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空気調和・衛生工学会東北支部 第 10 回学術・技術報告会 
口頭発表講演者および技術ＰＲ募集 

 

空気調和・衛生工学会東北支部では第 10 回学術・技術報告会を下記の要領にてオンラインで実施致し
ます。 

つきましては、空気調和・給排水衛生・電気・防災等の建築設備、建築環境工学一般に関する研究や調
査、物件の企画や設計・施工・試験結果等の技術報告、新製品・新素材や試製品の紹介等の口頭発表お
よび技術ＰＲを募集致します。若⼿研究者・技術者を対象とした優秀発表奨励賞の表彰も⾏います。産官
学各界よりたくさんのご応募を賜りますよう、お願い申し上げます。また、どなたでも聴講できますので、ぜひお誘い
あわせのうえご参加下さい。 

 

■主  催  空気調和・衛生工学会東北支部 
■共  催  電気設備学会東北支部、建築設備技術者協会東北支部、⽇本技術⼠会東北本部 
■後  援  ⽇本建築学会東北支部、住まいと環境 東北フォーラム、⽇本空調衛生工事業協会東北支部、東

北空調衛生工事業協会、⽇本設備設計事務所協会連合会北海道・東北ブロック、宮城県空調衛
生工事業協会、⽇本電設工業協会東北支部、⽇本冷凍空調学会東北地区事業推進委員会、
山形県設備技術協議会 

■⽇  時  2021 年 3 月 10 ⽇（水）8︓50〜17:30（予定） 
■開催方式 オンライン（zoom ミーティング）で開催します。 
         参加のための URL は、口頭発表・技術 PR・聴講の申し込みをされた方に、個別にお知らせします。 
【口頭発表・技術ＰＲのエントリ】 
■ｴﾝﾄﾘ締切  2021 年 1 月８⽇（⾦） 

※エントリを受付けた後、後⽇論⽂集掲載⽤原稿（論⽂・ＰＲ資料）を提出して頂きます。 
※エントリ⽤紙は必ず今年度（第 10 回）版をご使⽤下さい。 

■応募資格  発表者（連名者）/説明者（紹介者）のうち少なくとも 1 名が本学会または共催・後援学協会の
会員（会員種別不問）であること。 

■申込方法 下記 URL のフォームからお申込み下さい。（専⽤ HP にリンクがあります） 
         口頭発表エントリフォーム https://forms.gle/EqNSzpud2F2bay4F6 
         技術 PR エントリフォーム  https://forms.gle/9pA7xWKcK33ABNjW7 
    フォーム画⾯がご利⽤になれない場合は、エントリ⽤紙を専⽤ HP からダウンロードし、必要事項を記 

載のうえ、メールにて件名に“第 10 回東北支部学術・技術報告会申込み”と明記してお申込み下さい。 
■参加費⽤  ・口頭発表登録料︓一題につき 3,000 円(税込)を、論⽂集掲載⽤原稿の提出（2 月 10 ⽇

（水））までに指定の口座へお振込み下さい（振込み方法は、専⽤ HP に掲載します）。⼊⾦が
確認できない場合、原稿は論⽂集へ掲載しません。連名者は無料です。 

 ・技術ＰＲ登録料︓1 件当り 10,000 円(予定料⾦・税込）を期⽇までに指定の口座へお振込み
下さい。２月５⽇(⾦)頃までに説明者(責任者)宛に請求書を送付致します。  

■論 ⽂ 集  無償の PDF 版を専⽤ HP よりダウンロード可能です(掲載開始時期 3 月 2 ⽇頃予定)。また、紙媒
体(⽩⿊印刷、1 冊 4,000 円 税込)を予約販売します。口頭発表および技術 PR にエントリいただ
いた方は原稿提出時のフォームにて予約可能です。その他希望者は、学術・技術報告会専⽤ HP か
ら論⽂集予約フォームにてお申込み下さい。フォーム画⾯がご利⽤になれない場合は、組織委員会へ
メール tohoku.shase@gmail.com にてお申込み下さい。申込締切は 2 月 11 ⽇（木）です。 

【聴講の申込み】 
■申込締切 2021 年３月５⽇（⾦） 
■申込方法 下記 URL のフォームからお申込み下さい。（専⽤ HP にリンクがあります） 
 聴講申込フォーム https://forms.gle/aVjLVFLuitFoBszF8 



■資格 どなたでも聴講できます。 
■参加費⽤ 無料 
■参加方式  オンライン（zoom ミーティング）※受付完了された方に開催⽇ 5 ⽇くらい前までに URL をお送りし

ます。 
 

【論⽂集掲載⽤原稿（論⽂・ＰＲ資料）の提出】 
■提出方法 論⽂集掲載⽤原稿は所定のテンプレートを⽤いて作成し、偶数頁(最大 6 ページ)、ファイルサイズ

は 2 ページあたり上限約 1MB とします。期⽇までに所定のファイル名をつけた PDF ファイルを、下記
URL のフォームから提出して下さい。（専⽤ HP にリンクがあります）。口頭発表者は登録料の払
い込受領書のコピーも添付下さい。 
論⽂・登録料受領書提出フォーム https://forms.gle/mBziHBQbrXTdCTfMA 

           技術 PR 原稿提出フォーム https://forms.gle/jGbgJC4yDVkNSfWn7 
フォームがご利⽤になれない場合は、所定の書類を委員会までメールで送付して下さい。 

■提出締切  2021 年 2 月 10 ⽇（水）17︓00 
■講演方法  ・口頭発表︓一題に付き発表 9 分、討論 3 分程度を予定。 
 ・技術ＰＲ︓説明時間は未定。技術 PR の説明は、コアタイムにおいて参加者全員に向けて⾏っ

て頂きます。 
 ・口頭発表・技術 PR 共通︓各自、あらかじめ zoom による⾳声確認はじめ論⽂の画⾯共有等

発表できるようにご準備下さい。開催⽇が近づきましたら、接続確認の機会や、発表方法について
ご相談頂く機会を設ける予定です。その他の詳細は、「伝達事項」として専⽤ HP に掲載致します。 

■採  否    東北支部学術・技術報告会組織委員会に一任願います。 
 
■プログラムが決まりましたら、専⽤ HP および３月会告へ掲載します。 
   
 
■連 絡 先 空気調和・衛生工学会 東北支部第 10 回学術・技術報告会組織委員会 

専⽤ HP http://tohoku.shasej.org/gakujutu.html 
伝達事項、各種フォーム、⽤紙のダウンロードは専⽤ページをご利⽤下さい。 

 〒980-0821 宮城県仙台市⻘葉区春⽇町 3-8 春⽇町ファインビル 4F 
 住まいと環境 東北フォーラム内 
 TEL 022-221-9042 FAX 022-221-9243  
 E-mail tohoku.shase@gmail.com 担当︓柴⽥ 
 ※@gmail.com からのメールが受け取れるように設定をお願いします。 
 ※伝達事項は、随時東北支部 HP に掲載しますが、ご不明な点は上記までご連絡下さい。 
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委 員 長 菅原 正則 宮城教育大学 
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 小林 仁 仙台高等専門学校 

事 務 局 庄司 恒久 空気調和・衛工学会東北支部事務局 
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口頭発表Ａ会場 口頭発表Ｂ会場 メモ欄

