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背景

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．

本研究では主に2010年以降の状況について取り扱っている．

住宅：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．

非住宅：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理
解されているものの普及が進まない状況であった．

エネルギー源：電化が主流の期間が15年程あった後に東日本大震災があり、

技術者、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．

社会：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，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．
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研究内容

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た．

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
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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

・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：丸山翔永，森太郎, 大柳佳紀：北海道における木造高断熱住宅の断熱
性能の劣化に関する研究，日本建築学会環境系論文集，2019年10月，第
84巻，第764号

・高断熱性能住宅の設計手法

論文2：丸山翔永，森太郎： 高断熱住宅群の設計手法の分析とエネルギー消
費実態に関する研究，日本建築学会環境系論文集，2018年6月，第83巻，
第748号，515-521

論文3：Shoei Maruyama, Taro Mori: Analysis on design method and 
energy consumption for high thermal performance housings. Jpn Archit
Rev. 2019;00:1–7. https://doi.org/10.1002/2475-8876.12112

・中古住宅流通促進の現状と性能

論文4：紺野良文，森太郎：寒冷地における高断熱改修住宅を用いた中古住宅
流通促進に関する研究，日本建築学会環境系論文集，2017年6月，第82
巻，第736号，599-607
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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 4

北海道住宅履歴システムに登録されたC値

Q値と自然温度上昇，窓面積率の関係

北海道内に建設された多くの高断熱住宅の設計手法や断熱性能の実態をアン
ケート調査や室内環境・エネルギーの実態調査から把握

2007年以降、北方型住宅とし

て登録された住宅のほとんど
がC値が1.0以下になっている。

Q値が低く、断熱性能の高い

住宅は窓面積が小さい傾向が
ある。（但し、南窓の比率は増
加）



第２章 非住宅建物の高断熱化に関する研究

・高断熱非住宅建物の室内環境

論文5：辻圭輔, 森太郎, 羽山広文, 絵内正道, 菊田弘

輝：非定常熱解析による高断熱建物を対象とした最
大熱負荷設計法の提案と検証，日本建築学会環境
系論文集，2013年12月， 第78巻，第694号，929-
938   

・高断熱建物向けの外装システムの改良

論文6：森太郎, 塚田佳奈, 舘脇英, 上林英文, 絵内正道, 
羽山広文：通気層付き外断熱複合板の外装材の乾燥
性状，日本建築学会技術報告集，2005年12月，第
11巻，第22号，275-280 
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第２章 非住宅建物の高断熱化に関する研究

非住宅建物の室内環境とエネルギー消費量のシミュレーション、高断
熱を可能にする外装システムの評価を行った。
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室内環境と設計容量の関係

通気層付きの断熱型枠

高断熱建物を対象に最大負荷
法、平均負荷法で機器容量を
決め、室温変動を比較した結
果、温度分布は両者でほとん
ど変わらなかった。

左図のような通気層でも外装
材の水分を十分排出可能であ
ることがわかった。



第３章 木質資源の利用に関する研究

・木質バイオマス燃料を用いた暖房・給湯システム

論文7：森太郎, 辻圭輔, 辻弘明, 羽山広文：ペレットボイラーとCO2ヒートポンプによ

るハイブリッド給湯システムの最適運用方法の検討，日本建築学会環境系論文
集，2015年1月， 第80巻，第707号，37-44   

論文8：Taro Mori, Yusuke Iwama, Hirofumi Hayama, Emad Mushtaha, 
Optimization of a Wood Pellet Boiler System Combined with CO2HPs in a 
Cold Climate Area in Japan, Energies 2020, 13(21), 5531; 
https://doi.org/10.3390/en13215531, IF=3.00

・CLTの断熱性能に関する研究

論文9：森太郎，鷹野敦，大島亘，植松武是：カラマツCLT 建造物の断熱性能の検証，
日本建築学会技術報告集，2018年10月，第24巻，第58号，101-106   

・木質資源の地域内経済波及効果

論文10：岩間雄介，森太郎，伊藤徳人：積雪寒冷地における環境配慮型建築の地域

内経済循環性評価に関する研究，地域産業連関表の作成とそれを用いた高断熱
住宅の地域経済波及効果の検証，日本建築学会環境系論文集，2021年3月，第
86巻，第781号，249-258
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第３章 木質資源の利用に関する研究

熱源や構造体に木質資源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．本章では①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った．また、新工法である②CLTの断熱性能について

検討した。さらに、③木造建築物が地域経済波及効果に及ぼす影響について検討し
た。
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木質ペレットの種類に
よっては、カタログど
おりのボイラーの出力
が発生せず、運用手
法の改善を行った。

経済波及効果が高いのは地場産材を用いて、集合住宅の建設と
暖房を行った場合であるが、断熱性能は大きな影響はなかった。

北海道林産試験場の
CLTパビリオン



第４章 日射受熱の制御・利用

・GISデータを利用した日射受熱の解析手法

論文11：緒形浩佑, 森太郎, 大沢飛智, 濵田裕章, 羽山広文, 菊田弘輝：GISデータによる寒冷地のダイレクトソーラーゲイ
ン住宅の設計判断に関する研究，2015年2月，日本建築学会環境系論文集，第80巻，第708号，109-116  

論文12：大沢飛智, 森太郎, 濱田裕章, 緒形浩佑, 羽山広文, 菊田弘輝：GISデータを利用した寒冷地住宅の暖房負荷解
析 ダイレクトソーラーゲイン効果に作用する周辺建物の影響の把握，2016年3月，日本建築学会環境系論文集，第
81 巻，721 号，327‐336

