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1. はじめに	 
住宅の空調負荷削減や室内環境改善に有効な手

法として、高断熱住宅に蓄熱性能を組み合わせて

日射熱を利用する「パッシブ住宅」が注目されて

いる。伊藤ら 1)や小玉ら 2)はコンクリートの熱容

量が暖房量削減や室内気候に及ぼす影響を検討し

た。室内温度域に融点を持つ潜熱蓄熱材(PCM)を
利用した研究も国内外で行われており、佐藤ら 3)

や鉾井ら 4)は、PCM 建材の効果について実験と数
値計算による検討を行った。しかし、日射熱や内

部取得熱等のパッシブ蓄熱に関する評価手法は確

立されておらず、今後予測される省エネルギー住

宅の普及に備え、高蓄熱構法を採用した住宅の性

能評価手法を構築することが喫緊の課題である。 
本研究は、断熱性能が等しく蓄熱構法が異なる

3 室の実験棟を用いた実測を行ない、蓄熱部位の
位置が冬季の過昇温防止などの室内環境改善や、

暖房量の削減に及ぼす影響を評価した。また、潜

熱蓄熱材によって熱容量が付与されたパッシブソ

ーラー住宅の性能評価手法として、有効取得熱量

を新たに評価指標として導入し、日射熱の有効利

用に関する検討を行った。 
 

2. 実験棟の概要	 
本報では、高断熱住宅をモデル化した実験棟(PB

室)を測定の評価基準とした。比較対象は、マイクロカ

プセル化した n-パラフィン(蓄熱マイクロカプセル; 三

木理研工業社製 ) を配合した蓄熱建材を室内側表

面に左官施工した mPCM 室、複層アルミパックにゲル

状 PCM(CALGRIP; JSR 社製)を封入し内装下地の後

背部に施工した gelPCM 室の 2 室である。各室の外壁

断面図を図 1 に、実験棟の平面図を図 2 に示す。な

お、2007 年竣工の PB 室は 2011 年に gelPCM 室へと

改修工事を行った。実験棟の概要を表 1 に示す。 

	 	   

 
 

 
3. 集中定数系仮定を適用した熱容量の測定	 
	 本章では室内の温度分布を無視して熱容量だけを

集中系として取り扱う集中定数系モデル 5)を採用し、

各室の有効熱容量を温度変動率から予測した。暖房

機器停止時から 12 時間後までの各室の温度変動率

ε を式(1)から求め結果を図 3 に示す。また、各室の有

効熱容量を表 2 に示す。  

図 2	 実験棟平面図  

表 1	 実験棟概要  

図 1	 実験棟外壁断面図 

名称 PB室 mPCM室 gelPCM室
寸法	 [mm]

q値	 [W/(m2
・K)]

潜熱蓄熱材 － mPCM gelPCM
融点 [oC] － 25 25
潜熱量 [kJ/kg] － 150 180

PCM施工量	 [kg] － 28 30
住所 北海道小樽市銭函3丁目

W2,080×D2,070×H2,400
1.1
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	 ε= θ!(t)  -‐  θ! θ!"  -‐  θ! =  exp -‐ t T   	  (1) 
	  T= 𝐶 𝑞    (2) 
	 ただし、θi(t): 室温[℃], θo : 外気温[℃], θis :初期室温 [℃], 

t : 時間[s] , T : 時定数[s], C: 熱容量[J/K], q:熱損失係数[W/K] 

 図 3 より、mPCM 室と gelPCM 室の室温降下は PB
室に比較すると緩慢であり、蓄熱建材による暖房停止

後の室温降下の抑制が確認できた。一方、mPCM 室

と gelPCM 室を比較すると、暖房停止時から 4 時間後

までは mPCM 室の室温降下が僅かに緩やかであるも

のの、12 時間後にはほぼ同値となった。mPCM 室は

蓄熱層が室内に露出するのに対し gelPCM 室は仕上

げ材の後背部に蓄熱層が位置することから、仕上げ

材の熱抵抗で gelPCM 層の温度変化が遅延すること

に起因するものと考えられる。表 2 より、各室の有効熱

容量の測定結果をみると潜熱蓄熱建材を施工した

mPCM 室及び gelPCM 室の有効熱容量は、PB 室に

比較してそれぞれ 3 倍から 4 倍に増加していることが

わかる。また gelPCM 室に施工した蓄熱材の潜熱量

は mPCM 室よりも多いが、mPCM 室の有効熱容量は

gelPCM 室よりも約 2割程度高い値を示した。 
 

 
 