開会式 9：30～9：35

挨拶：渡邊支部長

司会：菅原　正則

学術・技術報告 9：45～11:00 9：45～11:00

（口頭発表） 【性能検証・実態調査】 【再生可能エネルギー①】

Ａ1～Ａ5 B1～B5

司会：小林　仁 司会：田原　誠

11:15～12:00 11:15～12:15

【環境・シミュレーション】 【再生可能エネルギー②】

Ａ6～Ａ8 B6～B9

司会：小林　仁 司会：田原　誠

技術PR 12：30～13：30

（口頭発表） G1～G4

司会：後藤　正徳

学術・技術報告 14：00～15：00 14：00～15：15

（口頭発表） 【温熱空気環境①】 【給湯・排水】

Ａ9～Ａ12 Ｂ10～Ｂ14

司会：須知　秀行 司会：許　雷

15：15～16：15 15：30～16：15

【温熱空気環境②】 【空調システム】

Ａ13～Ａ16 Ｂ15～Ｂ17

司会：須知　秀行 司会：許　雷

閉会式 16：30～16：35

閉会の辞：田原副支部長

司会：菅原　正則

空気調和・衛生工学会　東北支部　第10回学術・技術報告会　スケジュール

- ⅱ -



　【開会式】 司会： 菅原　正則 宮城教育大学

　9：30～9：35　口頭発表A会場・B会場

挨拶 空気調和・衛生工学会 東北支部　支部長　 渡邉　浩文 東北工業大学

2．学術・技術報告〔口頭発表〕
　【性能検証・実態調査】 司会： 小林　仁 仙台高等専門学校

　9：45～11：00　口頭発表A会場

○ 池田　修平 秋田県立大学 1

長谷川　兼一 秋田県立大学

竹内　仁哉 秋田県立大学

松本　真一 秋田県立大学

○ 工藤　徹 秋田県立大学 5

長谷川　兼一 秋田県立大学

松本　真一 秋田県立大学

竹内　仁哉 秋田県立大学

○ 小原　豪太 秋田県立大学 9

長谷川　兼一 秋田県立大学

松本　真一 秋田県立大学

竹内　仁哉 秋田県立大学
A-4 ○ 仝　堯 秋田県立大学 13

長谷川　兼一 秋田県立大学

松本　真一 秋田県立大学

竹内　仁哉 秋田県立大学

○ 福井　啓太 福井水環境研究所 17

岡田　誠之 東北文化学園大学

　【環境・シミュレーション】 司会： 小林　仁 仙台高等専門学校

　11：15～12：00　口頭発表A会場

○ 堀早　紀子 宮城教育大学 21

菅原　正則 宮城教育大学

○ 菅原　正則 宮城教育大学 25

野角　光治 仙台高等専門学校

○ 竹内　友佐 東北工業大学 29

許　雷 東北工業大学

　【温熱空気環境①】 司会： 須知　秀行 朝日工業社

　14：00～15：00　口頭発表A会場

A-10 ○ 前田　亘輝 秋田県立大学 33

長谷川　兼一 秋田県立大学

松本　真一 秋田県立大学

竹内　仁哉 秋田県立大学

○ 中島　由佳 千葉工業大学 37

高瀬　翔梧 千葉工業大学

會澤　綾人 千葉工業大学

若山　尚之 千葉工業大学

○ 遠藤　里央 宮城教育大学 41

菅原　正則 宮城教育大学

小林　光 東北大学

江刺　美和 宮城教育大学附属中学校

A-7 スマートハウスの効果を体験する建物模型教材の開発とオンライ
ンワークショップの実践

A-8 FDSを用いた京都アニメーション火災避難解析に関する研究

掲載
ページ

A-9 (欠番）

サステナブル住宅における環境性能の動向調査-IBEC受賞作
品の時代背景との比較-

A-11 CFD解析を用いたF病院の病室における温熱・空気環境の検討

A-12 中学校教室における空気・衛生環境の実態

秋田県産木材を用いた小規模事務所建築のLCAに関する研究

A-5 雨水利用施設の二酸化炭素排出量に関する研究

掲載
ページ

A-6 室内模型を用いた「居心地の良い室内環境」を考える学習プログ
ラムの提案

掲載
ページ

A-1 住環境要因が循環器疾患の発症に及ぼす影響に関する考察
-秋田県における実態を基に-

A-2 秋田県における民生家庭部門の低炭素化シナリオ提案に向け
た検討
-最新データを用いた家族類型別世帯数の将来推計-

A-3 竣工設備データベース「ELPAC」を用いた事務所建築の空調設
備とエネルギー消費量の動向に関する考察

公益社団法人 空気調和・衛生工学会 東北支部

第10回 学術・技術報告会

プ  ロ  グ  ラ  ム

令和3年３月１0日（水）

オンライン(Zoomミーティング)

1．開会式
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　【温熱空気環境②】 司会： 須知　秀行 朝日工業社

　15：15～16：15　口頭発表A会場
A-13 ○ 鈴木　恵 三機工業(株) 45

鈴木　慎介 三機工業(株)

新村　浩一 三機工業(株)

福森　幹太 三機工業(株)
A-14 ○ 阿部　吉文 福島機工(株) 49

紺野　芳之 福島機工(株)

佐藤　良樹 福島機工(株)

赤井　仁志 福島大学

○ 阿部　吉文 福島機工(株) 51

紺野　芳之 福島機工(株)

佐藤　良樹 福島機工(株)

赤井　仁志 福島大学

○ 赤井　仁志 福島大学 53

阿部　吉文 福島機工(株)

紺野　芳之 福島機工(株)

佐藤　良樹 福島機工(株)

　【再生可能エネルギー①】 司会： 田原　誠 竹中工務店

　9：45～11:00　口頭発表B会場

○ 菊野　里絵 (一財)ふくしま未来研究会 55

小松崎　弘道 (一財)ふくしま未来研究会

石田　みゆき (株)地域創造研究所

杉岡　誠 飯舘村

庄司　伸也 飯舘村

赤井　仁志 福島大学

深山　陽子 福島大学

大黒　太郎 福島大学

齊藤　裕 福島大学

○ 赤井　仁志 福島大学 57

深山　陽子 福島大学

大黒　太郎 福島大学

齊藤　裕 福島大学

菊野　里絵 (一財)ふくしま未来研究会

小松崎　弘道 (一財)ふくしま未来研究会

石田　みゆき (株)地域創造研究所

杉岡　誠 飯舘村

庄司　伸也 飯舘村

田中　雅人 ミサワ環境技術(株)

進堂　晃央 ミサワ環境技術(株)

中元　秀則 ミサワ環境技術(株)

谷藤　浩二 ゼネラルヒートポンプ工業(株)
B-3 ○ 赤井　仁志 福島大学 59

深山　陽子 福島大学

大黒　太郎 福島大学

齊藤　裕 福島大学

早瀬　訓 東北電力(株)

山谷　佳枝 東北電力(株)

恩田　徳雄 東北電力(株)

塚崎　孝 東北電力(株)

瀬川　和幸 東北電力(株)

渡辺　武彦 (株)ユアテック

佐藤　秀一 (株)ユアテック

谷藤　浩二 ゼネラルヒートポンプ工業(株)

菊野　里絵 (一財)ふくしま未来研究会

杉岡　誠 飯舘村

庄司　伸也 飯舘村

田中　雅人 ミサワ環境技術(株)

○ 進堂　晃央 ミサワ環境技術(株) 61

田中　雅人 ミサワ環境技術(株)

中元　秀則 ミサワ環境技術(株)

赤井　仁志 福島大学

深山　陽子 福島大学

大黒　太郎 福島大学

齊藤　裕 福島大学

菊野　里絵 (一財)ふくしま未来研究会

杉岡　誠 飯舘村

庄司　伸也 飯舘村

谷藤　浩二 ゼネラルヒートポンプ工業(株)

掲載
ページ

B-1 地中熱・蓄熱・VPPによるスマート農業実践のための関連事項調
査と計画
（第1報）飯舘村での事業実施の背景と再エネの現状、復興への
寄与

B-2 地中熱・蓄熱・VPPによるスマート農業実践のための関連事項調
査と計画
（第2報）脱炭素・脱化石燃料を目指した地中熱・蓄熱・VPP導入
と計画の概要

地中熱・蓄熱・VPPによるスマート農業実践のための関連事項調
査と計画
（第3報）農業分野での冷却・除湿等の優位性と蓄熱・VPPの活
用の検討

B-4 地中熱・蓄熱・VPPによるスマート農業実践のための関連事項調
査と計画
（第4報）地中熱利用のための地盤特性と地中熱交換器埋設工
法計画

天井吹出口毎に風量制御する空気式放射空調システムの開発

換気システム効率化のための室内CO2濃度と温度分布の把握
（第1報）大学事務室の事例

A-15 換気システム効率化のための室内CO2濃度と温度分布の把握
（第2報）コロナ禍で窓の開け幅調整等の違いによる大学講義室
の事例（1）

A-16 換気システム効率化のための室内CO2濃度と温度分布の把握
（第3報）コロナ禍で窓の開け幅調整等の違いによる大学講義室
の事例（2）

掲載
ページ
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○ 小倉　怜子 ゼネラルヒートポンプ工業(株) 63

