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第１　住環境計画・住宅計画

◆1◆　環境計画・調整の目的
　私たちの身の回りの住環境を計画し、日常の生活において調整する目的は、第一に健康を維持することです。

例えば温熱環境に関連する事項としてヒートショックや熱中症、空気質に関連する事項として一酸化炭素中毒

やシックハウス症候群、衛生環境に関連する事項としてレジオネラ感染症、などさまざまな問題を、住環境の

適切な計画と調整により防止する必要があります。このような健康や命に係わる問題を解決した上で、快適性

の維持を第二の目的とします。現代社会ではこれを環境負荷削減と、省エネルギーとの両輪で実現することが

求められています。

　住環境計画における快適性の考え方にも、二つの段階があります。第一段階では、「不快ではないこと」を快

適と定義します。例えば、「暑さや寒さが気にならない」状態を快適と考え、これを不特定多数の人に共通する

感覚として定義します。この時、個人の好みは反映されません。住環境計画ではまず、この「不特定多数の人

が不快ではない状態」を実現しようとします。この段階を満足した次の段階として、「積極的な快適性」を追求

します。この快適性の定義には、例えば「夕涼みの気持ちよさ」や「炬燵のぬくもり」など、明確に認識でき

る快適性が含まれ、個人差も大きい内容となります。現在の環境・設備技術開発において、この積極的快適性

を実現しようとする試みは発展の途上であり、明確な基準や方法は確立されていません。本 DVD で扱う内容も、

健康を維持したうえで、「第一段階の」快適性を実現することを目標としています。

　また、住環境は、温熱環境、空気質、光環境、音環境、給排水衛生の五つの分野で構成され、健康と快適性

に対してそれぞれに重要な知識があります。本 DVD では、住環境の広範な内容の中から、特に日常生活とかか

わりが深く、生活行動や習慣として実践すべき内容を含む分野として、温熱環境と空気質から「通風・換気」、

光環境と温熱環境から「採光・日射調整」を取り上げています。

◆2◆　快適性と環境負荷削減を実現する住宅計画
　近年の、高断熱高気密住宅の普及とともに、断熱性や気密性と言う用語も馴染みの深い言葉となりました。

一方で古来の日本の伝統家屋のように、その土地の気候風土に根差した住宅も存在し、それらの多くは高断熱

高気密住宅と対極にある計画方法に思えます。快適性と環境負荷削減の実現、そして私たちのライフスタイル

と建物の立地条件の観点から、どのような住宅計画が考えられるのでしょうか。まず、ライフスタイルについ

ては、自然との共生を望み、光や風などを適宜生活環境に取り入れたい人と、それらを極力排除し、人工的に

管理された環境を望む人があるでしょう。立地条件については、都市部では騒音、プライバシーなどの問題が

あり、通風や採光は難しくなりますが、それ以外の地域では自然のポテンシャルを有効に活用することが可能

です。このような住宅環境に対するニーズや計画上の可能性と、住宅計画の関係を、以下に示す代表的な住宅
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タイプを基に整理します。