4. 冬期の過昇温抑制効果に関する検討	 
4.1	 日最高室温の比較検討	 

近年、住宅の断熱性向上にともない日射熱取得に

よる過昇温が懸念されている。室に熱容量を付与する

ことで室温変動が緩和されることは公知であるが、潜

熱蓄熱建材でも同様の効果が得られるか実験的な検

討を行った。PB 室、mPCM 室の室温、外気温、およ

び水平面全天日射量の推移を図 4 に示す。図より日

射量の多い日中に両室の室温はいずれも設定室温

を大幅に超過するものの、mPCM 室の最高室温は最

大で 7℃程度抑制されている。一方、図 5 に PB 室と

mPCM 室の日最高室温の関係を示すが、mPCM 室

の最高室温は PB 室に比較して概ね低い値を示して

おり、mPCM 蓄熱建材の過昇温抑制効果を確認する

ことができた。しかし、測定期間中 mPCM 室の最高室

温にも過昇温状態が散見されることから、蓄熱量と集

熱量の適正な計画が必要であることが示唆される。 
4.2 重回帰分析による日平均室温の予測	 

PCM を適用した建材を壁、床、天井等に広く利用

することで室内温度が安定することは石綿ら 6)の研究

でも報告されている。本研究では冬季における過昇

温の抑制効果を定量的に明らかにするために準定常

状態において室内の熱取得と熱損失は等しくなるとの

仮定のもと、外気温と南面透過日射量を説明変数と

する重回帰分析を行った。室温と外気温は日平均値、

透過日射量は日積算値とした。PB 室の室温を実験

棟で計測された暖房期のデータから予測した重回帰

分析の結果を図 6 に示す。回帰分析の決定係数は

0.86 であり、日平均室温を予測するには十分な精度

を有しているものと考えられる。図 6 より、PB 室の日平

均室温は外気温及び日射量に比例して増加すること

がわかる。同様の方法で mPCM 室、gelPCM 室につ

いても重回帰分析を行い、それぞれの説明変数に対

する回帰係数及び決定係数を表 3 に示した。決定係

数は mPCM 室で 0.79、gelPCM 室は 0.88 となり、いず

れの室においても概ね精度よく室温を予測できている。

しかし、mPCM 室の決定係数がやや低いのは、高い

蓄熱性能により前日の日射量が影響を及ぼしている

ことも考えられ、今後詳細に検討を加えていきたい。 

 
図 6	 PB 室の日平均室温 

名称 PB室 mPCM室 gelPCM室
潜熱量	 [kJ/m2] － 811 1042

有効熱容量	 [kJ/(m2
・K)] 48 141 117

表 2	 各室の有効熱容量 

図 5	 日最高室温の比較 図 4	 PB室と mPCM 室の室温推移 図 3	 各室の温度変動率 
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表 3	 各室の日平均室温の回帰係数と決定係数 