谷藤　浩二 ゼネラルヒートポンプ工業(株)
赤井　仁志 福島大学
深山　陽子 福島大学
大黒　太郎 福島大学
齊藤　裕 福島大学
菊野　里絵 (一財)ふくしま未来研究会
杉岡　誠 飯舘村
庄司　伸也 飯舘村
田中　雅人 ミサワ環境技術(株)
進堂　晃央 ミサワ環境技術(株)
山谷　佳枝 東北電力(株)

早瀬　訓 東北電力(株)

渡辺　武彦 (株)ユアテック

佐藤　秀一 (株)ユアテック

　【再生可能エネルギー②】 司会： 田原　誠 竹中工務店

　11:15～12:15　口頭発表B会場

○ 谷藤　浩二 ゼネラルヒートポンプ工業(株) 65

赤井　仁志 福島大学
深山　陽子 福島大学
大黒　太郎 福島大学
齊藤　裕 福島大学
早瀬　訓 東北電力(株)
山谷　佳枝 東北電力(株)
恩田　徳雄 東北電力(株)
塚崎　孝 東北電力(株)
瀬川　和幸 東北電力(株)
渡辺　武彦 (株)ユアテック
佐藤　秀一 (株)ユアテック
菊野　里絵 (一財)ふくしま未来研究会

杉岡　誠 飯舘村

庄司　伸也 飯舘村

田中　雅人 ミサワ環境技術(株)

○ 庄司　伸也 飯舘村 67

杉岡　誠 飯舘村
赤井　仁志 福島大学
深山　陽子 福島大学
大黒　太郎 福島大学
齊藤　裕 福島大学
菊野　里絵 (一財)ふくしま未来研究会
小松崎　弘道 (一財)ふくしま未来研究会
石田　みゆき (株)地域創造研究所
田中　雅人 ミサワ環境技術(株)
進堂　晃央 ミサワ環境技術(株)
中元　秀則 ミサワ環境技術(株)
谷藤　浩二 ゼネラルヒートポンプ工業(株)

○ 堀岡　建吾 (株)四電技術コンサルタント 69

安岡 稔弘 ㈱四電技術コンサルタント

小野坂 充央 ㈱四電技術コンサルタント

三島 潤也 ㈱四電技術コンサルタント

天野 雄一朗 四国電力㈱

藤井 良平 四国電力㈱

松田 健太郎 四国電力㈱

赤井 仁志 福島大学 / 北海道大学

濱田 靖弘 北海道大学

土山 絋平 北海道大学

猪俣 海斗 北海道大学

○ 猪俣　海斗 北海道大学 73

赤井　仁志 福島大学 / 北海道大学

濱田　靖弘 北海道大学

土山　絋平 北海道大学

天野　雄一朗 四国電力(株)

藤井　良平 四国電力(株)

松田　健太郎 四国電力(株)

安岡　稔弘 (株)四電技術コンサルタント

小野坂　充央 (株)四電技術コンサルタント

堀岡　建吾 (株)四電技術コンサルタント

三島　潤也 (株)四電技術コンサルタント

B-7 地中熱・蓄熱・VPPによるスマート農業実践のための関連事項調
査と計画
（第7報）本事業に基づく今後の展開と将来に向けて

B-8 VPPリソースとしての貯湯を含む中央式給湯設備の活用
（その3）日帰り入浴施設の概要、システムと時間帯別のヒートポ
ンプ性能

B-9 VPPリソースとしての貯湯を含む中央式給湯設備の活用
（その4）実測データを用いたシミュレーション、年間給湯負荷

B-6 地中熱・蓄熱・VPPによるスマート農業実践のための関連事項調
査と計画
（第6報）冷暖同時取出地中熱システム計画と有効性

B-5 地中熱・蓄熱・VPPによるスマート農業実践のための関連事項調
査と計画
（第5報）遠隔監視・制御の有効性と冷暖同時取出地中熱ヒート
ポンプの概要

掲載
ページ
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　【給湯・排水】 司会： 許　雷 東北工業大学

　14：00～15：15　口頭発表B会場

○ 上林　由果 関西電力(株) 77

岩井　良真 関西電力(株)

赤井　仁志 福島大学 / 北海道大学

濱田　靖弘 北海道大学

土山　絋平 北海道大学

猪俣　海斗 北海道大学

岡本　茂 (株)東畑建築事務所

小畑　拓未 (株)東畑建築事務所

磯部　茂樹 エヌヴェントジャパン(株)

○ 土山　絋平 北海道大学 81

赤井　仁志 福島大学 / 北海道大学

濱田　靖弘 北海道大学

猪俣　海斗 北海道大学

上林　由果 関西電力(株)
岩井　良真 関西電力(株)
岡本　茂 (株)東畑建築事務所
小畑　拓未 (株)東畑建築事務所
磯部　茂樹 エヌヴェントジャパン(株)

B-13 ○ 篠塚　利彦 関東学院大学 85

大塚　雅之 関東学院大学

山﨑　信吾 (独)都市再生機構

中野　英治 (独)都市再生機構
B-14 ○ 阿部　斗哉 関東学院大学 89

大塚　雅之 関東学院大学

石井　方奈子 関東学院大学

篠塚　利彦 関東学院大学

松村　弘慈 旭化成ライフライン(株)

murao

　【空調システム】 司会： 許　雷 東北工業大学

　15：30～16：15　口頭発表B会場

○ 伊藤　健允 東北大学 93

小林　光 東北大学

白須　公二郎 東北大学

金井　文彦 (株)クレバ

川勝  英樹　 東京大学

小林  大　　　 東京大学

○ 竹内　仁哉 秋田県立大学 95

長谷　川兼一 秋田県立大学

松本　真一 秋田県立大学

小田島　賢成 秋田県立大学

○ 飯田　卓也 千葉工業大学 99

田村　真生 千葉工業大学

宮下　雅俊 千葉工業大学

若山　尚之 千葉工業大学

　【技術PR】 司会： 後藤正徳 第一工業

　12：30～13：30　口頭発表A会場

G-1 室圧の変更が可能な多用途型簡易クリーンブース「DiverCell」 磯　佑輔 新日本空調（株） 101

G-2 コロナ禍を契機とした、三菱電機の快適空間提案 赤間　健志 三菱電機住環境システムズ（株） 103

G-3 工場用ゾーン空調機の特徴について 佐竹　正弘 木村工機（株） 105

G-4 建築現場における樹脂配管のご提案 淺野　啓志 積水化学工業(株) 109

4．閉会式
　【閉会式】 司会： 菅原　正則 宮城教育大学

　16：30～16：45　　口頭発表A会場 ・ B会場 

閉会の辞 空気調和・衛生工学会　東北支部　 副支部長　 田原　誠 竹中工務店

掲載
ページ

B-12 （欠番）

掲載
ページ

B-10 ヒートトレーサ給湯システムの基礎的特性に関する実験的研究
（その3）予備実験およびコントローラによるヒータの温度制御実
験結果の解析

B-11 ヒートトレーサ給湯システムの基礎的特性に関する実験的研究
（その4）ヒータの自己制御による実験結果の解析およびシステム
総合評価

掲載
ページ

B-15 導電性高分子ポリマーを用いた交流による通電再生型デシカン
ト空調システムに関する研究

B-16 地中熱ヒートポンプ空調システムを備えた住宅の省エネルギー
性能に関する研究
(その5) 実大試験家屋を対象とした異なる採熱方式の暖冷房実
験

B-17 アクアマリンふくしま(AMF)のエントランスホール空調に関する調
査及び検証

3．技術PR

集合住宅の排水負荷計算に用いる衛生器具の器具排水特性と
排水実態に関する調査

中層ALC集合住宅へ適用する専用排水立て管システムの排水
性能評価に関する研究
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住環境要因が循環器疾患の発症に及ぼす影響に関する考察 

－秋田県における実態を基に－ 

○池田修平（秋田県立大学），長谷川兼一（秋田県立大学）， 

竹内仁哉（秋田県立大学），松本真一（秋田県立大学） 

Home Indoor Environment and Adverse Health Effects of Cardiovascular Disease 

－Analysis Using Statistical Data of Akita Prefecture－ 

 

Ikeda Shuhei (Akita Prefectural University), Hasegawa Kenichi (Akita Prefectural University),  

Takeuchi Jinya (Akita Prefectural University), Matsumoto Sin-ichi (Akita Prefectural University) 

 

キーワード：住環境，循環器疾患，文献調査，統計分析 

 

