
 

 

積雪寒冷地域における高断熱化が建築環境へもたらす影響に関する一連の研究 

森 太郎 
 

序 研究の背景と目的 

積雪寒冷地な北海道では，建築物の室内環境向上と省エネ

ルギーは常に喫緊の課題とされ，古くから研究開発が行われ

てきた．建築学会賞としても，荒谷：住居の熱環境計画への

研究，絵内：積雪寒冷地における居住空間の温度分布，気流

分布に関する一連の研究－温度積層を有する居住空間の熱環

境計画－がある．これらの研究は，それぞれの時代背景，ま

た，それぞれの時代のツールを用いて，高断熱化やそれらが

もたらすベネフィットについて研究が実施されてきたといえ

る． 

本研究の対象範囲は主に 2010年以降について取り扱ってい

る．住宅に関しては 1989年に北海道が北方型住宅事業を実施

して以来，急激に断熱気密技術が進展し，2000 年代には現在

と変わらない技術が成立している．また，非住宅についても，

北海道開発局が外断熱事務所を数多く建設し，そのベネフィ

ットは十分に理解されているものの普及が進まない状況であ

った．暖房熱源に関しては，2011 年の東日本大震災を機会に

大きく変わった．それ以前は，電化が主流の期間が 15年程あ

ったため，技術者も利用者も電気の選択が自明であったとこ

ろから，再生可能エネルギーを含む，多様なエネルギーの検

討が求められるようになった．また，社会も特に北海道では，

高齢化，人口減少が進展することで，限界集落が多くみられ

るようになり，個人も自治体も建築物に対する投資に消極的

な時期が続いたが，現在は，省エネルギーを意識したうえで，

地域の材料，燃料，人材を使い，地域の維持に必要不可欠な

建設業を維持するサーキュレーションエコノミーを意識した

建設投資も見られるようになってきた．一方で，脆弱な世帯

の室内環境問題は深刻なままで，サポートが必要な世帯は

徐々に増加している． 

一連の研究は，以上のような背景のもと，高断熱化が積雪

寒冷地域の建物の建築環境にもたらす影響として，以下の 5

項目に関して研究を行っている． 

1.住宅の高断熱化がエネルギーと建築環境に与える影響 

2.非住宅建物の高断熱化に関する研究 

3.木質資源の利用に関する研究 

4.日射受熱の制御・利用 

5.積雪寒冷地域の住環境福祉と断熱性能 

 本論文概要は，この体系に従い，第 1 章から 5 章で，まず，

各分野の発展状況を概説したうえで，研究課題の概要とそれ

に対する拙著論文の概要を述べ，最後に研究成果の意義，今

後の発展性についてまとめる．  

第１章 住宅の高断熱化がエネルギーと建築環境に与える影

響 

1.1 当該研究分野，隣接分野の発展状況と本研究の位置づけ 

北海道では，1948 年北海道大学建築工学科の設置，1953 

年寒住法，1955 年寒地建築研究所の設置等を通して，古く

から寒冷地向けの住宅開発が行われてきた 1)．その成果は，

住宅金融公庫融資の仕様書等に利用され，1970 年代に大量

供給された．もちろん，断熱性能の高い住宅に関する研究開

発は欧米の方が早くに行われているが 2)，荒谷らによる，外

断熱 RC 造，ブロック造に関する研究 3)は世界的に見ても当

時としては先進的な取り組みだったといえる．その後，鎌田

ら 4)を中心に木造の断熱気密工法が確立され，1989 年には北

方型住宅事業が始まっている．本事業は日本で初めて行政機

関が基準となる熱損失係数，隙間相当面積を定めたうえで高

断熱高気密住宅の普及を図ったもので，図面，工法等の技術

のオープン化が進み，木造の高断熱高気密住宅の普及に大き

な貢献をしている．その後も北方型住宅は，随時見直しが行

われ，長期優良住宅事業（2007 年）が開始された際には，北

方型住宅ECO（Q 値 1.3W/m2K 以下，C 値 2.0cm2/m2 以下）

が加わるとともに，気密性能の表示を義務付けたことで，気

密性能の測定が一般的となった． 

1.2 北海道における現代木造住宅の開発と現状の性能 

論文 1：2007 年以降の北方型住宅として登録されている住宅

の断熱性能，気密性能値（いずれも設計値）をまとめたうえ

で，1989 年に北方型住宅事業が開始された前後の住宅の劣化

の状況を明らかにした．劣化箇所としては窓，換気口周りが

多く挙げられていた．また，それぞれの住宅の気密測定と熱

損失係数の推定を行った結果，1989 年前後は施工品質にばら

つきがあったため（気密性能の確保に関する知見が不足して

いた），気密性能が現代住宅並みのものから測定不能となる

ものまであり，気密性能の低さが劣化に結び付いている例が

多いことがわかった．また，熱損失係数の推定を行った．推

定手法は柳沢ら 5)，長谷川ら 6)の方法に加え，データのばらつ

きを評価することでエラーバーを表示した．熱損失係数は設

計時よりも値が低くなることが多く，設計時は全室暖房で設

計されるものの，使用時は部分間欠暖房で使用され，非暖房

室が断熱層となっていることが示唆された．この成果は，優

れた論文と評価され，Japan Architecture Review に翻訳論文

（論文 2）として掲載されるとともに，現在，この成果等を

元に中古住宅流通促進事業の一環として新しいタイプの住宅

ローンや損害保険が議論されている． 

 

