
 
 建築 CPD 申請中 

第 51 回熱シンポジウム 

「カーボンニュートラルに向けた熱環境デザイン」 
 

 

2021 年の COP26 では，パリ協定につづき，グラスゴー気候合意が採択され，世界中でカーボンニュ

ートラルに向けた取り組みが加速している．一方で，建築物は新型コロナの感染拡大下の状況下で換気

量の増大によるエネルギー消費量が増大を経験し，昨今はロシアのウクライナ侵攻によりヨーロッパを

中心にエネルギー危機が進行中である．したがって，カーボンニュートラルは建築物において地球温暖

化への対応だけでなく，日々の生活の問題，例えばエネルギー消費量の削減やアフォーダブルな室内環

境の確保という観点からも重要である．そこで，本シンポジウムではカーボンニュートラルが熱環境デ

ザインに与える影響について，必要性，海外動向，性能検証，ファサードデザイン，建物種別という観

点から議論を行う． 
特別企画：見学会（先方からの依頼により中止いたします） 
主 催 ：日本建築学会 環境工学委員会 熱環境運営委員会 
共 催 ：北海道大学建築環境学研究室，北海道大学北極域研究センター，日本建築学会北海道支部 

空気調和衛生工学会北海道支部，北海道建設技術協会 
開催日時：2022 年 12 月 10 日（土）14:00～18:30 および 11 日（日） 9:00～16:00 
開催場所：❶北海道大学フロンティア応用科学研究棟（札幌市北区北 13条西 8丁目 北海道大学大学院 

工学研究院 フロンティア応用科学研究棟） 

❷オンライン（Zoom Webinar） 

※申込方法・参加方法は 3ページ目をご覧ください。 

プログラム 

【1日目：12月 10日（土）】14:00開場、 14:30開始 

趣旨説明・司会： 森太郎（北海道大学） 

 

14:30～16:30 セッション① 「カーボンニュートラルの必要性」 

趣旨説明・司会：森太郎（北海道大学） 

大塚夏彦（北海道大学）：地球温暖化のホットスポット、北極 

永田明寛（東京都立大学）： 国際規格 ISO 52000ファミリー「建築物のエネルギー性能」につ

いて 

佐竹輝洋（札幌市）：札幌市におけるカーボンニュートラルに向けた取組 

中山哲士（岡山理科大学）：気象データと気候変動への対応 

ディスカッション・休憩 

 

16:30～18:30 セッション② 「カーボンニュートラルの海外動向」（同時通訳） 

趣旨説明・司会：加用現空（東京都市大学） 

Sanna Syri（Aalto University, Finland）：北欧の CN動向・Energy policy in Finland 

Ivo Martinac（KTH, Sweden）：北欧の CN動向・Data-driven smart buildings 

一ノ瀬雅之（東京都立大学）：アジアの CN動向 

Masa Noguchi（University of Melborne）：オーストラリアの CN 

Sajal Chaudly（University of Melborne）：バングラディシュの CN 

細渕勇人（愛知工業大学）：海外の気象測定 

ディスカッション 

 

 

 



【2日目：12月 11日（日）】8:30開場、9:00開始 

9:00～10:40 セッション③ 「カーボンニュートラルと性能検証」 

趣旨説明・司会：糸井川高穂（宇都宮大学） 

長谷川兼一（秋田県立大学）：秋田県産木材を用いた木造アトリエの環境デザインとその評価 

奥山博康（（株）TEI Japan）：集合住宅で隣住戸の影響も考慮した熱・換気性能の現場測定法 

の実験  

糸井川高穂（宇都宮大学）：天井通風断熱防水層の性能検証 

松岡大介（ものつくり大学）：木造住宅の部位別の気密性能と検証 

ディスカッション・休憩 

 

10:40～12:20 セッション④ 「カーボンニュートラルとファサードデザイン」 

趣旨説明・司会：萩原伸治（建材試験センター） 

石井久史（LIXIL）：カーボンニュートラルに向けてファサードの果たす役割 

樋山恭助（明治大学）：地域低炭素化とファサードの性能設計 

古俣寛隆（北海道林産試験場）：木質建材とカーボンニュートラル 

品川浩一（日本設計）：ZEBとファサードデザイン 

ディスカッション 

 

12:20～13:20 （昼休み） 

 

13:20～15:00 セッション⑤「各種建物のカーボンニュートラル 」 

趣旨説明・司会：尹奎英（名古屋市立大学） 

・ 尹奎英（名古屋市立大学）：ZEBを志向した公立中学校の計画と実証 

・ 山本亜耕（山本亜耕建築設計事務所）：断熱が変えた意匠と計画 

・ Juha Saunavaara（北海道大学北極域研究センター）：北欧のデータセンターと北極海ケーブル 

・ 森太郎（北海道大学）：歴史的な建築物の断熱改修 

・ ディスカッション 

 

15:00～16:00 パネルディスカッション 

趣旨説明・司会：森太郎（前掲） 

パネリスト：中山哲士（前掲），一ノ瀬雅之（前掲），糸井川高穂（前掲），樋山恭助（前掲），

尹奎英（前掲） 

 

16:00～16:05 まとめと閉会の辞： 永田明寛（前掲） 

 