❶　最新技術を導入するシェルター型住宅

住宅をシェルターとして扱い、外部の温度や日射、風の影響を遮断する性能を重視する住宅。自然の環境だけ

ではなく、騒音やプライバシーなど、人工的な環境要因も遮断する。防犯、防火にも有利な建物を実現しやすく、

狭小密集住宅地においても成立する。高機能、高性能なシェルターに、最新の高効率な設備機器を導入し、人

工的に快適性と省エネルギーを実現する。

▶外皮（外壁、床、屋根 / 天井）計画

　外壁や床、天井に多くの断熱材を使用し、気密構法を徹底する。外部環境の侵入経路、あるいは室内からの

熱損失を最小限に留めるため、窓面積は必要最低限とし、複層ガラスなど熱的に高性能な仕様を採用する。断

熱気密性能と、日射遮蔽性能については、地域区分ごとの基準値があるので、最低限その値を上回る性能を確

保する。

▶設備計画

　高効率な暖冷房機器と、給湯熱源機を採用する。例えば暖冷房と換気では高効率エアコン、全熱交換換気シ

ステム、給湯では太陽熱給湯システム、電気式 CO2 ヒートポンプ、潜熱回収型ガス給湯器など。太陽光発電を

組み合わせると、年間の電力収支を 0 以下にすることも可能で、ZEH 注 1 と呼ばれるカテゴリー、あるいは認

定基準が存在する。

　このようなタイプの住宅は、必然的に都市部、および寒冷地や標高が高く気候の厳しい地域に適性があり、

ライフスタイルの観点からは外部環境に左右されない人工的な環境を好む人に向いている住宅と言えるでしょ

う。また、住宅の性能は機械や材料の性能に依存するので、事前のシミュレーションなど数値的な計画が行い

やすく、完成後の性能保証の信頼性も高くなります。

❷　気候風土に根ざす環境共生型住宅

　自然環境の快適な要素は適宜取り入れ、厳しい要素は遮断する、半開放型住宅。断熱気密性能の基準値はク

リアし、さらに通風や採光、日射遮蔽 / 取得、蓄熱、雨水利用、など自然のポテンシャルの活用を重視する。

居住者には、これら自然の要素を能動的に調節する生活スタイルが求められる。

▶外皮計画

　通風経路を考慮した窓配置、日射の遮蔽と取得を調整する庇、ブラインド、冬期に日中の日射熱を蓄熱する

床や壁など、自然のエネルギーを循環活用する構成、設えとする。壁や窓で外部と内部を区切るのではなく、

外部と内部の間に熱的なバッファーゾーン（例えば廻り廊下のような移動空間、土間などの作業スペース）を

設けて四季の変化に柔軟に対応するための工夫を行うと良い。建物の構造は、解体時の資源の再利用に配慮し

たものであることが望ましい。

▶設備計画

　暖冷房については、上述の外皮計画により可能な限り自然のエネルギーを活用して温熱環境を調整し、不足

する部分を補うための補助的な計画とする。温泉や間伐材など、地域で活用できるエネルギーや資源があれば

暖冷房システムとして積極的に活用する。エネルギーのみならず物質の循環にも配慮し、生ゴミのコンポスト化、

雨水利用の可能性、なども検討する。

注 1）ZEH
ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）は、経済産業省資源エネルギー庁が普及を推進する、年間の一次エネ
ルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅です。住宅の断熱、気密、日射遮蔽 / 取得と言った外皮性能と、
高効率設備、および太陽光発電などの創エネルギーを組み合わせて、快適性と環境負荷の削減を目指しています。
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　環境共生型住宅は、居住者が環境と共生するための工夫が施された住宅です。シェルター型の住宅では、機