図 1 北海道住宅履歴システムに登録された C 値 

1.3 高断熱性能住宅の設計手法 

 近年，地球温暖化対策の一環として建物の省エネルギー化

が叫ばれるなかで，幾つかの自治体は，高性能住宅に対して，

補助金を出している．寒冷地である北海道において最も大規

模に行われているのが札幌版次世代住宅である．トップラン

ナーからベーシックレベルまでが補助金を得ることができ，

各年度 40件の申請を受け付けている．このような高断熱性能

住宅の設計手法の分析，検証は長谷川ら 7)，菊田ら 8)が行って

きているが大規模な調査はない． 

論文 2，3：2013-2015 年に札幌版次世代住宅に登録された住

宅を対象に図面，熱損失係数の計算書，光熱費・生活実態の

アンケートを行い，設計手法の分析，熱損失係数の実測値の



 

 

把握を試みた．図 2 は Q 値と自然温度上昇の関係，Q 値と窓

面積率の関係を表している．断熱性能をあげ，より上のレベ

ルの性能とするために，設計者が窓面積を減らしているのが

わかる．一方で，断熱性能が向上しているため，日射よりも

室内発熱によって，自然温度上昇が大きくなっていることが

わかる．また，高いレベルをめざすためには，窓面積を小さ

くするものの，小さな窓を南側に設置するといった，日射取

得を意識した設計が行われていることもわかった． 

 

図 2 Q 値と自然温度上昇，窓面積率の関係 

また，設計時と使用時の Q 値を比較した場合，多くの住宅

は±20%以内に収まるが，一種換気を採用しているものは，

ばらつきが大きく，設計値を実測値が大きく上回っている場

合もあり，一種換気の効率が影響していることが示唆された．

本論文に関しては Japan Architecture Review にセレクトされ，

翻訳論文として掲載された（論文 3） 

論文 4：北海道では，新築住宅だけではなく，中古住宅流通

に関しても先進的な取り組みを行ってきた．例えば，北海道

R 住宅がその取り組みの一つとして挙げられる．北海道住宅

検査人（建築指導センターが認定する資格）が検査，リフォ

ームアドバイスを行い，住宅性能（Q 値 1.6 以下，C値 2.0以

下）を伴ったフルリノベーションを行うことで，地場の銀行

と提携しフラット 35相当のローンを利用できる仕組みができ

て 10年以上になっている．このローンに関してはその後，住

宅金融支援機構が引き継ぐことで，現在のフラット 35リノベ

のもとになっている．本論文では，このフルリノベーション

を実施した北海道 R 住宅を対象にアンケートを行い，また，

エネルギー消費量から論文 1，2と同様の手法で熱損失係数の

計算を行った．その結果，半数に近い住宅で窓に結露が見ら

れるが概ね良好な室内環境となっていること，また，熱損失

係数に関してもおおむね計算値周辺に収まっていることが確

認された．また，この検討を元に，手法をブラッシュアップ

し，論文 1 ではさらに多くの中古住宅に関して調査を行って

いる．さらに北広島市の戸建て住宅団地（1970 年前半に分譲

が行われているため，改修時期を迎えており，また，高齢化

が進んでいる）を対象に大規模なアンケート調査を実施し，

高齢者は「このまま住み続けたい」という意思が強い一方で，

住宅性能や改修コストに関して不安をもっている現状をあき

らかにした．これらの調査を元に，国交省のストック流通推

進事業として採択され，現在は地場の金融機関とリバースモ

ーゲージの検討等が行われている．また，本研究をまとめた

成果に関して一般財団法人・住総研より第 18回住総研研究・

実践選奨を受賞した． 

第２章 非住宅建物の高断熱化に関する研究 

2.1 当該研究分野，隣接分野の発展状況と本研究の位置づけ 

現在，世界中で ZEB の取り組みが行われている 9)．しかし，

寒冷地では住宅の高断熱化が進む一方で非住宅建物の高断熱

化は発展途上である．もちろん，寒冷地においても ZEB の事

例 10)11)はあるが，どうしても高効率設備に頼らざるをえない

場合が多い．床面積に占める外皮面積が小さく，断熱性能が

省エネルギーに与える影響が比較的小さいこと，断熱施工自

体がまだまだ一般的でなく，高価であること．また，デザイ

ナーが断熱性能を高めたデザインを好まないことが原因とし

て挙げられるが，一方で，比較的大規模な建物において高断

熱化がどのような効用を生むのかについては明らかになって

おらず，断熱性能が高くなっても設備容量に顕著な違いが発

生しないこと 12)，また，断熱施工をした際にトラブルが発生

したこともあり 13)普及の妨げになっていた． 

2.2 高断熱非住宅建物の室内環境 

論文 5：本研究では，積雪寒冷地の高断熱建物（療養型多機

能福祉施設）を事例に実測調査とシミュレーションを行い，

熱容量を考慮に入れた空調機器容量の設計手法 14)を検討した．  

 

図 3 断熱厚さ，空調運転方法と暖房負荷の関係 

 