1. はじめに 

我が国の死因において，心疾患及び脳血管疾患

による粗死亡率(以下，死亡率)は常に高い。地域

別では東北地方等の寒冷地，季節別では冬季にお

いて高い傾向にあることから，寒さが発症に影響

を及ぼしていることが推察される。しかし，北海

道は寒冷であるが，これらの死亡率は平均並みで

ある。この要因の一つとして，北海道の住宅は全

室暖房が主流であり温熱環境が整えられているこ

とが考えられる。また，図1に示すように，WHO1)

により冬季における死亡率は，室内が温暖な住宅

に住む人々の方が低いことが報告されていること

から，外気温と比較して家庭内の温度は居住者の

健康状態に及ぼす影響が大きいことが推察される。 

 現在，我が国の循環器疾患の発症を抑制するた

めの取り組みは，居住者の生活習慣の改善に重点

が置かれており，住環境に対して十分に実施され

ていない。 

 そこで，本研究では健康に暮らすための住環境

に関する取り組みの提案に向けて，住環境要因が

循環器疾患の発症に及ぼす影響を明らかにするこ

とを目的として，既往文献による知見の整理と

e-Stat等のデータを活用した統計分析を実施した。 

 

2. 住環境要因と循環器疾患 

2.1 文献調査 

菊地2)によると，時代ごとに脳血管疾患の発症

要因は変化している。1950年以前は，塩分過多な

食生活であった農村において死亡率が高く，新鮮

な魚等から良質なタンパク質を摂取できる漁村等

で低い傾向にあったことから，食習慣が大きく影 

 

図-1 住宅の温熱環境の差による死亡率の年変動1) 

 

 

図-2 秋田県における初回脳卒中の発症数2) 
 

 

図-3 秋田県における脳卒中の年齢調整死亡率2) 
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響していたと考えられる。また，1965年以前では

脳血管疾患に対する医療体制が不十分であり，発

症すると自宅で寝かされたままとなり，そのまま

亡くなる場合が8割以上であった。一方，現在に

おいては，医療体制が充実し，食習慣に関しても

食材が各地から取り寄せやすくなったことで，脳

血管疾患の発症に対する影響が緩和されている。

しかし，図-2に示すように，依然として発症数は

多く，秋田県では増加傾向にある。対して，図-3

に示すように，年齢調整死亡率は1985年ごろから

変化していないことから，現在においても死亡率

が高い要因は高齢化であると考えられる。 

 高齢者の健康状態は曝露環境に影響を受けや

すいことが知られている。そのため，今後は生活

環境に潜む危険因子を明らかにし，それらを排除

する取り組みが重要となる。 

 

2.2 統計分析 

循環器疾患の死亡率3)と気象・住宅統計データ
4)5)の関係性を考察した。前述したように，循環器

疾患の死亡率は，高齢者の割合が高い都道府県ほ

ど高い傾向にあるため，本研究では，都道府県間

の年齢構成の違いを考慮した年齢調整死亡率を用

いた。 

2.2.1 暖房デグリーデー(D18-18) 

図-4に示すように，脳血管疾患において，有意

な正の相関が確認された。このことから，寒冷地

ほど脳血管疾患の年齢調整死亡率が高い傾向にあ

ることがわかる。さらに，暖房デグリーデーが他

県より低い沖縄県と高い北海道を除くと，より強

い相関がみられた。しかし，北海道に関しては，

最も暖房デグリーデーが高いにも関わらず，年齢

調整死亡率は全国平均並みである。このことから，

前述したように地域における寒さより住宅内の温

熱環境の方が脳血管疾患に与える影響が大きいこ

とが推察される。一方，心疾患において，有意な

相関は確認できなかった。 

2.2.2 最寄りの医療機関までの距離 

図-5に示すように，脳血管疾患において有意な

正の相関が確認された。脳血管疾患は発症後の素

早い治療が生存に不可欠である。そのため，横軸

の割合が低い地域ほど医療体制が充実しているこ

とになる。 

 

2.2.3 その他の住環境要因 

図には示していないが，今回の分析対象とした，

二重以上のサッシまたは複層ガラスの割合や窓・ 

壁等の断熱・結露防止工事の実施率，木造住宅の 

割合，住宅の建築時期に関しては，循環器疾患と

の有意な相関関係は確認されなかった。 

循環器疾患の発症には，今回の検討対象要因だ

けでなく，居住者自身の健康状態，喫煙状況等の

様々な要因が考えられており，これらがそれぞれ

どの程度影響を及ぼしているのか，さらに，それ

らの因果関係を明らかにすることが必要である。 

 

3．秋田県における循環器疾患の実態 

3.1 死因 

 心疾患及び脳血管疾患の死亡率は，毎年悪性新

生物に次いで高く，県民の健康寿命の延伸に向け

てこれらの疾患に対する取り組みが不可欠である。 

3.2 循環器疾患の地域性 

秋田県内における循環器疾患の地域性を検討す

るために，e-Stat6)7)や秋田県衛生統計年鑑8)9)等の

データを用いて，H28年からH30年における各市

町村の循環器疾患に関する標準化死亡比(以下，

SMR)を算出した。結果を図-6に示す。SMRを疾

患ごとにみると，どの地域においても心疾患と比

  
図-4 循環器疾患の年齢調整死亡率と D18-18 

(左：脳血管疾患，右：心疾患) 
 

  
図-5 循環器疾患の年齢調整死亡率と 

医療機関までの距離(左：脳血管疾患，右：心疾患) 
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較して脳血管疾患の値の方が高く，多くの地域で

平均(SMR=100)を上回っている。 

 図-7に示すように，住宅の建築時期5)との関係

をみると，建築時期が2000年以前の住宅の割合が

高い地域ほどSMRが高い傾向にあることが確認

できる。また，図-8に示すように，この割合が高

い地域ほど，一部の窓が二重以上のサッシまたは

複層ガラスであるまたはこのような窓がない住

宅の割合が高いことが確認できるため，間接的で

はあるが断熱性能の影響が推察される。 

3.3 循環器疾患の季節性 

 循環器疾患，不慮の溺死及び溺水，悪性新生

物について，H25 年から H30 年における月間

の死亡数比を算出した 10)。図-9 に示すように，

男女ともに循環器疾患と不慮の溺死及び溺水の

死亡数は，冬季に上昇する傾向にあることが確

認された。特に，女性の不慮の溺死及び溺水に

おいてその傾向が顕著に表れていることがわか

る。 

4．秋田県における循環器疾患に対する取り組み 

4.1 第 2期健康秋田 21計画 11) 

第 2 期健康秋田 21 計画は第 1 期の成果や少

子高齢化の進展を受けて，発症予防だけでなく，

重症化予防にも目を向け，県民の健康寿命の延

伸と生活の質の向上を主な目的とし，H25 年度

から実施されている。この計画の中で，循環器

疾患に対しては，危険因子を高血圧，脂質異常

症，喫煙，糖尿病として，主に住民の健康状態や

生活習慣の改善に向けた取り組みに重点が置かれ

ている。 

4.2 大仙市健幸まちづくりプロジェクト 12) 

大仙市とタニタグループが連携して，歩くこと

を基本に，まち全体で住民の健康づくりを応援す

る取り組みであり，R2年10月から参加者の募集が

開始されている。参加者全員に活動量計を配布し，

それにより測定されたデータを基に，個人の健康

状態に合わせた支援が実施される。また，それら

のデータはPC等で確認できるため，健康づくりに

対する啓発効果も期待される。 

4.3 入浴事故防止に関する取り組み 13) 

秋田県は全国と比較して入浴事故による死亡率

が高く，近年では毎年100人以上が亡くなってい

る。現在，秋田県内で入浴事故防止に向けた重点 

施策が実施されている地域は，湯沢市を含む雄勝

地域のみである。これらはH22年から実施されて

おり，事業内容としては，入浴事故発生状況の調

査，地域住民の入浴習慣の改善に向けた啓発活動

が中心である。 

 

5.おわりに 

本研究では，住環境要因が循環器疾患に及ぼす

影響について考察した。結果として，都道府県別

では寒冷な地域，高齢者の割合が高い地域で脳血

管疾患の年齢調整死亡率が高い傾向にあることが

確認された。秋田県では，脳血管疾患のSMRが100

を上回っている地域が多く，住宅の建築時期との

関係が推察される。秋田県内の循環器疾患の発症

予防に関する取り組みは，第2期健康秋田21計画

を軸として，主に住民の健康状態や生活習慣の改

 
図-6 H28-30 における循環器疾患の標準化死亡比 

 