械が全ての調整を自動で行いますが、このタイプの住宅では居住者自身が自然を理解し、上手に活用する知恵

や経験を持つことが求められます。立地条件としては自ずと空間に余裕のある郊外が有利になり、自然との共

生をライフスタイルとする人に適切な住宅と言えるでしょう。とてもイメージの良い住宅ですが、室内環境は

外部環境にある程度左右されるために変動があり、確実な省エネルギー性能や環境性能を担保することは難し

くなります。また、性能は個別に評価する必要があり、一般論や性能基準を基に判断することも適切ではあり

ません。

第２　換気・通風（DVD▶Chapter2）

◆1◆　換気
●ポイント●●●

○換気は室内の空気質の維持を目的としています。

○空気質として維持すべき項目には、二酸化炭素濃度、一酸化炭素濃度、粉塵量、臭気、VOC（揮発性有機物質）

などがあります。

○空気質維持のために、一般居室では、一人、1 時間当たり 20 〜 30m3 の新鮮外気を必要とします。健康を維

持するための換気は、機械換気を用いて必要換気量を確保することを基本とします。

　日常的に通風と換気と言う言葉を明確に区別して用いることは無いと思われますが、環境調
整技術において、両者には目的とその達成方法の観点から大きな違いがあります。ポイントに
て記述した通り、換気は健康維持に欠かすことのできない空気質の維持を目的とするため、確
実な外気取入れ量の確保が重要な技術的課題となり、機械（ファンとダクト）設備が必要とな
ります。空気質は、二酸化炭素濃度や粉塵等、さまざまな汚染物質により評価され、例えば二
酸化炭素では 1000ppm 以下、粉塵は 0.15mg/m3 以下、一酸化炭素濃度は 10ppm 以下などの
基準が存在します。一方、火気の無い一般居室において、汚染物質の主な発生源は人間である
ことから、二酸化炭素濃度を指標として管理すれば、他のさまざまな汚染物質の濃度が適切に
調整されることになります。ポイントに記述した 20 ～ 30m3 と言う外気量は、二酸化炭素をター
ゲットとした換気量です。また、近年のシックハウスの問題の顕在化を背景に、VOC の濃度
を基準以下に維持するための必要換気量を確保する設備として、常時少量換気設備、いわゆる
24 時間換気システムの設置が義務化されるに至りました。しかし、この換気設備の意義を十分
理解、認識していない居住者も多いものと推察され、「つけっぱなしは電気の無駄」、「消しても
問題ないだろう」などの理由や独自の判断で運転を停止してしまう例が少なくないようです。
　住宅における換気設備には、この他にレンジフードファンやトイレ、風呂の換気扇と言った
局所換気設備があります。台所でガス器具を使う場合、レンジフードファンの風量にはガスの
燃焼に必要な理論空気量の確保を目的とした基準が定められています。居住者が日常の清掃、
メンテナンスを怠り、所定の換気量が得られない場合、不完全燃焼の危険性があります。トイ
レや風呂の換気扇についても、定期的なフィルターの清掃などのメンテナンスを行わないと、
室内の適切な空気質の維持が困難になります。日頃から換気扇の位置や、フィルター等の清掃
方法を確認しておくことが求められます。

●解説●
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◆2◆　通風
●ポイント●●●

○通風は冷房負荷の削減と夏期温冷感の改善を目的としています。

○通風を行って居住者の温冷感を改善する（涼感を与える）場合、0.5m/s 〜 1.0m/s 程度の風速が必要にな

ります。室内の平均風速が 0.5m/s の場合、一般的な居室では 1 時間に居室の空間体積の 200 倍程度の空気

が入れ替わることになります。空気質の維持に必要な換気量は、1 時間あたり居室の空間体積の 1 〜 2 倍な

ので、温冷感の改善を目的とする通風には大量の外気導入が必要であることが分かります。“換気”に必要な

風量よりはるかに多くなります。

○風圧力を利用する場合、風上と風下に最低 2 つの開口部が必要となります。開口部が大きいほど多くの外気

を取り入れることができますが、複数の開口部の総合的な大きさは、複数の開口部のうち、最も小さい開口

部の面積に依存します。

○温度差換気は内外温度差が大きく、流入部と流出部の高低差が大きいほど外気を多く取り入れることができ

ます。一階と二階の窓が開放されると、階段を経由して温度差を利用した通風を行うことができます。また、

ベランダ等に設置される掃き出し窓を開放すると、窓の上部と下部に流出入部が形成され、外気を取り入れ

ることができます。

　通風の目的は、冷涼な外気を大量に室内に導入することにより、排熱を行って冷房負荷を削
減すること、および人体に風を当てて涼感を得ることです。0.5m/s ～ 1.0m/s の風により、体
感温度は 2℃～ 3℃低下します。したがって、外気温度が 30℃以下であれば、冷房を用いず、
通風のみで温熱的快適性を維持することが可能になります。一方、ポイントにて記述した通り、
このような室内風速を得るための風量は膨大であるため、必要風量を機械設備で賄うことは非
現実的です。一部の例外を除けば、通風は外部風の風圧力と室内外温度差により発生する浮
力を利用します。風圧力を有効に活用するためには、開口部の大きさや組み合わせに留意すべ
きポイントがあります。DVD 教材で示す図 1 のように、開口部を風上から風下に向かって可