図 4 暖房最大能力と室温変動，負荷率の関係 

図 3 は断熱厚さ，空調運転方法と暖房負荷（負荷率別）の

関係である．大規模建物の場合，断熱厚さは期間負荷に大き

な影響を与えないと言われているが，少なくとも 150mmまで

は効果を発揮することを確認した．また，対象建物の断熱厚

さは壁 150mm，屋根 250mm に決められた．図 4 は暖房最大

能力と室温変動，負荷率の関係である．現状では大規模建物

は最大負荷によって設備容量が設計されるのが一般的だが，

断熱性能が高い場合，平均負荷を用いても室温の最低値は許

容範囲に収まることを示した．これらの成果は空気調和衛生

工学会技術振興賞の成果の一部となった． 

2.3 高断熱建物向けの外装システムの改良 

論文 6：北海道の戸建住宅や公営住宅では外断熱の仕上げと

して多孔質系外装材が多用されていた．この外装材は，工場

で断熱材と外装材を複合パネル化し，そのままコンクリート

型枠として使用するため，工事単価が安く普及が進んだ工法

であった．一方で，この工法を採用した建物で塗膜の剥がれ

等の凍害が多く発生し，日本建築学会北海道支部では委員会

を組織し，原因究明を行うとともに「外断熱複合板の耐久性

向上技術の開発研究報告書」13)を出版した．この原因として

は，この外装材が水分を吸水しやすく，その水分が冬期に凍

結膨張をおこしている，通気層がないため，外部風圧の逃げ



 

 

場がなく，シーリングの隙間等から水分が外装材内に侵入す

る等が挙げられた．そこで，開発されたのが，図 5 のような

通気層が施工された断熱材に対して，多孔質ボードを接着し

て複合板とする工法である．本論文では，一旦含水率を高め

た外装材に断熱材を貼り付け，通気層の有無による含水率の

低下速度を検討した上で，下図のように実際の建物に取り付

けて通風の状況を確認した．その後，対象製品は販売され，

普及製品の一つとなった． 

 

図 5 開発した製品の実験風景 

第３章 木質資源の利用に関する研究 

3.1 当該研究分野，隣接分野の発展状況と本研究の位置づけ 

 積雪寒冷地においては建物を高断熱化することによって，

室温の維持に関するエネルギーを削減することができるが，

熱源や構造体に木質材料を利用することでライフサイクルを

通じた化石エネルギーの使用をさらに削減することができる．

また，人口密度の少ない，積雪寒冷地域は木質資源の宝庫で

あり，これらの有効利用を促すため，世界中で既存の Raw 

Material の木質資源による代用に関する研究が進められてい

る 14)．本章では，まず，暖房，給湯燃料として木質材料を利

用したシステムの検討を行う．本システムはバイオマスボイ

ラーを CO2 ヒートポンプ（CO2HP）でバックアップするシス

テムであるが，バイオマスボイラーに関する研究 15)等はこれ

までもあったが，このようなシステムについての詳細な研究

は本研究までなかった．木質材料は CLT（Cross Laminated 

Timber）を対象とした研究である．CLT の利用，また，

LCCO2 に関する研究はヨーロッパで先行している 16)17)等．本

研究では，LCCO2 に大きな影響のある建物の断熱性能につい

ての検討を行った． 

3.2 木質バイオマス燃料を用いた暖房・給湯システム 

論文 7，8：対象としている建物は 2 章でも扱った，北海道伊

達市に建設された障碍者支援施設である．この建物は暖房，

給湯の熱源としてペレットボイラー（PB）と CO2HP を利用

していた．図のように開放式の貯湯槽に貯湯された湯の温度

を PB と CO2HP によって維持するというシステムであった．

夏期は水温は維持されていたものの，冬期になると水温が十

分に維持できなくなった．その原因を探ったところ，木質ペ

レット（伊達市で生産されている）が PB の定格出力を測定

したものよりも大幅に低いことが判明したため，図 6 のよう

に①貯湯槽に給水が始まる水位を昼間水位，夜間水位と別に

し，また，昼間水位を維持するための給水量も絞り，PBのピ

ーク負荷を減少させた．②CO2HP は夜間電力時間帯に加熱給

湯運転のみ行うとして，保温循環運転は行わないことで COP

の向上を達成した．木質ペレットは，環境性の高い燃料であ

るが，一方で，燃料の品質，供給体制に不安があるのも事実

であり，本システムのように他のシステムと補完できるシス

テム構成を検討する必要がある．また，論文 8 では，木質ペ

レット燃料の地域経済波及効果について取り扱った．寒冷地

において暖房給湯燃料は LCCに大きな影響を与えるが，エネ

ルギーを海外に依存しているわが国では，エネルギーコスト

への投資は地域外や海外に流出してしまう．本施設のように

地域内で生産されている木質ペレットを燃料として用いると

燃料への投資が地域内を循環し，地域材以外の燃料を用いた

場合に比べて約 2.5 倍の地域経済波及効果を生み出すことを

明らかにした．論文 7 の成果は，論文 5 とともに空気調和衛

生工学会技術振興賞の一部となった． 

 