・日射利用手法

・遮光

論文13：森太郎, 酒井義幸, 菅原正則, 繪内正道, 羽山広文：遮光布によるアトリウム空間の光・熱環境調整法に関する
研究 : その1 遮光布を設置したアトリウムの室内環境実測調査，日本建築学会環境系論文集，2003年6月，第68 
巻，第568 号，119-125   

・南側廊下

論文14：森太郎, 辻圭輔, 菅沼秀樹, 羽山広文, 菊田弘輝：北海道における集合住宅の南側共用廊下の熱環境とその設
計法，日本建築学会環境系論文集，2012年5月，第77巻，第675号，357-363   

・PCM
論文15：高山裕香子, 森太郎, 石戸谷裕二, 松永潤一郎, 羽山広文, 菊田弘輝：寒冷地における太陽熱空気集熱器と潜熱

蓄熱材を組み合わせた外気負荷削減装置の開発:個別要素の特性によるシステム効果の数値解析，2015年2月，
日本建築学会環境系論文集，第80巻，第708号，117-126   

論文16：工藤和樹，森太郎，石戸谷裕二，大槻香子，草間友花：太陽熱空気集熱器とPCMパネルを組み合わせた換気
予熱システムの試作, 数値モデルの作成とカスケードシステムの検討，日本建築学会環境系論文集，2018年8月，
第83巻，第750号，669-678   

論文17：工藤和樹, 森 太郎：機械学習を利用した蓄熱換気予熱システムの制御手法の開発，日本建築学会環境系論文
集，2019年5月，第84巻，第759号，515-524
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第４章 日射受熱の制御・利用

断熱性能が高まるにつれ，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．本章では①GISを利用した日射データの分析、②アトリウムの遮光手法の
検討、③集合住宅における南側廊下の室内環境、④PCMを利用した換気予熱シス
テムの検討を実施した。
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GISデータから周辺建物の

正射影図、気象データを作
成しシミュレーションを実施

ソーラーヒーターとPCMを組み合わせた換気予

熱システムの開発と機械学習を用いた最適運転
評価

寒冷地の集合住
宅に設置された南
側共用廊下の評
価を実施



第５章 積雪寒冷地域の住環境福祉と断熱性能

・積雪寒冷伝統的な住居の室内環境

論文18：森太郎, 西澤岳夫, 桑原浩平, 佐藤彰治：チセとトイチセの冬期の熱環境性能に関す
る研究，日本建築学会環境系論文集，2016年2月，第81巻，第720号，189‐197   

・厳冬期被災時の住宅と避難所の温熱環境

論文19：森太郎, 定池祐季, 桑原浩平, 草苅敏夫, 南慎一, 竹内慎一：寒冷地における厳冬期
被災時の住宅と避難所の温熱環境，日本建築学会技術報告集，2016年10月，第22巻，
第52号，1021-1026   

・低所得世帯の室内環境に関する研究

論文20：紺野 良文, 森 太郎, 岩間雄介：北海道におけるFuel Povertyの実態に関する研究，
日本建築学会環境系論文集，2018年9月，第83巻，第751号，729-736   

・室内環境と高齢者の健康に関する研究

論文21：大沼 勇人，森 太郎，岩間 雄介：冬季積雪寒冷地の自宅住環境が高齢者の生活習
慣や健康状態に及ぼす影響，日本建築学会環境系論文集，2020年8月，第83巻，第774
号，625-632   

論文22：長谷川舞，森太郎，羽山広文，林基也，人口動態統計を用いた疾病による死亡の季
節依存性に関する経時的分析，日本建築学会環境系論文集，2021年5月，第86巻，第
783号，557-556
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第５章 積雪寒冷地域の住環境福祉と断熱性能

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．本章では①伝統的な住宅であるチセの室内環境、②避難所や災害時の室内
環境、③低所得世帯のエネルギーに関する意識と室内環境の実態、④高齢者の室
内環境と健康について検討を行った。
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釧路高専に二棟の
チセを建設し、厳冬
期に宿泊しつつ室内
環境測定

厳冬期避難訓練に参加しながら室内
環境測定を実施

統計データを用
いて北海道内
の自治体のFP
割合を評価

人口動態死亡
票を用いて日
本の都道府県
とEUのCSVM
を比較
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低温時の死亡感度（1℃低下したときの死
亡率上昇）は暖房コスト比に比例するため、

適切な暖房が重要。しかし、近年暖房コス
トが急激に上昇している。



成果の意義と今後の課題

本研究は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

オープン化という背景の下で建物の高断熱化の関連研究を
実施した成果をまとめた。

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，絵内らが実施してきた研究を2010年代の
時代背景と技術背景をもとに拡張させた。
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成果の意義と今後の課題

①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，
オープンデータとするべきである（北海道オープンデータポータル）。

②再生可能エネルギーが大量導入されるなかで、高い断熱性能がど
のような意味を持つのか、またそれを生かすための手法．

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，木質資源の利用が重要になる（木質資源の信頼性）。

④部位の断熱性能の向上に伴い，室内環境の常識が変化してきた。
パッシブソーラーデザインはいつまで必要なのだろうか？

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．

⑥エネルギーが高騰するなかで、低所得世帯の室内環境問題は深
刻です。
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