図1 図2

能な限り直線的に結ぶように配置し、その間をドアや間仕切りなどで仕切らない平面計画が求
められます。また図 2 のように、風上から風下に至る経路に存在する複数の開口部の総合的な

（実質的な）開口部の面積は、最も小さい開口部の面積以上にはならない（開口部面積の直列
合成）ため、各開口部の面積は同等であることが望ましいことになります。これらの建築的制
約に加え、都市部ではプライバシーや騒音の問題、建物の密集地域では、そもそも外部風が建

●解説●
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物に到達しないなど、さまざまな理由から風圧力のみを利用する通風は困難となっています。
この問題を解決する一例として、DVD 教材では図 3 のように、風圧力と浮力を同時に利用す
る方法、すなわち 1 階の開口部から、屋根面を通風経路とする方法を示しています。この場合、
屋根面で発生する負圧（空気を吸引する力）と浮力を利用するため、1 階の開口部は風上であ
る必要はありません。道路や隣接建物に対するプライバシーや騒音の問題が軽減される任意の
場所に開口部を設定することができます。また、密集市街地においても屋根面には外部風が到
達する場合が多いため、風圧力を有効に利用できる可能性が高くなります。このような工夫は
これ以外にもウィンドキャッチャー注 2 を利用する方法など複数存在しますが、いずれも建物

を新築する場合に考慮すべき事項になります。
　日常生活における通風手段として最も簡易、かつ建築的な改修を伴わない方法としては、図
4 のように窓 1 面で発生する浮力の利用が挙げられます。浮力は室内外の温度差が大きく、流
出入位置の上下方向の距離が大きいほど大きくなるため、腰窓よりも掃き出し窓の風量が多く
なります。また、1 階から 2 階の窓が階段を介して接続される場合、1 階から外気が流入し、2
階から室内の空気が流出します。このような浮力を利用する方法では、居住者が涼感を得るほ
どの風量、風速を実現することは難しいですが、冷房負荷を軽減することは可能です。また、
風圧力は外部風向風速に依存するため、一定の風量調整が難しいのに対し、浮力は比較的安
定した風量が得られるという利点もあります。

図4

図3

注 2）ウィンドキャッチャー
風圧力を利用して自然通風を行う際に、窓から取り入れる外気の量を増やす装置で、外部の風が流れる方向に対して
垂直方向に袖壁などの板状の構造物を取り付け、この板に当たった風の一部を窓から取り入れる工夫を行ったもの。
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第３　採光および日射の遮蔽と取得（DVD▶Chapter3）