図 6 貯湯槽をバッファーとした PB と CO2HP の高効率運転 

3.3 CLT の断熱性能に関する研究 

論文 9：近年国内の林業活性化や建築物の LC CO2の削減が

求められる中で CLT が注目を集めている．CLT は 90 年代に

オーストリアで開発された材料で，現在は大規模建築物にも

利用され始めている．その特徴の一つとしては，大量の木材

を使うことができる点で，これによって，多くの炭素，エネ

ルギーを固定化することができ，環境性能に優れた材料とい

う認識が広がっている．本論文では，北海道に建設された二

棟のCLT建築物に関して熱損失係数（特に CLT部分の断熱性

能）の推定とサーモカメラによる表面温度の測定を実施した．

その結果，CLT が外装になっている建物ではヨーロッパで用

いられている 0.11W/mK，0.13 W/mKといった熱伝導率よりも

大きめの値となり，外断熱の建物では熱伝導率を 0.127 W/mK

とした場合にリーズナブルになっていることが確認された．

つまり，CLT を外装に用いる際には含水率が高くなることに

よって，熱伝導率が高くなることが示唆された．また，表面

温度については接合部や断熱材の支持部材に熱橋が確認され

た．また，CLTを用いた ZEBの可能性についても検討を実施

した．CLT の熱伝導率は断熱材の熱伝導率と比較すると著し

く低いため，寒冷地においては，RC と同程度の断熱が必要

であることがわかった．本研究の成果を利用して北海道林産

試験場に CLT パビリオンが建設され，CLT パビリオンで実施

された研究は CLT パビリオンが 2020 年に Good Design 賞，

Wood Design 賞を受賞する業績の一つとなった． 

3.4 木質資源の地域内経済波及効果 

 木材の CO2 固定効果が注目されており，世界中で木造建築

がブームとなり価格が高騰している．一方で一時期よりも改

善したとはいえ，相変わらず国産材と海外材の間には価格差

があり，林業はひきつづき厳しい状態におかれている．国産

材を建物や燃料として利用する場合は，輸送に伴う CO2 排出

に対して優位であるだけでなく，地域木材を消費することに

よる地域内の経済循環効果，林業が維持されることによる防

災効果なども考慮に入れたうえで積極的な利用策や財政的な

サポートがされるべきだが建築分野で定量的な研究はほとん

ど行われていない． 

論文 10：環境配慮型建築の地域内経済循環性評価に関する研

究である．北海道をはじめとする森林資源が豊富な地域では

木造の公営住宅が建設されつつある．本論文ではこのような

集合住宅の建設を地域材の木材で行った場合，外材を含む一

般的な木材で行った場合，RC 造で行った場合，また，燃料

を木質ペレットと灯油で行った場合の地域経済波及効果の比

較を行った．その結果，外材を用いた場合に比べて地域材と



 

 

地域材の木質ペレットの組み合わせが大きな地域経済波及効

果を生むことがわかった． 

第４章 日射受熱の制御・利用 

4.1 本研究の位置づけ 

建物の断熱性能が高まるにつれ，室内のオーバーヒートの

リスクが高まるため，日射の制御が必要となる．パッシブソ

ーラーデザインでは，庇，ブラインド等の窓付属物，また樹

木等の周辺環境をデザインして冬期の日射受熱を最大化しつ

つ，夏期の日射をコントロールする手法をとってきた．現在

は，さらに断熱性能が高まってきたので，一年を通してオー

バーヒートが発生する可能性があり，高度な日射制御が求め

られるようになってきている．  

4.2 GIS データを利用した日射受熱の解析手法と当該研究分

野，隣接分野の発展状況 

 ダイレクトソーラーゲインを暖房熱源として利用するため

の研究の歴史は長い．日本においても昭和 50年代から行われ

ているが 18)，体験的に日射の有効性に着目した近代住宅の設

計は，北海道においても戦前（北海道庁の農政部）19)から行

われている．他方，現代の住宅は，その当時の住宅の建設手

法，建材とは全く異なってきている．日射制御手法 20)等，日

射モデル 21)，解析手法 22)23)24)等も次々と新しい技術が生まれ

ており，時々の技術によって更新されて行く必要がある． 

論文 11，12：この二つの論文は近年入手が容易になってきた

GIS データを利用し，都市内の周辺状況をシミュレーション

や設計の境界条件に取り入れる試みである．参考文献22,23，

24 のように，一つの建物を対象として，日射受熱に対する周

辺の影響を検討する研究，手法は多くあるが，本研究のよう

に，数多くの建物を対象とし，パラメトリックスタディが可

能な手法はない．図 7 のように地図情報である都市計画基礎

調査データと高さデータ（論文 11では，都市計画基礎調査に

保有されている階数情報，論文 12では人工衛星だいちの画像

センサー情報を利用している）を利用し，解析対象敷地の建

物情報を取り除いたうえで，周辺建物を 3D 化し，敷地中心

に視点をおいた正射影画像を作成することで，これを拡張ア

メダス等の気象データと重ね合わせて，対象敷地の気象デー

タを作成する手法を提案した．また，日射受熱は南側が重要

であるため，南側がどのくらい開けているのか判断する指標

として，南側天空率（Rss）を提案した． 

 

図 7 周辺状況のモデル化 

 論文 11では，Energy-plusを利用して，窓面積，窓性能と南

側天空率と日射受熱，窓を通した熱損失の関係を分析した結

果，南側天空率が 0.4 を超える場合，日射受熱が熱損失を上

回ることがわかった．また，南側天空率が 0.5 を超える敷地

に対して，日射のマルチバンド解析を実施し，窓種類，熱容

量の有無，室内表面色の関係を検討した． 

 論文 12では，まず，札幌市北区（札幌駅北側のエリア）の

住宅地 572 件を対象に，本手法と Energy-plus の周辺障害物に

関する解析手法の比較を行い，同程度の結果がでているもの

の，解析速度に関しては同じ条件下で EP が 30 分を要した計

算に，本手法は 15秒程度しかかからなかったことを確認した．

その上で，対象エリアの建物の年積算全天日射量を計算し，

気象データ上の全天日射量の 90%を得られる敷地は 2%程度

しかないこと，また，図 8 のように，暖房負荷が南側天空率

と良い相関があること，南側天空率や窓の性能によって，暖

房負荷が最小となるような窓面積が存在することが示唆され

た．これらの関連研究では太陽エネルギー学会において，共

同研究者が奨励賞（2014 年）を取得している． 

 

