住宅建築物の外皮設計

にも適用可能となる。業績 23)「ダイナミックインシュレーション

技術の適用による高性能窓システムの開発」は、開発により得られ

た技術知見をエアフローウィンドウの設計に組み込むことで、その

性能向上と、CABS が目指す気候および気象の変化に対応した性能

可変性の向上を実現した成果となる。同じく開閉パターンと空気の

流れの調整により性能が変化するダブルスキンに関しても、業績

24)「Balancing of natural ventilation, daylight, thermal effect for 

a building with double-skin perforated facade (DSPF)」では、有

孔板により構築するダブルスキンに関して、その開口特性が自然採

光および自然換気の性能に及ぼす影響を分析しており、業績 25)

「 Correlations between building performances and design 

parameters of double‐skin facade utilizing perforated screen」

  

 i) 従来型エアフローウィンドウ ii) 提案型エアフローウィンドウ 

Fig.12 従来型および提案型エアーフローウィンドウの CFD 解析結果と室内表面温度分布 （業績 23） 

※従来型では、中間層上層部に形成される熱だまり（Fig. 12 i-b）が室内側表面温度を高め（Fig. 12 i-c）、結果的に室内温熱環境を乱す一方、提案型で

は、ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ技術の応用により、室内空気を用いて室内側ガラスの表面温度を効率的に制御し、結果的にその温度上昇を抑制している（Fig. 12 

ii-c）。 

 

 

Fig.11 開発技術を導入した実住宅参文１９） 

※ダイナミックインシュレーション窓を導入した住宅を設計、建設し、そ

の環境性能を検証した（エネマネハウス 2015 参文２０））。本住宅は、共同

開発企業の研究施設で実証試験棟として現存。本窓システムは、現在市

場化され、平成 30 年度地球温暖化防止活動大臣表彰等、建設業界内で

高い評価を受ける。 
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も含め、中空層の寸法や方位を対象としたパラメトリックスタディ

を進め、その最適設計に資する知見を体系的にまとめている。 

業績 26)「Operation of climate-adaptive building shells utilizing 

machine learning under sparse data conditions」は、CABS の一

形態となるエレクトロクロミックガラスを用いたスマートウィンド

ウシステムを対象に、その制御に機械学習を適用したものであり、

気候及び気象の変化に対応し、その環境性能を最大化すると共に、

同制御に影響を受ける機械空調システムの安定性を保証可能なロジ

ックを提案している（Fig. 13）。本技術開発においては、所謂「次元

の呪い」と呼ばれる特徴量変数の種類に対するデータ量不足の問題

が、一品生産品となる建築物の運用における機械学習の適用時に発

生しやすいという課題に対し、建築における物理法則や経験則を活

用することで解決を試みている。本成果は、CABS の運用における

機械学習の適用を促進することに加え、建築物の運用全般において、

環境系シミュレーション等の基礎となる建築に関する物理法則を機

械学習の効果的なモデル構築に活用する枠組みを提案するものであ

り、建築学における機械学習の高度利用といった新たな分野開拓に

資することを期待させるものとなる。 

 

６．まとめ 

本一連の研究は、サステナブル建築物の普及を目的に、外皮設計

における科学的合理性の担保を目的としたパッシブデザインの高度

合理化に加え、より効果的なパッシブデザインを実現するための建

築外皮の要素技術の開発を行ったものとなる。この一連の研究を概

説する本報では、第 1 章で研究背景と課題を解説した上で、第 2 章

および第 3 章において、パッシブデザインとなる自然換気設計およ

び自然採光設計の高度合理化を目指し、其々の研究時期における先

端的なシミュレーション技術の外皮設計への活用方法と、その情報

共有のためのデータ分析の手法論を展開した。第 4 章においては、

パッシブデザインを効率的に進めるべく、建築設計初期段階におけ

る環境系シミュレーション技術の実行を支援する手法として、主に

BIM とシミュレーション技術の連携に資することを目的に遂行し

た研究成果を解説した。第 5 章においては、より効果的なパッシブ

デザインの実現に向け、外皮設計の高度化に資する技術開発に関し

て、ダイナミックインシュレーションを中心とした二重構成の外皮

の開発と設計に関する研究成果に加え、建築外皮の気候適応を実現

するための機械学習による運用手法の実装を目指した研究成果を解

説した。 

これら一連の研究成果は、まず建築環境系シミュレーション技術

の適用範囲を、従来の設計後期段階における性能確認的な利用法か

ら脱却させるものであり、建築設計におけるシミュレーション技術

の発展的活用に資することが期待される。外皮設計の要素技術の開

発に関しては、固定化した環境性能を想定した従来の建築外皮の概

念を超える、CABS といった世界的に注視される技術開発動向の中

で、実用的価値の高い成果に繋がっている。加えて、機械学習を適

用した建築外皮の運用ロジックの開発は、近年注目が集まる機械学

習の建築分野の適用に関して、物理法則により設計値と性能値の説

明がある程度可能となる建築物特有の事象を考慮した独自性の高い

研究方針を示すものともなり、建築学における新しい学問分野の開

拓に資するものとなることが期待される。 
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