  
図-7 建築時期と SMR 図-8 建築時期と二重窓 

 

  
図-9 死因別の各月における死亡数比 
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善に対する取り組みに重点が置かれていた。一方

で，住環境要因が循環器疾患の発症に影響を及ぼ

すことが示唆されていることから，今後はそれら

の関係性について更に調査を進める。 
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秋田県における民生家庭部門の低炭素化シナリオ提案に向けた検討

－　最新データを用いた家族類型別世帯数の将来推計　－

○工藤徹（秋田県立大学），長谷川兼一（秋田県立大学），

松本真一（秋田県立大学），竹内仁哉（秋田県立大学）

キーワード：秋田県，家族類型別世帯数，将来推計

Study of Scenarios on Residential Sector Towards Low Carbon Society 
in Akita Prefecture

- Household and Family Projections based on the Latest Information -

Kudo Toru (Akita Prefectural University), Hasegawa Kenichi (Akita Prefectural University),
Matsumoto Shin-ichi (Akita Prefectural University), Takeuchi Jinya (Akita Prefectural University)

1.　はじめに

　近年，地球温暖化やエネルギー資源の枯渇が問

題となっている。2016 年に発効されたパリ協定を

受けて， 日本では 「地球温暖化対策計画」 1) が策

定された。 民生家庭部門においては， 温室効果ガ

スを 2030 年時 2013 年度比 39.3% 削減することが

目標となっている。 また， 2019 年には， 「パリ協定

に基づく成長戦略としての長期戦略」 2) が閣議決定

され， 「2050 年までに， カーボンニュートラルで， か

つレジリエントで快適な地域とくらしを実現することを

目指す」 としており， 脱炭素社会の実現に向けた取

組みが進められている。

　 秋田県では，こうした動向を踏まえ，2017 年に 「第

2 次秋田県地球温暖化対策推進計画」 3) を策定し，

各種対策の実効性を高め， 確実に二酸化炭素排出

量を削減することが期待される。 推進計画では， 温

室効果ガス排出量の削減目標が掲げられており， 民

生家庭部門においては， 2030 年時 2013 年度比

26% 削減となっている。

 　長谷川ら 4) は， 予てから伊香賀らの推計モデル 5)

を参考にして住宅のエネルギー消費量の予測のため

にマクロモデルを構築し， 秋田県での将来推計 6)7)8)

を試みている。 低炭素社会実現に向けたシナリオの

検討に当たっては， ライフスタイルや家族構成， 気

象の変化に対応できる確度の高い将来推計が有効

である。 将来推計するに当たり， マクロモデルでは，

将来推計パラメータとなる家族類型別世帯数と断熱

水準別住宅シェアの別途推計が必要となり， 統計

データに基づき， 過去の傾向から外挿することで推

計している。 推計に用いる統計値は定期的に更新さ

れているため， 既往の推計結果の精度を確認すると

ともに， モデルの精度向上のためには， 最新データ

を用い， 推計し直すことが必要である。 そこで本研

究では， モデルの精度向上のため， 最新データを

用いて家族類型別世帯数の推計を行った。

2.　マクロモデルの概要

2.1　マクロモデルの構成

　図 - 1 に秋田県全体のエネルギー消費量及び二

酸化炭素排出量の計算フローを示す。 暖冷房， 給

湯， その他の用途別に， 3 住戸形態 ( 戸建住宅 ・

集合 RC 造 ・ 集合木造 )， 7 家族類型別世帯あたり

のエネルギー消費原単位を算出し， 世帯数を乗じる

ことで当該年のエネルギー消費量を算出する。 なお

このモデルは， 家族類型ごとの一般的なエネルギー

消費量を推計し， 各年代別の世帯数を乗じるマクロ

な視点で構築されている。

　二酸化炭素排出量の推計では， 熱源ごとにエネル

ギー源を分類し，二酸化炭素排出係数をエネルギー

消費量に乗じることで算出している。

2.2　暖冷房用マクロモデル

　拡張デグリーデー法注 1) を用いて家族類型別， 住

戸形態別， 断熱水準別 ( 無断熱， 1980 年基準，

1992年基準，1999年基準 )に暖冷房負荷を求める。

2.3　給湯用マクロモデル

　 生 活 ス ケ ジ ュ ー ル 自 動 生 成 プ ロ グ ラ ム

SCHEDULE Ver.2.09) を用いて行為別に使用頻

度， 水量を算出する。 給湯設定温度と市町村毎の
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気温との差から給湯負荷を求める。

2.4　その他用マクロモデル

　照明 ・ 厨房 ・ 娯楽情報 ・ 家事衛生 ・ その他

に分類する。 家族類型別に機器の使用時間， 消

費電力を生活スケジュール自動生成プログラム

SCHEDULE Ver.2.0 を用いて求める。

2.5　家族類型別世帯数

　家族類型の分類は， 国立社会保障 ・ 人口問題

研究所の世帯数推計データに準拠した分類に加え，

今後の高齢化の影響を予測する目的から， 高齢世

帯と高齢世帯以外の違いが検討できる分類として，

①高齢単独世帯 ・ ②その他単独世帯 ・ ③高齢夫婦

世帯・④その他夫婦世帯・⑤夫婦と子から成る世帯・

⑥ひとり親と子から成る世帯 ・ ⑦その他の一般世帯

の 7 家族類型に分類した。

2.6　断熱水準別住宅シェア

　 住戸形態別住宅ストックにおける断熱水準別の

住宅数を年代別に推計する。 断熱水準は無断熱，

1980 年基準， 1992 年基準， 1999 年基準とし， 断

熱水準別の住宅数は外岡らの手法 10) をもとに推計し

ている。 各年における新設住宅に占める断熱水準別

のシェアから戸数を想定し， 1990 年時点の断熱水

準別の住宅ストック戸数をベースに， 断熱水準別の

新設戸数を積み上げることにより， 各年における住

宅ストックに占める断熱水準別の住宅数を推計する。

3.　家族類型別世帯数の将来推計

3.1　推計手法

　図 - 2に家族類型別世帯数の計算フローを示す。

2015 年までを国勢調査の統計値 11)， 2040 年まで

を国立社会保障 ・人口問題研究所の推計値 12) を用

いた。 2050 年までは 2020 年から 2040 年の人口

問題研究所による推計値を対数近似し， 推計する年

代を代入して独自推計した。推計は以下のように行っ

た。 ① 2020 ～ 2040 年の平均世帯人員の推移を

対数近似して 2050 年までの平均世帯人員を算出す

る。 ② 2020 ～ 2040 年の秋田県の人口比率の推

移を対数近似して 2050 年までの人口比率を算出し，

全国の総人口に乗じて秋田県の総人口を算出する。

③秋田県の総人口を平均世帯人員で除すことで一

般世帯総数を算出する。 ④ 2020 ～ 2040 年の家族

類型別世帯数の割合を対数近似して割合を算出し，

2050 年までの各年の一般世帯総数に乗じて家族類

型別世帯数を算出する。

図 - 1 マクロモデルの計算フロー

(7 3
4 )

(7 )

SCHEDULE Ver.2

25

(7  )