図 8 年積算暖房負荷と天空率，南側天空率の比較 

4.3 日射利用手法の多様化と当該研究分野，隣接分野の発展

状況 

 我が国のように比較的緯度の低い地域に積雪寒冷地域があ

る場合，日射受熱は効果的な暖房熱源になり得るが，過度に

入れすぎると，室温の上昇だけでなく，放射環境の悪化を招

くため，高度な制御が求められる．また，近年の高断熱によ

る省エネルギーと室内環境改善の試みは，日射受熱に頼らな

くても所与の環境を手に入れやすくしているが，日射の制御

を誤るとオーバーヒートを促進する．断熱のさらなる高度化

と日射の利用をマッチさせるためには，パッシブソーラーに

とどまらない利用手法の多様化が必要不可欠である．本節で

は，アトリウムにおける遮光布を利用した日射制御，集合住

宅の南側共用廊下の熱環境の実測，解析事例，PCM を利用し

た換気予熱手法について述べる． 

論文 13：本論文では，アトリウムの遮光，遮熱の問題を取り

扱った．積雪寒冷地のアトリウムの熱環境については，絵内

ら 25)が多くの研究を行い，また，熱環境の調整手法について

は石野らが大規模なアンケート調査 26)等を行っていた．その

中で，アトリウム内の遮光装置についての言及はあるものの，

実際にどの程度の効果があるのか実証的な研究は行われてい

なかった．本論文では，札幌市立高等専門学校（現，札幌市

立大学）の二棟の同形状のアトリウムに垂直遮光と水平遮光

の二種の遮光を行い，その室内環境の比較を行った．布の種

類は 4 種類で，色，反射率，透過率をもとに選択した．図 10

にアトリウムの遮光状況と床面の照度分布を示す．布の種類

（色，透過率，吸収率）によって布の温度，室内熱環境，光

環境に及ぼす影響を把握した．総合的（利用者へのアンケー

ト調査もふまえて）に最も効果的と考えられたのは反射率の

高い布を垂直に用いる方法であった． 

 
図 9 アトリウムの遮光状況と照度分布 

論文 14：本論文では，公営住宅の南側共用廊下を取り扱って

いる．北海道の公営集合住宅では共用廊下は雪や寒さ対策か



 

 

ら屋内化されていることが多い．しかし，ほとんどの共用廊

下は北側に設置されているため，非常に熱環境がわるく，単

なる通路空間として利用されている．このような空間を共用

空間として利用する検討 27)28)はいくつか行われてきたが，実

現したプロジェクトを用いた調査は行われていなかった．本

論文では，北海道釧路町に建設された南側共用廊下をもつ公

営住宅を対象に実測から室内環境を形成している要素を把握

し，また，室内環境シミュレーションを行って，南側共用廊

下の設計判断資料を作成した．図 10が対象空間である．実測

結果からは，夜間はほぼ外気温に近く，日中は-15℃の環境下

でも 15℃以上となっており，コート無の活動が可能であるこ

とがわかった．また，シミュレーションを元に，簡易式での

室内環境の計算を可能にした結果，南側共用廊下の成立条件

（室温が確保できる，居室への影響も大きくない）を検討し

た結果，日射吸収率の高い内装仕上げとすること，廊下幅を

広くしないこと，窓面積を必要以上に広くしないことが求め

られた． 

 

図 10 釧路町遠矢団地の概要 

論文 15，16，17：一連の論文は PCM を利用した換気予熱手

法に関する検討である．PCM に日射を蓄熱させ，暖房利用す

る研究は数多くある 29)30)31)．しかし，多くは室内に設置して

おり，その場合，蓄放熱近辺の温度変動がない場合，蓄放熱

の機会を失ってしまう．また，高断熱化が進んでいる北海道

では，日射受熱が冬期であっても室内環境を悪化させる要因

になりつつあることを考えると，蓄熱させるための日射が室

内環境を悪化させる原因にもなりうる．また，これ以上の高

断熱による省エネルギー化が難しくなってきていることを考

えると，換気負荷に注目し，日射を蓄熱させたうえで，外気

温の低い夜間の換気予熱に利用する手法は理にかなっている．

さらに一連の論文では，複雑な制御が必要となるため，まだ

シミュレーション段階だが，制御に対して機械学習の適用を

検討している．本研究のように建築設備の制御に関して機械

学習を導入した研究例はわが国では少ないが海外では徐々に

多くなっている 32)33)等．今後さらなる強化が求められる研究

分野であると考えられる． 

まず論文 15 では，アルミパック入りの PCM をダクト内に

つるし，その入り口に太陽熱集熱器を設置して実験を行った．

その結果，このようにシンプルなシステムでも太陽熱の夜間

移行が可能であること，一方で，量や形状（換気の場合，風

量が多くないため，ダクト内に温度分布が生じ，効率の良い

熱交換ができない），PCM の融点を調整する必要があること

がわかった．また，太陽熱集熱器，PCM のシミュレーション

モデルを作成し，実際の太陽熱集熱器，PCM との精度把握を

行ったうえで，PCM の融点，PCM の量，太陽熱集熱器の枚

数をパラメータに外気負荷削減率（オーバーヒートしていな

い時間帯）の計算を行い，PCM なしでは 5%程度の削減率で

あったものが，最大で 30%（釧路，PCM34.2kg，集熱器 2 枚）

の削減効果があることがわかった． 

 

図 11 PCM パネル 

 

図 12 換気予熱システムのシミュレーションモデル 

論文 16 では，論文 15 の反省点を活かし，温度分布の生じ

づらい，上下方向に空気を移動するシステムを作成し（図

12），また，積層させることを前提に三種の PCM パネル（中

密度木質繊維版をレーザーカッターで加工，図 11）を作成し

た．そのうえで，論文 13と同様の実験を行い，シミュレーシ

ョンモデルを作成した．このモデルでは，太陽熱集熱は，一

旦室内の空気（冬期でも 20℃近くに維持されている）を太陽

熱集熱器に送り，温度上昇させたうえで，PCM パネルに供給

する．PCM は融点以下の温度では効果を発揮しないため，こ

のような手法をとることでPCMの融解する機会を増やすこと

ができる．また，PCM を融解させるための給気と予熱する外

気の経路を逆にして，時間によって切り替えるようにしてい

図 13 各手法の効果 

 