 

参加費：会員 2,000円, 会員外 3,000 円, 学生（会員／会員外）1,000 円 

定 員：❶北海道大学フロンティア応用科学研究棟 50名（申し込み先着順） 

❷オンライン（Zoom Webinar）400名 

申込方法：建築学会 Webサイトの「催し物・公募」よりお申し込み下さい。 

※3 ページ目に記載の参加方法・注意事項等をよくご確認のうえ、お手続きください。 

https://www.aij.or.jp/event/list.html 

問合せ： 日本建築学会事務局 事業グループ 白鳥 mail: shiratori@aij.or.jp  tel: 03-3456-2057 

   ※12 月 10日（土）、11日（日）当日のお問い合わせ 森 太郎（北海道大学） 

                   Tel:011-706-6250 Email: mori.taro@eng.hokudai.ac.jp 

※見学会への申し込み参加方法・参加費等の詳細は。シンポジウム申込者に別途ご案内いたします。 

  

https://www.aij.or.jp/event/list.html
tel:011-706-6250


  

2022 /12/10（土）14:00～18:30 、12/11（日） 9:00～16:00 

❶北海道大学フロンティア応用科学研究棟 ❷オンライン（Zoom Webinar） 

特 別 企 画  ： 見学会（先方からの依頼により中止いたします） 

主 催  ： 日本建築学会  環境工学委員会  熱環境運営委員会  

共 催  ： 

北海道大学建築環境学研究室，北海道大学北極域研究センター，日本建築

学会北海道支部  

 

 



 

第 51 回熱シンポジウム 

「カーボンニュートラルに向けた熱環境デザイン」 

 

定員・参加費・申込方法等 ： 

 ❶北海道大学 ❷オンライン（Zoom Webinar） 

定 員 50名（申込み先着順） 400 名（申込み先着順） 

 

参加費 

会   員  ・・・・2,000 円 
会 員 外 ・・・・3,000 円 
学   生  ・・・・1,000 円  [会員／会員外] 
※開催日までに PDF資料をお送りいたします。 

申込方法 クレジット決済による Web 事前申込み 

申込 URL https://www.aij.or.jp/event/detail.html?productId=674395 https://www.aij.or.jp/event/detail.html?productId=674396 

 

 
 申込締切 2022年 12月 5日（月）12:00迄 2022年 12月 7日（水） 

参加方法 ❶の参加者は、申込時に発行される PDF参加券を必

ずプリントアウトのうえ、当日受付にご提出くださ

い（スマートフォン等による画面提示はご遠慮くだ

さい）。 

開催 2日前を目途に PDF資料を、会員の方はお申込

み時にサインインしたメールアドレス宛に、それ以

外の方はお申込み時に入力されたメールアドレス宛

お送りしますので届かない場合は開催前日までに以

下問合せ先にご連絡ください。 

❷に参加申込みされる方は、会場での講演を Zoomで

リアルタイム配信いたします。開催 2日前を目途に

視聴用 URLと PDF資料を、会員の方はお申込み時に

サインインしたメールアドレス宛に、それ以外の方

はお申込み時に入力されたメールアドレス宛にお送

りしますので、届かない場合は開催前日までに以下

問合せ先にご連絡ください。 

 

 

参加申込みにあたっての注意事項 ： 

・発表が一部、録画映像となる場合がございます。 

・新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、参加はすべてオンライン（Zoom 等）に変更される場合が

あります。その場合は参加者にメールでご案内を差し上げますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

・領収証が必要な方は、お申し込み後に送られてくる「お申込み受付完了通知メール」内の領収証ダウンロ

ード用 URLからも発行することができます。 

※領収証の宛名はお申し込み時に入力いただいたものとなりますので、ご注意ください。 

・参加申込み後の払い戻しならびに会場の変更はできません 

問合せ ： 日本建築学会事務局 事業グループ 白鳥 Tel：03-3456-2057 E-mail： shiratori@aij.or.jp 
※12月 10日（土）、11日（日）当日のお問い合わせ 森 太郎（北海道大学） 

               Tel:011-706-6250 Email: mori.taro@eng.hokudai.ac.jp 

 

新型コロナウイルス感染症の予防および拡散防止に関する会場参加者へのお願い 

・発熱、咳等の症状がみられる方は、体調を最優先していただき、ご来場を控えてください。  
・マスクを着用のうえご来場ください。  
・手指の消毒、咳エチケットの励行にご協力ください。  
・整列時や入退館時には人と人との適切な距離の確保にご協力ください。  
・過去2週間以内に、引き続き感染が拡大している国・地域に訪問歴がある場合はご来場を控えてください。  
・万一、参加者の感染が確認された場合で、保健当局において他の受講者が濃厚接触者に該当すると判断された場合、受講者の連絡先
等の情報提供が要請されることがあります。公益性の観点から、このような要請があった場合は保健当局等に対して必要な情報を
提供させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。 

 

https://www.aij.or.jp/event/detail.html?productId=674395
https://www.aij.or.jp/event/detail.html?productId=674396
mailto:shiratori@aij.or.jp
tel:011-706-6250
mailto:mori.taro@eng.hokudai.ac.jp
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