SCHEDULE Ver.2

CO2

CO2

図 - 2 家族類型別世帯数の計算フロー

2020 2040

2020 2040
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5.　本論文のまとめ

　 今後は， 断熱水準別住宅シェアを推計し， 秋田

県全体のエネルギー消費量， 二酸化炭素排出量を

算出した上で， 秋田県の低炭素化シナリオの提案を

する予定である。 今後さらなる少子高齢化， 小家族

化が進行することが予想されるため， 住宅性能の向

上のみならず， 住宅規模の縮小やコンパクトシティ

等， 人々の行動変容に着目したシナリオの検討も必

要である。
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図 - 5 家族類型別世帯数割合の推移

3.2　推計結果

　図 - 3 に既往研究 4) における家族類型別世帯数

の推計結果， 図 - 4 に本研究における推計結果を

示す。 世帯数は 2005 年に最も多く 391,276 世帯

となり， その後徐々に減少していく。 2050 年の世帯

数で比較すると， 既往研究においては， 237,509
世帯になる結果に対し， 本研究においては 268,131
世帯になる結果となった。

　 家族類型別にみると， 高齢単独世帯は， 2040 年

の 61,600 世帯となるまで増加を続け， 家族類型別

に最多となる一方， その他単独世帯は 2015 年以降

減少していく。 その他夫婦世帯は 1995 年以降， 高

齢夫婦世帯は 2025 年以降減少していく。 夫婦と子

世帯， その他世帯は 1990 年以降減少し続け， ひと

り親と子世帯は 2020 年までは増加し， 以降減少し

ていく結果となった。

3.3　既往研究との比較

　 図 - 5 に家族類型別世帯数割合の推移を既往研

究と比較して示す。 既往研究との差は ,2020 年に

は高齢単独世帯にて最大 1.3 ポイント高くなったが，

2050 年には高齢夫婦世帯にて最大 5.1 ポイント高く

なった。 また， 高齢夫婦世帯について， 2020 年に

おいては 0.05 ポイントの差が 2050 年には 5.1 ポイ

ント高くなり，その割合が大きく変動する結果となった。

4.　考察

　本研究では，既往研究の推計結果の精度を確認

するとともに， モデルの精度向上のため， 最新デー

タによる家族類型別世帯数と世帯数割合の推計を

行った。

　家族類型別世帯数の推計では，既往研究と同様

の傾向を示すものの， 世帯数の減少は緩やかとなる

結果となった。 また， 夫婦と子世帯， その他世帯が

減少しているが， 高齢単独世帯， 高齢夫婦世帯で

は顕著な減少傾向はみられない結果となった。 これ

は秋田県の少子高齢化問題を表しているといえる。

　世帯数割合の推計では，既往研究と比較する

と 2050 年における家族類型別世帯数割合の差が

大きくなる結果となった。特に高齢単独世帯，高

齢夫婦世帯の割合が大きくなり，秋田県の高齢化

がさらに進行することが予想される。また，単独

世帯，夫婦世帯などの小規模家族の割合が大きく

なっていることから，人口減少に伴い，小家族化

が進むことが考えられる。
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　　　　図 - 3 既往研究における　　　
　　　　家族類型別世帯数の推移 4)

　　　　図 - 4 本研究における　　　
　　　家族類型別世帯数の推移
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齊藤正浩 ： 秋田県における民生家庭部門の

低炭素化シナリオの提案　家庭内エネルギー

消費量と二酸化炭素排出量の将来推計， 秋

田県立大学システム科学技術学部，卒業論文，

2017 年 3 月 .
空気調和 ・ 衛生工学会　住宅用エネルギーシ

ミュレーション小委員会 ： 生活スケジュール自

動生成プログラム， SCHEDULE Ver.2.0　マ

参 考 文 献
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

建物の暖冷房負荷を簡易に予測する手法とし

て， 住宅の熱損失係数に暖冷房デグリーデー

を乗じることにより， 暖冷房期間の総熱損失量

を求める方法がある。 しかしながら， この方法

では外気温のみしか考慮していないため， 実
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や内部発熱などの影響も考慮した拡張デグ
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竣工設備データベース 「ELPAC」 を用いた

事務所建築の空調設備とエネルギー消費量の動向に関する考察

〇小原豪太 （秋田県立大学）， 長谷川兼一 （秋田県立大学）

松本真一 （秋田県立大学）， 竹内仁哉 （秋田県立大学）

Analysis on Type of HVAC System and its Energy Consumption 
in Office Buildings based on "ELPAC"  Database

Gota Obara (Akita Prefectural University), Hasegawa Kenichi (Akita Prefectural University),
Matsumoto Shin-ichi (Akita Prefectural University), Takeuchi Jinya (Akita Prefectural University)