 

 

る．このようにすることで，一旦，上昇した外気が，十分に

融解，あるいは加熱されていないPCMによって冷却されてし

まうことがないようにしている．また，PCM パネルの融解温

度を太陽熱集熱器から近い順に徐々に下げていくことで，蓄

熱の機会を増やすこともできる．シミュレーションを行った

結果，融点を高くすることで暖房としての効果も得られるこ

と，一方，融点に幅を持たせることで，換気予熱装置として

の利用期間を長くできることが確認できた． 

論文 17 では，論文 16 で検討したシステムを機械学習と天

気予報を用いて制御する手法について検討した．図 13に示す

ように対象システムの運用は非常に複雑であり，また，現在

の蓄熱状況を考えつつ，天候の変化に関しても風量の増減を

行うことで高効率に運転できる可能性がある．例えば，これ

から天気がよくなるのであれば，現在は風量を抑えて運転し

つつ（高温が得られる），天気が良くなってから風量を増大

させる等である．このように多くのパラメータがあるシステ

ムにおいては，機械学習が有効である．本論文では，Q-

learning を用いた機械学習を導入したシミュレーションを実

施し，他の運用手法と蓄放熱量，暖房負荷の削減量を比較し

た．図 13 に結果を示す．AC，AC(label)が機械学習を適用し

た結果である．label は気象データの予測に天気の情報を付け

たかどうかの違いを表しており，ついていない場合は，過去

の気象データから最も外気温の一致度の高い情報を予測デー

タとして参照することを意味している．図 14に示すように，

12 月において，AC を適用したケースが最も評価が高くなっ

たが，1月，2月ではCase1（6-16時：蓄熱，16-19時：中段，

19-6：放熱）よりも評価が低くなった．気象状況とその際に

選択するファンの動作は膨大な組み合わせがあるが，現在は

Q-table による評価を行っているため，選択，組み合わせに限

界がある．今後，手法の改善を行うことで，システムの改善

を図る予定である．  

第５章 積雪寒冷地域の住環境福祉と断熱性能 

5.1 本研究の位置づけ 

 積雪寒冷地域では，その低温環境によって住環境に様々な

トラブルが生じる場合がある．特にそのトラブルは生活に困

難のある世帯で顕著になる．例えば，低所得世帯，高齢者，

障碍者，災害にあった世帯等である．そういった世帯が住生

活に困らないようにするのが生存権と国の社会的使命を規定

している，憲法 25条の「すべて国民は，健康で文化的な最低

限度の生活を営む権利を有す」であるが，寒冷地の住宅には

このレベルに至っていないものも多くある．本章では，この

問題を解決していくために，積雪寒冷地域の伝統住居が抱え

ていた問題，災害避難所の実態，低所得世帯の実態について

検討した結果について報告する．  

5.2 積雪寒冷伝統的な住居の室内環境と当該研究分野，隣接

分野の発展状況 

論文 18：アイヌは北海道の先住民族である．北海道だけでな

く，北東アジア，ロシアにも居住していたとされ，近年まで

特有の価値観を持ち，北方地域の自然と共生してきたとされ

ている．彼らの住居が「チセ」である．チセに関する資料は，

チセが近年まで存在していたにも関わらず多くない 34)35)等．

また，建物の形状，生活様式に関する研究はあるものの，特

に室内環境に関する研究はほとんどない 36)37)．本論文では，

釧路市に 2 棟のチセを建設し，その室内環境，断熱性能を測

定した結果について報告している． 

図 14は北海道釧路市の釧路工業高等専門学校の敷地に建設

した 2 棟のチセである．建設には，科学研究費補助金を用い

て購入した木材，茅を利用し，土工事以外は学生と協働で建

設した．チセは図のように，屋根が先行し，チセプニといわ

れる，柱を立てたのちに屋根を持ち上げる儀式があるが，こ

の程度の屋根でも非常に重量があり，建設しなければわから

ないことが多くあった．建設後は厳冬期に室内環境測定を実

施した．その結果，茅をかなり厚く施工していたであろうと

いうこと，床とは熱的に縁をきっていたであろうこと，トイ

チセの熱環境はよかったものの，空気環境が劣悪だったこと

等がわかった． 

北極圏域には国際的な枠組みとして Arctic Council50)があり，

その下に Sustainable Development Working Group があり，先住

民族の地位向上をふまえた北極圏の持続的開発が検討されて

いる．本研究成果は 2020 年に出版されたレポート Zero 

Arctic51)に利用された． 

 

