
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyword：復興住宅、環境性能、経済性、性能向上ナビゲ 

ーション 
 

 

文・林 基哉  宮城学院女子大学  教授 

 フォーラム正会員Ｃ 
 
 

 

1.はじめに 

東日本大震災被災者のための住宅建設が始まろうとす

る 2012 年度に、住まいと環境東北フォーラムは、「地域

の特性を活かした省 CO2 型復興住宅の環境設計（主査：

吉野博）」に着手し、省エネルギー及び省 CO2に関するパ

ッシブ手法やアクティブ手法の典型的組合せを示す復興

住宅の地域モデルを提示した。このモデルの普及を目的に、

比較的低コストでコンパクトな復興住宅を対象に、工務店

など被災地の住宅供給者が使いやすい、簡易で実務負担の

小さい環境設計支援ツールを開発した。設計段階で、躯体

及び設備に関する基本条件を入力して、年間エネルギー消

費量などの環境性能指標及びイニシャル及びランニング

コストが即時に示されるとともに、効率的に環境性能を向

上させるためのナビゲーションシステムが組み込まれて

いる。 

 

2. 支援ツールの基本的フロー 

このツールは、多くの設計者に利用可能な業務環境を意

図して、表計算ソフトのエクセルを用いている。なじみ易

くするため”涼暖ナビ”と名称を付け、住宅の形状や各部

寸法・面積など専門的な知識を要する入力箇所には、記入

枠にカーソルを近づけると注釈が表示され、比較的短時間

に記入できるようにした。断熱気密性能については、特に

断熱性能ばかりではなく冬期の太陽エネルギー利用、夏期

の日射遮蔽など暖冷房エネルギー消費の重要な要素であ

る開口部（窓及びドア）の枠の種類及びガラスの種類、面

積を入力し、その後に、断熱性能として、その他の外皮（屋

根、天井、屋根、外壁、階間、張出部床、最下階床、外周 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎、スラブ）の断熱材の種類及び厚さを入力する。開口

部の枠及びガラス、断熱材の種類は、省エネルギー基準で

示されている名称のリストから選択し、気密性能について

は、省エネルギー基準に準じて気密仕様に対応したレベル

を入力する。 

設備・パッシブ技術については、はじめに換気、暖房方

式、冷房方式に関して入力する。次に、通風と日射遮蔽に

関する入力を行う。設備は、暖房エネルギー消費の計算に

最低限必要な入力内容に留め、冷房方式及び通風などのパ

ッシブ技術については、自立循環型住宅のマニュアルに準

じた簡易評価を行うための入力で、冷房エネルギー消費の

計算に用いている。 

暖房エネルギーの計算は、デグリーデイ法を基本にし、

窓からの太陽エネルギー取得を方位ごとのガラスの仕様

及び面積を考慮して算出する方法を開発した。従来のデグ

リーデイ法による暖房エネルギー計算では、窓からの太陽

エネルギー取得を無視したり、或いは簡易に考慮したりす

るが、このツールでは、方位毎の開口部に関するデータを

入力し、方位毎の日射量を地域の気象データを用いている。

これによって、開口部面積の方位バランスの影響を瞬時に

考慮することが出来るようになった。 

以上によって、外皮全熱損失、ＵＡ値（2013 年度改正

省エネルギー法）。Ｑ値（床面積当りの熱損失係数）など

の、断熱性能に関する指標を示し、さらに、暖房及び冷房

の１次エネルギー消費量、２次エネルギー消費量、暖冷房

のランニングコストが示される。この他に、入力した開口

部、その他の外皮、気密に関する仕様のイニシャルコスト

が示される。事例を元に得られた各性能値と各イニシャル

コストの関係が用いられているが、この関係を使用者が独

自に変更することができる。これらによって、入力した住

宅の暖冷房に関する省エネルギー性能とその性能に必要

なイニシャルコストが瞬時に得られる。 

 

3．効率的性能向上のナビゲーション 

このツールの特徴は、入力建物及び入力仕様に対する単

なる計算結果を示すのみではなく、ナビゲーションを行う

ことである。省エネルギー基準を超えるレベルを、より効

率的に実現するためのナビゲーションが組み込まれてい

る。３モデル（α：入力建物＋入力仕様、β：復興モデル

Ａ＋入力仕様、γ：復興モデルＡ＋等級4超仕様）の計算

を同時に行って、図1に示すように、３モデルの結果の比

較から改善の手段を提示する。なお、復興モデルＡは、効

率的に環境性能を得られる典型的な建物形状の地域モデ

ル１）の一つである。 
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図 1 効率的性能向上のためのナビゲーションのフロー 