キーワード ： 事務所建築， 空調設備， エネルギー消費量

1．はじめに

　人は， 1 日の 9 割の時間を建築物の中で過ごす

といわれている 1)。 そのため， 不適切な室内環境

に滞在することによる健康への悪影響を防除する

ために， 建築物の維持 ・ 管理が重要となる。 我が

国では， 1970 年に 「建築物衛生法」 が施行され

て以降， 建築物における衛生的な環境の確保が

優先事項とされている。 2003 年 4 月には建築物

衛生法関連政省令が一部改正され， 滞在者の暴

露環境要因の一つである空気環境において， より

一層の管理が求められるようになった。 ここでの改

正により， 空調設備において 「中央管理方式」 を

導入している特定建築物のみならず， 「個別空調

方式」 も維持 ・ 管理の対象となった。 また， 建築

物の運用時のエネルギー消費量の削減を目的と

して， 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律」 （以下， 省エネ法） が制定されている。

これらの法律や関連する政令 ・ 告示を基に， 建

築設備の性能向上やエネルギー消費量の削減が

日々図られている。

　本研究では， 事務所建築物を対象に， 空調方

式に着目した延床面積や空調設備， エネルギー

消費量等の動向を把握することを目的としている。

3．分析データ

3.1　概要

　一般社団法人 建築設備技術者協会が提供して

いる， 建築設備情報年鑑 ・ 竣工設備データベー

ス 「ELPAC」 を用いる。 これは， 47 都道府県の

建築物の管理者等を対象にアンケート用紙を配布

して行った独自調査データである。 分析にあたり，

非住宅建築物の省エネルギー基準の変遷に基づ

き， 3 つのグループに分類する。 1979 年の省エ

ネ法制定後， 1999 年には外皮性能の評価値とし

て PAL， 建築設備の省エネルギー性能の評価値

として CEC が用いられ， 2013 年には新たな外

皮性能の評価値である PAL*， 建築設備の評価

値には一次エネルギー消費量が用いられるように

なった。 これより， 竣工年度で 1984~1998 年度，

1999~2012 年度， 2013~2018 年度に分類した。

　本研究で用いるデータは， 空調設備の冷熱源 ・

温熱源それぞれの主熱源方式が記載され， 空調

2．事務所建築の現状に関する既往研究

　林ら 2)~4) は， 2018 年 8 月下旬～ 9 月下旬，

2019 年 1 月下旬～ 2 月中旬の期間， 全国の事

務所建築物 42 件を対象に温度， 相対湿度， 室

内CO2濃度等の室内空気環境の測定を実施した。

　温度に関しては， ほとんどの建築物で適切な

管理が行われていた。 相対湿度において， 建物

規模を問わずに冬期に低湿度環境になる， 室内

CO2 濃度においては， 「個別空調方式」 の空調

設備を導入している建築物の室内 CO2 濃度が高

くなるという課題が指摘された。 その背景には， 導

入されている加湿設備の多くが 「気化式」 である

ことや後付けの加湿器のみを用いている建築物が

あること， 「個別空調方式」 の空調設備では換気

システムも個別に管理されているため， 適切な管

理がされない結果， 換気量が減少していること等

が考えられる。
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3.2　空調方式の分類

　表 -1 に空調方式の分類を示す。 各建築物の空

調設備の冷熱源， 温熱源の主熱源方式のデータ

に着目し， 厚生労働省が発表している 「建築物に

おける維持管理マニュアル」 等を参考に， 導入さ

れている空調設備を 「個別空調方式」 「中央管理

方式」 「個別空調方式＋中央管理方式」 の 3 種

類に分類した。 「個別空調方式」 は， 中央熱源を

持たずに熱源と空気調和機とが一体となっている

か， 室内ユニットと熱源ユニットが冷媒配管で接続

されているかのいずれかの場合で， 各々の機器単

体での運転制御が可能な方式とされている。 「中

央管理方式」 は， 各居室に供給する空気を中央

管理室等で一元的に制御可能な方式である。 「個

別空調方式＋中央管理方式」は，「個別空調方式」

と 「中央管理方式」 を導入している場合の空調方

式を指す。

4．延床面積・空調機械室合計面積の動向

　図 -1 に延床面積 ・ 空調機械室合計面積の動

向を示す。 「個別空調方式」 を導入している建築

物の多くが， 特定建築物の要件である延床面積

3,000m2 を超過しており， 竣工年度が新しくなる

につれ， より大きな延床面積の建築物でも導入さ

れる傾向にある。空調機械室合計面積に関しては，

年度が新しくなるにつれて減少傾向にある。 「中央

管理方式」 「個別空調方式＋中央管理方式」 を

導入している建築物は， 大きな延床面積の建築物

を中心に導入され， 空調機械室合計面積も年々

大きくなる傾向が把握できる。

図 -1　延床面積 ・ 空調機械室合計面積の動向

（a）延床面積

（b）空調機械室合計面積

5．空調設備の動向

5.1　空調方式

　1984~1998 年度の建築物では， 「中央管理方

式」 を導入する割合が高いが， 竣工年度が新しく

なるにつれてその割合は減少する。 「個別空調方

式」 「個別空調方式＋中央管理方式」 を導入して

いる建築物の割合は， 年度が新しくなるにつれて

増加している。

5.2　加湿方式

　図 -2 にペリメータゾーン ・ インテリアゾーンの加

方式の分類が可能な 968 件である。 内訳は， 地

域区分では関東 ・ 中部， 工事種類では新築， 建

物種別では貸しビル， 自社ビルの件数が多い。

表 -1 空調方式の分類

図 -2　加湿方式の動向

（b）インテリアゾーン

（a）ペリメータゾーン
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5.3　外気供給関連

　図 -3 にペリメータゾーンの外気供給方式， 図

-4 にペリメータゾーン ・ インテリアゾーンの外気処

理フィルターの動向を示す。 外気供給方式におい

て， 「個別空調方式」 で 「個別 （全熱交換器付

き）」， 「中央管理方式」 では 「空調機混合処理

（各階毎）」， 「個別空調方式＋中央管理方式」 で

は 「外調機 （各階毎）」 の割合が高い。 外気処

理フィルターにおいては，「個別空調方式」 で 「粗

塵のみ」， 「中央管理方式」 では 「中性能 （比色

法 50~80%）」， 「個別空調方式＋中央管理方式」

では 「粗塵のみ」 の割合が高くなった。 「中央管

理方式」 のデータに着目すると， 「中性能 （比色

法 50~80%）」 の割合はペリメータゾーンよりもイ

ンテリアゾーンの方が年度を問わず高く， 「粗塵の 図 -3　外気供給方式の動向

図 -4　外気処理フィルターの動向

図 -5　外気供給割合の動向 （ペリメータゾーン）

（b）「中央管理方式」

（a）ペリメータゾーン

（a）ペリメータゾーン （b）インテリアゾーン

（a）「個別空調方式」

湿方式の動向を示す。 すべての空調方式， 竣工

年度においても「気化式」が大半を占めている。「不

明 ・ なし」 とする割合は， ペリメータゾーンにおい

て半分以上， インテリアゾーンでは 11.5~55.5%
の割合を占めている。 これら全てを 「なし」 とみな

した場合， 冬期の低湿度環境の要因となっている

可能性が考えられる。

み」 の割合は低くなる傾向が把握できる。

　図 -5 に竣工年度別に， ペリメータゾーンの延床

面積と外気供給割合の関係を示す。 多くは外気

供給割合が 10~40% となり， 100% に近い建築

物もあった。 外気供給割合が 100％に近いデータ

を除くと， 「中央管理方式」 において 40% を超過

するデータが複数見られる。 一方で， 「個別空調

方式」 においては 40% 以下のデータがほとんど

であった。 また， 延床面積との明確な関係は確認

できず， 竣工年度ごとの外気供給割合の特徴も見

られなかった。
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図 -6　年間一次エネルギー消費原単位の動向

（b）「中央管理方式」

（c）「個別空調方式＋中央管理方式」

（a）「個別空調方式」

7．まとめ

　各空調方式ごとの延床面積や空調設備， エネル

ギー消費量等の動向の把握を行い， 以下を把握

することができた。

① 「個別空調方式」 の空調設備を導入する建築

物が竣工年度が新しくなるにつれて増加している。

②加湿方式は 「気化式」 が大半である。 「不明 ・

なし」 の割合が高く， 設計者の加湿に対する意識

が低い可能性がある。

③エネルギー消費量に関して， 「中央管理方式」

が 「個別空調方式」 「個別空調方式＋中央管理

方式」 よりも多くのエネルギーを消費している。

　今後も， 増加している 「個別空調方式」 に着目

した， 室内空気環境やエネルギー消費量等に関

するさらなる分析に取り組む必要がある。

6．エネルギー消費量の動向

　図 6 に竣工年度別に， 延床面積と年間一次エ

ネルギー消費原単位の関係を示す。 「個別空調方

式」 では， 1984~1998 年度と 1999~2012 年度

に弱い正の相関， 2013~2018 年度には強い正

の相関があった。 「中央管理方式」 において， 正

の相関が年々強まっており， 延床面積が大きくな

ると原単位も大きくなる関係が把握できた。 さらに，

「個別空調方式」 よりも大きな原単位を示すデータ

が確認された。 「個別空調方式＋中央管理方式」

においては， 1984~1998 年度のみで正の相関が

見られた。

　また， すべての空調方式において， 同規模の建

築物でも原単位が異なるデータがあり， 竣工年度

が新しい建築物の方が原単位が小さくなる傾向が

把握できる。
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秋田県産木材を用いた小規模事務所建築ＬＣＡに関する研究 

○仝堯（秋田県立大学），長谷川兼一（秋田県立大学），松本真一（秋田県立大学）， 

竹内仁哉（秋田県立大学） 

Case study of life cycle assessment in a small wooden office building in Akita prefecture 
Yao Tong (Akita Prefectural University), Kenichi Hasegawa(Akita Prefectural University), 

Shin-ichi Matsumoto (Akita Prefectural University), Jinya Takeuchi (Akita Prefectural 
University)  

 

キーワード：秋田県産木材，小規模事務所，LCA  
 

1. はじめに 

近年、地球温暖化による環境問題が顕在化して

おり、それらは全世界に及んでいる。そのため、

低炭素や環境負荷の削減対策が求められており、

炭素固定化効果がある木造建築が注目されている。

また、製品の原材料から、製造、運送、使用又は

廃棄に至る各段階において、環境影響に対する評

価するライフサイクルアセスメント（LCA：Life 
Cycle Assessment）も普及している。 
既に、LCA の概念と LCA 評価過程は国際標準

ISO14040 規格になっており 1）、木材や木造建築

物を対象とした LCA 研究は多く見られる 2)－4）。

しかし、木造建築を対象とする研究では、二つの

課題が残っている。一つは、使用木材により産地

や製造過程や運送距離などが異なるため、生じる

環境負荷量も異なること。もう一つは、木造住宅

を対象とした木造建築の LCA に関する研究が多

く見られるが、事務所建築の LCA 研究が少ない

ことである 5）。 

そこで、本研究では、秋田県で施工されている

小規模事務所建築を対象として事例調査を行い、

それに用いられている木材の環境負荷原単位を把

握する。それを踏まえて、建設段階における環境

負荷量を計算し、評価する。 
 

2. 調査対象建物の概要 

本研究の対象は秋田県美郷町で建設されている

延床面積が 118.87 ㎡、地上 1 階の木造縦ログ事

務所 M アトリエである。図-1 に平面図を示す。

一般の木造建築と異なり、M アトリエでは、大量

の秋田県産木材が使用されている。外壁には、木

質断熱複層パネルが用いられている。 
 

図-1 M アトリエの平面図 
 

3. LCA のための条件設定 

M アトリエは竣工途中であるため、LCA を行

う際に、予定使用量データと実際の施工段階にお

いて収集したデータを合わせて計算する。 
3.1 資材設定 

設計者から得られる予定資材使用量と調査結果

に基づいて、全建築物の資材を使用位置に分類し、

AIJ-LCA 計算ツール 8）に入力した。 
3.2 資材のリサイクル率の設定 

資材のリサイクル率を表 1 のように設定した。

既往文献 6)－7）を参考に、普通ボルトランドセメン

ト 16％、伸銅品 11％、アルミニウム 50％、亜鉛

7％を設定した。また、土間発泡ガラス業者からの

情報により、リサイクル率を 96％に設定した。 
3.3 端材率の設定 

調査結果により、建築の建設段階で発生する木

材廃棄物量は 11.5 ㎥であった。さらに、予定木材

使用量 73.67 ㎥を用いて端材率が算出できるが、

その結果は実際に使用される状況と異なる。それ

は廃材体積を算出する際、木材の廃材を全て収集

すると仮定したためである。その結果、木材廃材

の実体積は 11.5 ㎥より小さい。よって、端材率を
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確認する際には、体積量を重量に換算して端材率