図 14 建設した 2 棟のチセ 

5.3 厳冬期被災時の住宅と避難所の温熱環境と当該研究分野，

隣接分野の発展状況 

論文 19：災害により被災した場合，また，被災のおそれのあ

る場合，自治体から住民に対して避難勧告が発令される．そ

の場合の避難先は自治体があらかじめ指定した避難所であり，

一般的には，小中学校の体育館，集会所である．これらの施

設はもともと居住を想定した施設ではないため，厳冬期には

非常に過酷な環境になっている場合もあるが報告は多くない
38)39)．学術的に意味はあったとしても，深刻な状況下での実

測が難しいからである．本論文では，2012/11/27 に暴風雪を

原因として発生した北海道登別市，室蘭市周辺で発生した大

規模な停電が住環境におよぼした影響と北海道帯広市で実施

されている厳冬期防災訓練時の避難所の室内環境について報

告した．図 15は登別市で実施した，停電後の室内環境に関す

るアンケート調査である． 

停電後，約 1 日で寒い，非常に寒いという住宅が 50%を超

えていることがわかる．この災害の場合，暴風雪による停電

であるため，1 日経過すると，暴風雪は収まっているため，

停電も徐々に解消していくが，地震等で大規模に電力ネット

ワークが被害を受けた場合はより長期間暖房が使えなくなる

ため，避難者が多数となる可能性がある．その他，本アンケ

ートでは，自治体の情報提供体制，非常用暖房機（ポータブ

ルストーブ）の効用について分析を行った．図 16は帯広市で

毎年実施されている厳冬期防災訓練時の避難所（小学校体育

館）の室内環境である．この避難訓練時は 40kW のヒーター

を 4台使用しているため，居住域は 10-15℃まで暖房されてい

るが，実際の避難時はこのように多くのヒーターは利用でき

ない可能性が高い．また，このヒーターは灯油を燃料として

いるため，真夜中に天井で結露が発生し，雨のように降って

くることなどがわかった． 

本論文は北海道版 HUG（避難所運営ゲーム）という防災研



 

 

修ツールを開発する際に知見として利用され，また，申請者

も開発にかかわった．現在，北海道版 HUG は北海道内のす

べての振興局に配布され，貸し出しがされており北海道で最

も利用されている防災研修ツールの一つとなっている 52)．ま

た，共同研究者とともに，関連論文で北海道開発技術センタ

ー 寒地技術賞（地域貢献部門）を受賞した．さらに，この

研究形成されたネットワークを通じて空気調和衛生工学会の

北海道胆振東部地震に関する報告書を作成した 53)． 

 

図 15 停電後の体感の推移 

 

図 16 避難所（厳冬期防災訓練時）の室内環境 

5.4 低所得世帯の室内環境に関する研究と当該研究分野，隣

接分野の発展状況 

論文 20：低所得世帯は暖房コストや室内環境に関する脆弱性

がある．わが国では小規模住宅の室内環境の質に対して効果

的な規制がないため，低所得世帯は断熱性能のよくない住宅

に住んでいることが多く，冬期になると十分な室温を得るこ

とができないだけでなく，換気を絞り，不適切な暖房器具の

使用をしてしまうため，空気環境の悪化を招き，健康問題に

結びついている．この状況を Fuel Poverty（FP）と言い，ヨー

ロッパではイギリスで様々な統計がとられている 40)，様々な

研究レポートが執筆されているが，日本ではこのようなレポ

ートはない 41)42)等．本論文では，アンケート調査と統計デ

ータの分析から北海道内で FP となっている世帯の特徴と FP

となっている世帯が多い地域の特徴を明らかにした．図 17は

美瑛町と砂川市で実施したアンケートの結果である．いずれ

のアンケートでも世帯主が女性である方がFP率が高くなって

いることがわかる．年齢にかかわらず，女性が世帯主となっ

ている場合は所得が低くなっているためと考えられる．図 18

は北海道内の市町村におけるFPとなっている世帯の割合であ

る．道央の旧産炭地域でFP世帯率が非常に高くなっているの

がわかる．この研究がベースになり，北海道大学医学部の公

衆衛生研究室との共同研究がはじまり，また，来年度から全

国的にはじまる，子供の貧困調査において，北海道のいくつ

かの自治体では，住環境や暖房コストの項目を入れることが

できるようになった． 

 

図 17 世帯主の性別による FP 率の違い 

 

図 18 各市町村の FP 世帯率 

5.5 室内環境と高齢者の健康に関する研究と当該研究分野，

隣接分野の発展状況 

論文 21，22：近年，空気環境や室内温熱環境等の室内環境が，

老年期における身体健康状態や慢性疾患，精神的健康などに

影響を与える可能性があると注目されている．そのため，近

年室内温熱環境と慢性疾患の相関を見る研究が数多くなされ

るようになってきた．例えば，前川ら 43)の研究では，高知県

梼原町において室温と循環器疾患発病リスクの相関を解析し

ており，同地域では松本ら 44)の研究で脳健康指標との相関も

解析されている．また，長谷川ら 45)は脳卒中死亡率の高い山

形県の地域で室温と血圧との解析を行っている．寒冷地であ

る北海道においても，鵜川ら 46)の研究で札幌市の小学生 4500

人を対象とし，医学的見地から，暖房器具等の住環境とアト

ピー性皮膚炎，喘息の相関解析や，紺野らの研究論文20でア

ンケート調査によるFPの実態の調査がなされているが，室内

温熱環境の測定値と慢性疾患の関係を調査した既往研究例は

少なく，数の多い母集団は扱われていない．北海道は断熱性

能の良い住宅が普及していることで，他地域に比べると比較

的室温が維持されており，そのような母集団で行われた調査

は，室温変動の大きな他地域で行われた調査の結果を補強で

きると同時に，寒冷地の室内環境とその健康影響について重

要な知見を与えられる．論文 21では，千葉大学が中心となっ

て実施している JAGESに参画している北海道の調査対象者宅

の室内温湿度測定と健康状態，生活実態のアンケートを行っ

た．居間の室温変動についてはこれまでの同種の調査と比較

すると室温が高く，安定していることがわかった．これらの

データをもとに，平均温度，1/4 温度，睡眠時平均温度，室

間温度差，喫煙習慣，飲酒習慣，睡眠習慣，築年数を説明変

数とし，慢性疾患の有無を目的変数としたロジスティック回

帰分析を行った．表 1 は分析結果の一例である脳卒中と室内



 