涼暖ナビ１

図１全熱損失

α ＞β

建物規模・外皮面積・開口部面積

の削減（建物のコンパクト化）

涼暖ナビ１

図１全熱損失

β ＞γ

涼暖ナビ2-図1

部位別熱損失を参考に外皮・

開口部の断熱性能の向上

涼暖ナビ1

図2 ＵＡ値

β ＞γ

換気の熱回収性能

の向上

涼暖ナビ１

図2 暖房エネルギー消費

α ＞β

日射の利用

（開口部の南面集中化など）

涼暖ナビ2-図2・3

方位後との開口部の熱損失と日射取得を参考に、

開口部の断熱性能、方位毎の開口部面積修正する。

目標達成入力 結果（Ｑ値Ｕ値、コスト）、涼暖ナビ１,涼暖ナビ2の各性能値を確認

フィードバック（涼暖ナビ１、涼暖ナビ２を参考に必要な修正を行って、入力を修正する。）
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ある入力に対する例を図2に示すが、3モデルの全熱損失、

ＵＡ値、暖房エネルギー消費は、それぞれ異なる。これら

の比較から、どの部分の仕様を向上させる必要があるのか、

開口部の総面積を変える必要があるのか、開口部の方位バ

ランスを変える必要があるのか、などの改善方法の中で最

も効果的なものを確認することができる。一般的には、復

興モデルのように、外皮面積を抑えられる単純形状で、日

射取得が得られる南面に開口を集中させることが望まし

い。しかし、例えば南側隣棟の影響が大きく南窓からの日

射が得られないなど、敷地条件によってこの典型的モデル

では対応できない場合がある。このツールを用いると、こ

のような個別条件の下でも、暖房エネルギー消費を効果的

に削減することが出来る。また、イニシャルコストの計算

結果を参考に、経済性の確認も行うことが出来る。 

 

4. おわりに 

これまでは、住宅の省エネルギー性能を実現するために、

各部位の断熱性能の向上や、暖冷房換気等の設備の効率向

上などの、要素毎の性能が注目されてきた。しかし、暖房

エネルギー消費を削減するためには、それらの部分ごとの

性能向上だけでなく、建物形状や開口部バランスの考慮が

重要である。これらを総合的に評価した結果が得られるこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のツールによって、復興住宅において、経済的に省エネル

ギー性能を向上させることが出来れば、居住者の経済負担

の軽減と健康維持に貢献することと、期待される。このツ 

ールが、さらなる省ＣＯ2につながるゼロエネルギー住宅、

プラスエネルギー住宅の普及につながることが望まれる。 

最後に、このツール作成は、科学技術振興財団 復興促

進プログラム（Ａ－ＳＴＥＰ）探索タイプ, 「東日本大震

災の省エネルギー・省 CO2 型復興住宅の即応設計支援ツ

ール」林基哉（代表）、吉野博、石川善美、内海康雄、松

本真一、本間義規、菅原正則, ツール作成 WG：林 基

哉、本間義規、柏木栄、北瀬幹哉、氏家敏成、柴田まりこ、

日下彩、の基で実施され、参加メンバーの尽力によって短

時間で有益な成果となったことを記す。 
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図 2 ナビゲーションのための３モデルの計算結果例 
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物件名 地域 4地域 省エネ・環境性能を向上させるための、ヒントです。
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④　全熱損失で、α がβ に近いにも関わらず、暖房
エネルギー消費でα がβ より大きい場合には、日射
の利用（南面への開口の集中など）を検討をする。

⑤　冷房ついては、[6.入力（設備・環境）]で改善を図
る。具体的には、冷房機の効率、開口面積、高窓、
日射遮蔽で、改善を図る。

上図は、冬期の暖房エネルギー消費量を示していま
す。図1と合わせて比較することで、以下の検討が可
能です。
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注）　部位ごとの断熱性能の改善方法は、「涼暖ナビ２」を参考にしてください。

復興モデルA:復興モデルA（「復興モデルA概要」を参照）で、基礎断熱を採用した場合です。

等級4超:一つ北側の省エネ地域区分の等級４の断熱仕様で熱回収効率0.8の第1種換気（0.5回/ｈ）を行った場合です。

上図は、外皮の全熱損失と外皮平均熱貫流率を示しています。α 、β 、γ の3つの関係を参考に、次のような省エネ性
能向上が考えられます。

①　図1で、α がβ よりも大きい場合は、建物の規模、開口部面積を含む外皮面積の削減のために、よりコンパクトな建
物形状にする。

③　図2で、β がγ よりも大きい場合には、開口部を含めて外皮の断熱性能を向上させる。

図１冬期の外皮全熱損失（換気を除く）

②　図1で、β がγ よりも大きい場合には、開口部を含めて外皮の断熱性能を向上させ,換気の熱回収性能を
向上させる。

図2　外皮平均熱貫流率
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