◆1◆　採光
●ポイント●●●

○“採光”は太陽の光を室内に導入して、光環境（明るさ）を調節することを目的とします。

○太陽から地上に到達する光は、直達成分と拡散成分に分けることができます。前者を直達日射、後者を天空

日射と言います。開口部から室内に侵入する直達日射は、当然太陽位置の影響を受けるため、開口部の方位、

季節、時間、天候により変化します。

○これに対して、拡散成分である天空日射は方位の影響を受けません。「解説」にて述べる理由から、一般的に

採光では天空日射を利用します。

○室内の明るさを適切に調節するためには、単に光の量を確保するだけではなく、照度や輝度に極端な分布が

生じないように採光計画と照明設計を行う必要があります。

　光の量を表す代表的な指標として、照度（単位 Lx、ルクス）と輝度（単位 cd/㎡、カンデ
ラ毎平方メートル）があります。照度は、人間の目の被視感度（光の波長に対する人間の感度
特性）を考慮した光の量（光束；単位 lm、ルーメン）の面密度（lm/㎡）です。面積が 1㎡の
平面に入射する光の矢の本数をイメージすると良いでしょう。この定義から、照度は、ある評
価対象平面の明るさを表現するものであって、人間の目に入射する光の量や、明るさ感を直接
評価する値ではないことが分かると思います。これに対し、輝度は発光面や反射面から人間の
目に到達する単位立体角あたりの光束（光度；単位 cd、カンデラ）の面密度です。面密度の
基準面積は、発光面、反射面の見かけの面積（発光面の面積ではなく、人の視点から見たとき
の見かけの面積）であり、定義から人間の目が受ける光の量を直接表す指標と言えます。
　これらの指標は単にある対象物に入射する光の量や、発光面から人間の目が受ける光の量を
表現しているに過ぎません。当然、室内の平均的な照度や輝度が高い場合、人間は明るく感じ
る傾向がありますが、視野内に極端に照度、輝度が高い面があると、その周囲を暗く感じます。
例えば、居室においては、見るものと、その背景の輝度の比が 5 倍を超えることは推奨されま
せん。室内の明るさに関する基準として、JIS （JIS Z 9110）で定められた室用途別の照度基準
があります。住宅の居室では、300 ～ 500Lx の照度が基準値となりますが、上述のような輝度、
照度の分布が発生しないように採光と照明の計画を行う必要があります。ポイントの、採光計
画においては直達日射ではなく天空日射を活用する理由は、直達日射を取り入れて床面や壁面
が強烈に明るくなると、その周囲の照度や輝度が本来明るく感じるはずの値であっても暗く感
じ、見えにくさや目の疲労を誘発する危険性があるからです。学校の教室でよく見かける光景
として、南に面した大きな窓から直達日射が差し込み、それが黒板に反射するなどして見えに
くくなるため、日中でもカーテンを閉める結果、照明を使用せざるを得ないという状況があり
ます。無策な採光計画がかえって照明のエネルギー消費量を増やしてしまう典型例と言わざる
を得ません。これを改善する方法として中庇（ライトシェルフ）があるのですが、日本ではほ
とんど普及していないのが現状です。なお、居室の照度が均一に 500Lx であった場合、居住
者は十分明るいと感じます。一方、日中の外部は、天空日射のみで数万 Lx の照度になります。
室内外で光の物理的量は 100 倍もの差があるのに、人間は外部も、室内も同じように明るいと
感じます。これは人間の目の瞳孔による優れた光調節機能の一端ですが、同時に採光計画の観

●解説●
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点からは、天空日射の僅か数％を室
内に取り入れることができれば、居
室を明るく保つことができることを
意味します。一般に採光に有利な窓
面は、同じ面積であれば壁面の高い
位置や天窓、方位は北、もしくは直
達日射を拡散する機能を有すること
が条件となります。DVD 教材では、
さまざまな日射遮蔽部材が設置され
た窓面を、室内から見たときの光の
状況が示されています。