 

環境の関係である．1/4 温度（住宅の室温変動分布において

25パーセンタイルの温度）が 18℃以下の住宅では脳卒中のオ

ッズ比がリファレンスに対して 15.23 と非常に高くなった．

その他の症例でも室温の低さが疾病に影響していると考えら

れる事例が，筋骨格疾患，心疾患にあった．一方，他の研究

で頻繁に指摘されている高血圧については室内環境との関係

は認められなかった．本研究は北海道大学医学研究科との共

同研究であり，この結果は，JAGES ATTACH のフレームワー

クを通じて調査対象の自治体に還元されており，地域の健康

増進に関する情報として活用されている．  

 論文 22 は 1972-2015 の人口動態死亡表を用いた大規模なデ

ータ分析の結果である．44 年間の 4000 万人を超える死亡者

をその死亡した日，場所の日平均気温とリンクさせたデータ

ベースを作成し，著名な籾山らの研究，ヨーロッパで行われ

てきた CSVM を用いて，ヨーロッパの国々と日本の都道府県

の比較，各都道府県における死亡率と外気温の関係を分析し

た．図 19は光熱費に占める暖房コストの割合と死亡率と外気

温の回帰係数の関係を表している．暖房コストの割合が高い

と回帰係数が大きく（0 に近く死亡率に与える外気温の影響

が小さいことを表している）室内を暖房することで冬季の

premature death を減少させることが示唆された． 

表 1 脳卒中と室内環境の関係 

 

 

図 19 回帰係数と暖房コスト比の関係 

結 成果の意義と今後の課題 

一連の研究は，積雪寒冷地である北海道で，主に 2010年以

降の次のような背景のもとで実施された．1.高断熱高気密化

に関する知見，技術が十分に社会や技術者に浸透している，

2.東日本大震災というエネルギーに関してのドラスティック

な変化があった，3.高齢化や人口減少に伴う地方の衰退とい

う時代背景，4.測定機器の高精度化，低廉化，5.シミュレー

ションソフト，データのオープン化．実施した研究は建物の

高断熱化の関連研究であり，①住宅の高断熱化がエネルギー

と建築環境に与える影響，②非住宅建物の高断熱化に関する

研究，③木質資源の利用に関する研究，④日射受熱の制御・

利用，⑤積雪寒冷地域の住環境福祉と断熱性能，以上の観点

から取り組んだ研究をまとめたものである．それぞれの観点

で取り組んだ課題を体系的に整理し，ほぼ 10年間に申請者が

発表した，日本建築学会環境系論文集 17本，日本建築学会技

術報告集 3 本，Japan Architecture Review 1 本，Energies 1 本を

取りまとめたものである． 

断熱性能と室内環境は伝熱系としてはシンプルな課題であ

るものの，それをどのように解析し，性能を達成するのかに

ついて，荒谷，絵内，鎌田，福島，鈴木憲三，鈴木大隆とい

う先達が研究を実施してきた．積雪寒冷である北海道では，

全国に比べて技術が早く進んだため，2010 年以降は前記の時

代背景のもと，その技術の適用範囲，認知度，ベネフィット

を拡張させる期間だと考えられる．その意味において①で住

宅性能を調査しつつ，中古住宅に断熱技術を適用するための

貢献をした点（e．社会的貢献度，実用的価値），②において

非住宅に厚い断熱を施す手法とその効果を把握した点（d．

今後の発展への影響，波及効果），③において，これまで取

り組まれていなかったシステムや木質材料の検証をした点

（a.新しい学問分野の開拓），④においてパッシブソーラーデ

ザインを GIS という今後ますます発展する情報を利用して解

析を行っている点（a.新しい学問分野の開拓），⑤において，

社会保障という今後ますます深刻化する問題に対し断熱・建

築環境が重要な役割を持っていることを指摘している点

（d．今後の発展への影響，波及効果）は先駆的且つ重要な

意義を持っていると自負している． 

また，それぞれの観点の今後の課題は①今後，住宅性能は

ボトムアップが進むと考えられる．様々な機関と協力し，室

内環境・エネルギー消費量データを誰もが利用できる形で蓄

積していき，住宅履歴データベースに結合する必要がある．

②非住宅は，再生可能エネルギーが大量導入されていく中で

高い断熱性能をどのように生かしていくのか，そのアプリケ

ーションの手法が課題になると考えられる．③ZEB が達成さ

れていくと相対的に建設，廃棄の CO2発生量が大きくなるた

め，木質燃料の使用，木質材料の利用は今後も促進されると

考えられる．④断熱性能の向上に伴い，室温の維持に関する

考え方が変わってきている．これまでのパッシブソーラーデ

ザインとは違う日射制御，シミュレーションが求められると

考えられる．⑤人口減少，高齢化が進んでいく中で，格差問

題が深刻になっている．良好な室内環境で過ごすことができ

ないのは，機会損失の一つである．医療や社会福祉分野との

連携がますます重要になると考えられる． 

過去の応募歴 

 本研究は 2020 に応募した内容に新たにグッドデザイン

賞，ウッドデザイン賞の受賞歴，Arctic Council での報告書執

筆歴，北海道版 HUG への貢献，北海道胆振東部地震の空気

調和衛生工学会報告書への貢献と過去 1 年間に採用された関

連論文 8，10，22 について内容を加えた．上記の部分につい

てはアンダーラインを施している． 
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