を算出する必要がある。 
文献 8）によると、木材廃棄物の比重を表 2 のよ

うに設定している。 
 

表-1 資材のリサイクル率設定表 

番号 資材 
資材のリ

サイクル

率 

1 
普通ボルトランドセメ

ント 
16％ 

2 鉄筋 97.5％ 

3 鉄骨 10％ 

4 土間発泡ガラス 96％ 

5 伸銅品 11％ 

6 アルミニウム 50％ 

7 亜鉛 7％ 
 

表-2 木くず比重統計表 8） 

データの出典 木くず 備考 
日本住宅リフォーム

センター 
0.160 実測調

査によ

るかさ

比重 
住解協 0.205 

日本建築業協会 0.21 
厚生省 0.7 数値の

根拠が

不明 
東京都 0.4 

大阪 4 行政 0.5 
廃棄物ガイドライン 0.4-0.7 

本研究において、信頼性が高い三つの材積比重

の平均値 192 kg /㎥を用いて計算する。以下の式

を通して、端材率を算出する。 

𝑝 予定量 杉板 廃材量 かさ比重

予定量 杉板

   

ただし、ｐは実際端材率（無単位）、V 予定量は木

材の予定使用量（㎥）、ρ杉板は杉材の容積密度（㎏

/㎥）、V 廃材量は生じた廃材発生量（㎥）、ρかさ比重は

文献による木材廃材の比重（㎏/㎥）である。 
なお、木材予定使用量を 73.67㎥、廃材量を 11.5

㎥、製材の比重を 514.2 kg /㎥ 9）、最後の木材の

端材率を 9.0％とする。 
3.4 木材原単位の修正 

使用する LCA 計算ツールのデータベース 8）に

おいて、製材の二酸化炭素排出量原単位は海外流

通段階と生産段階が含まれている。そこで、製材

の生産段階の原単位を 2.958kg-CO2/千円、流通段

階の原単位を 0.547kg-CO2/千円と見積った。それ

らを合わせて、製材の二酸化炭素排出量原単位を

3.505 kg-CO2/千円とした。 
一方、M アトリエで用いられる製材は全て県内

で生産又は流通する木材である。そのため、秋田

県産木材の原単位を別途算出し、修正する必要が

ある。計算方法は下式に示す。 

∆𝐸 𝐸 𝐸県木材 /𝑎 𝑀予定量 

𝐸県木材＝𝐸流通 𝐸生産 
ただし、∆E は木材の修正量（kg- CO2）、EDBは

LCA 指針における製材の環境負荷原単位（kg- 
CO2/千円）、M 予定量は木材予定使用量（kg）、E 県

木材は秋田県産木材の環境負荷原単位（kg- CO2/千
円）、E 流通は流通段階の負荷原単位（kg- CO2/千
円）、E 生産は県内生産段階の負荷原単位（kg- CO2/
千円）、aEは製材の購入単価(千円/kg)である。 
なお、既往文献 10）によると、使用製材の環境負

荷原単位を 39.9 kg- CO2/㎥としている。そして、

製材の購入単価 0.0812 千円/kg と容積密度 514.2 
kg/㎥を用いて計算すると、県内生産段階の消費支

出原単位が 0.9556 kg- CO2/千円になる。それと資

本形成原単位と加えると、県内生産段階の原単位

は 1.20 kg- CO2/千円となる。 
また、流通段階の原単位を LCA 計算ツールの

データベースにおける国内流通部分を利用して計

算すると、県産木材の原単位は 1.68 kg- CO2/千円

になる。ここでは、木材の予定使用量を 73.67 ㎥

とし、最後的な排出修正量を 5615.89 kg- CO2と

する。 
 

4. 計算結果 

前述の設定条件を LCA 計算ツールに入力し、

建設段階における環境負荷量を算出した。資材量

は LCR 指標の LC 資源投入量と LC バージン資

源投入量を用いて検討する。廃材量は LCW 指標

の LC 廃材発生量と LC 廃棄物発生量を利用して

評価する。最後に、LCCO2の計算結果と修正結果

を検討する。 
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4.1 LC 資源投入量 

計算結果によると、全建築物に投入する資源投

入量が 1389.78 kg/㎡となった。その割合は図-4の

ようになる。基礎部分の資源投入量が最も多く、

538.87 kg/㎡である。躯体部分、内装部分には大

量な木材を用いているため、資源投入量が高いこ

とがわかる。また、内装部分には高い修繕率と改

修率を設定しているため、全周期の資源投入量も

多い。 

 

図-4  LC 資源投入量 
 

 

図-5  LC バージン資材投入量 
 

4.2 LC バージン資源投入量 

LC バージン資源投入量の計算結果を図-5 に示

す。投入資材自身のリサイクル率を考慮すると、

建築物全周期のバージン資源投入量が 1304.70 
kg/㎡となる。基礎部分で大幅に使用されている鉄

筋とセメントのリサイクル率が高いため、基礎部

分のバージョン資源投入量は 459.44 kg/㎡となる。

前述の資材投入量を比べて、15％のリサイクル材

が使用される。 
4.3 LC 廃材発生量 

廃材量に着目すれば、M アトリエの全周期廃材

発生量は 1694.20 kg/㎡である。図-6 に示すよう

に、廃材発生量の中で、特に残土部分と内装部分

の割合が高い。残土部分を除くと、建築部分の発

生量は 537.40 kg/㎡、全体の 79.2％を占める。ま

た、内装部分の修繕率が他の部分より高く設定さ

れているため、内装部分の廃材発生量も他の部分

より多く、建築部分の 43.4％を占める。 
4.4 LC 廃棄物発生量 

LC 廃棄物発生量の計算結果を図-7 に示す。廃

棄物において、残土部分のリサイクル率を 100％
と設定しているため、その部分の廃棄物発生量が

ゼロになった。そして、基礎部分の廃棄物発生量

は小さく、18.31 kg/㎡である。前述の廃材発生量

と合わせると、基礎部分の廃棄物発生量が 87.6％
削減した。その理由としては基礎部分の廃コンク

リートのリサイクル率を 98％、鉄筋と鉄骨のリサ

イクル率を 91％と設定していることが考えられ

る。躯体部分と外装部分はリサイクル率 61％の木

材が用いられるため、廃棄物発生量が 54.6％削減

した。 
4.5 LCCO2排出量 

LCCO2 の計算結果を図-8 のように示す。運用

階段を除いて、M アトリエの投入資源に関する部

分で生じる二酸化炭素発生量が 34.928 kg- CO2/
㎡・年である。資材と設備の生産部分が 51.4％を

占める。それ以外に、改修工事の二酸化炭素排出

量が最も多く、24.2％を占める。 
先節の計算により、県産木材の利用で生じる二

酸化炭素排出量の修正値が 5615.89 kg- CO2とな

る。さらに、評価期間を 35 年とすると、年間面積

当たりの修正量が 1.35 kg- CO2/㎡・年になる。ま

た、各部位の木材使用割合に基づいて、部分ごと

の二酸化炭素排出量修正量を算出した。その結果、

躯体部分の二酸化炭素排出量が 17.3％削減し、

5.65 kg- CO2/㎡・年になり、仕上げ部分の排出量

が 2.6％減少し、6.41 kg- CO2/㎡・年になった。

全体では、県産木材の使用により、3.9％の二酸化

炭素排出量が削減された。 
 

5. まとめ 

現時点建設されている小規模事務所を LCR、

LCWとLCCO2評価を行い、以下のことが判った。 
1） 全建築物の投入資源投入量が 1389.78 kg/㎡

である。それに対して、全周期バージン資源

投入量が 1304.70 kg/㎡である。建築物に投

入する資源の中で、基礎部分が大部分を占め

る。さらに、建物の運用中に内装を維持する

ための資源投入量も多い。 
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図-6   LC 廃材発生量 
 

 

図-7   LC 廃棄物発生量 
 

 

図-8  LC 二酸化炭素排出量 
 

2） 建築物で生じる全周期廃材量が 1694.20 kg/
㎡である。しかし、廃棄物のリサイクル活動

により、最終の全周期廃棄物発生量が 269.71 
kg/㎡である。もし、残土を除くと、全建築物

廃棄物のリサイクル率が 60.2％に達した。 
3） 建築物に投入する資材により生じる二酸化

炭素排出量が 34.928 kg- CO2/年㎡である。ま

た、県産木材の使用により、木材の二酸化炭

素排出量原単位が減少し、全建築物の二酸化

炭素排出量も削減された。特に木材使用量が

高い躯体部分は 17.3％の二酸化炭素が削減

されている。 
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