◆2◆　日射熱の遮蔽と取得
●ポイント●●●

○“夏期の日射熱遮蔽と冬期の日射熱取得”は、室内に侵入する日射熱を調節して暖冷房負荷の軽減を図るこ

とを目的とします。

○日射熱遮蔽と取得における調整対象は、直達日射です。直達日射のエネルギー量は非常に大きく、例えば夏期、

南中前後の水平面では、1㎡あたり約 1.0kW に達します。したがって、冷房期間における直達日射の遮蔽と、

暖房期間における直達日射の取得により、暖冷房負荷を大幅に削減することが可能になります。

○住宅の場合、直達日射の調整は、庇やカーテン、ブラインドによって行います。庇や外付けのブラインドは、カー

テンや室内ブラインド（ベネシャンブラインド）よりも日射熱遮蔽性能が良くなります。庇は開口部の高さの

1/3 以上の出幅があると有効に機能します。一方、本来出幅は季節に応じて変化することが望ましく、固定

の場合は取得、遮蔽いずれかの性能に妥協が必要なこと、過大な出幅の庇は室内を暗くすることにも留意が

必要です。

　ポイントに記述した通り、直達日射のエネルギー量は大きく、現代の断熱と気密性に優れた
住宅において南の窓からの日差しがあれば、日中に暖房する必要はほとんどありません。この
ようにガラス窓は直達日射を室内に取り入れる部位として機能しますが、同時に熱を損失する
部位でもあります。暖房時に室内を快適な温度に維持した場合、ガラス窓を介した 1 日の熱の
収支を算出する、すなわち日射熱取得をプラス、室内から室外への熱損失をマイナスとして集
計すると、南面以外は全てマイナスになります。つまり、暖房負荷の削減のみを考えれば、南
以外の窓は不要と言うことになります。
　夏期（ここでは 6 月から 8 月）の日射遮蔽について考えると、意外に思われるかもしれませ
んが、東西と南の壁面を比較した場合、一日の積算日射量が最も少ない方位は南になります。
夏期は日中の太陽高度が高いため、南外壁面の見かけの面積注 3）が小さく、日射量が少なくな
るのです。また、庇を設けることで簡単に日射を遮蔽できることから、冬期と同様に南の窓が
有利になります。東西と水平面は日射が（日射入射面に対して）垂直に近い角度で入射するため、
日射量が多く、かつ遮蔽も難しくなります。ブラインドやカーテンで直達日射を遮ることは可
能ですが、採光のために取り入れたい天空日射も遮蔽してしまい、昼なお暗い部屋になってし
まうからです。北面の日積算日射量は南面よりも少ないですが、5 月から 7 月にかけては北東

●解説●
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と北西方向の日積算日射量が南よりも多くなります。年間を通じて北側に日射は無いと勘違い
されがちですが、夏期は東北東から太陽が昇り、西北西に沈むので、北側の壁面にも直達日射
があります。したがって、夏期には北側の窓面においても日射遮蔽の対策を行うことが望まし
いのです。ただし、早朝や夕刻の日射であり、外気温度が日中ほど高くないため、日常の感覚
として北側の日射を厳しく感じることはありません。また、都市の密集地では周囲の建物の影
響で朝夕の直達日射が遮られることが多く、実質的に南の窓のみ遮蔽対策が必要になる状況が
一般的とも言えるでしょう。なお、近年、学校を中心として壁面緑化による日射遮蔽の事例が
散見されるようになりましたが、これまで述べた理由から、南ではなく、東西面で実施した方
が効果は高くなります。
　このように、通風や採光、日射遮蔽と取得の観点から開口部や窓面を考えると、風圧力を利
用した通風のためには主として南北方向に同等の面積が必要、採光には北窓が有利、日射取得
では南以外の窓は不要、など、要求される性能に応じて理想的な方位や位置、組み合わせ、大
きさが異なることが分かります。言い換えれば、すべての要求を完璧に満たす単なる開口、窓
は存在し得ないのです。したがって、開口部や窓は、建物が立地する周辺の環境の通風や採
光の可能性を考慮し、優先すべき性能を選択して計画し、犠牲になった性能を補うために、ブ
ラインドなどの日射の調整機構を組み合わせることになります。居住者は、このような開口部
と窓の特性を理解したうえで、日射調整機構の適切な運用を心掛ける必要があるのです。

　現代の我々の生活は、多くの事柄が機械化、自動化され、便利になったと言えます。一方で、自然との共生

を考え、持続可能な社会を実現していくためには、自然環境に関心を持ち、自然と調和した生活を実行すべき

と考えます。一生の多くの時間を過ごす住宅において、自然の風や光の特性を理解し、上手に活用する知恵を

身につけることは、一人一人の人間にとって何よりも環境共生社会実現への近道、と言えるのではないでしょ

うか。

注３）見かけの面積
②は実際に日射が当たっている面積（例え
ば窓面）、①は、日射の入射方向に垂直な「仮
想」の面積で、これを「見かけの面積」と
言います。図から分かるように、②の面積
が一定の場合、太陽高度が高いほど①の面
積は小さくなります。太陽高度が水平の時、
①と②の面積は等しくなります。②の窓に
入射する日射の総量は、①を通過する日射
の総量と同じです。従って太陽高度が高い
ほど②の日射量が少なくなります。

壁面