 
	 	 ただし、𝜃!, 𝑄!=C1+C2· θo+C3 ·𝑄! 
表 3 から、PB 室の回帰係数は他の 2 室と比較して日

射項の影響を強く受けており、前節で指摘したように

蓄熱性能が低い高断熱住宅で日中の日射受熱によ

る過昇温が生起する可能性を示唆するものといえよう。

潜熱蓄熱建材の施工による過昇温抑制効果を評価

するために、表 3 の係数を用いて予測した PB 室の室

温と、mPCM 室および gelPCM 室の室温との差を比

較検討した。図 7、図 8 に mPCM 室と gelPCM 室の予

測結果を示す。gelPCM 室では日射量および外気温

が高くなるほど過昇温抑制効果が大きくなる。一方、

mPCM 室では外気温の回帰係数が負の値を示した。

mPCM 室の室温予測式の決定係数は他の 2 室よりも

低いものの、十分な精度を有している。有効熱容量が

最も大きい mPCM 室では、補助暖房量が小さい場合、

前日や前々日の日射熱を当日まで蓄熱層に保持し

ていることも予測され、これが日平均室温等に影響し

ていることも考えられる。今後は適切な説明変数を検

討して、詳細に検討していくことにする。 

 
図 7	  mPCM 室の過昇温抑制効果 

 
図 8	 gelPCM 室の過昇温抑制効果 

5. 暖房量の抑制効果	 
PB 室は 2011 年に gelPCM 室へと改修工事を実施し

たため、2007 年から 2010 年までの測定データを用い

て PB 室の暖房量の重回帰分析を行った(図 9)。決定

係数は 0.91 であり、PB 室の暖房量は外気温と透過日

射量で精度よく予測できる。mPCM 室と gelPCM 室の

測定値を、PB 室の予測値(2013 年の気象データ測定

値を用いて予測)とともに図 10 に示す。また、PB 室と

mPCM 室の暖房量の差を PB 室の暖房量で除して暖

房削減率と定義し図中に示した。なお各室の暖房量

は 1 週間ごとの積算値で整理している。実測期間中、

mPCM 室の暖房量は他の 2 室に比較して常に低い値

を示した。各室の期間暖房量を表 4 に示す。表 2 にも

示したように、PCM の重量と融解潜熱量の積から求め

た室の潜熱量は mPCM 室の方が小さいにもかかわら

ず、mPCM 室 の期 間 平 均 削 減 率 は 26％であり、

gelPCM 室よりも 10％以上高い値を示している。また、

室温降下法により求めた室の有効熱容量も mPCM 室

の方が大きい値を示した。mPCM 室は蓄熱建材を室

内側表面に露出して施工したが、gelPCM 室はプラス

ターボードの後背部に蓄熱部位があることが原因とし

て考えられ、有効熱容量および暖房削減率を向上さ

せるためには、蓄熱部位を室内側に露出させる構法

が効果的であるといえる。 

 
図 9	  PB 室の暖房量 

 
図 10	 各室の暖房量削減効果 

PB室 PCM室 gelPCM室
C 1 19.232 19.069 19.732
C 2 0.114 0.152 0.090
C 3 0.220 0.157 0.102

決定係数 R 2 0.86 0.79 0.88

回帰係数
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*1 室内気候研究所・修士(工学) Institute of Indoor Climate, M.Eng. 
*2 室内気候研究所・博士(工学) Institute of Indoor Climate, Dr.Eng. 

表 4	 潜熱蓄熱建材の暖房量削減効果 

 
 
6. 有効取得熱量の提案	 
 潜熱蓄熱建材によって蓄熱容量を付与したパッシ

ブソーラー住宅における日射熱利用の評価方法とし

て、熱損失量 Qloss [MJ/(m2・day)]の日積算値と暖房

量 Qh [MJ/day]の差を、床面積 Af [m2]で除した値で定

義した有効取得熱量 Qe [MJ/(m2・day)]を導入し、

mPCM 室と gelPCM 室の性能を評価した(式(3))。 
  𝑄!= (𝑄!"## − 𝑄!) A!                   (3) 
有効取得熱量と透過日射量との関係を図 11 に示す。

図より、潜熱蓄熱建材で蓄熱性能を付与した mPCM
室および gelPCM 室は、日射熱を保持して夜間に放

熱することで、透過日射が少ない期間でも PB 室に比

較して有効取得熱量が大きくなる。また、蓄熱部位が

室内表面に露出した mPCM 室は、gelPCM 室より効

果的に日射を利用し得ることが明らかになった。 

 
図 11	 各室の有効取得熱量 

 
7. まとめ 

1. 潜熱蓄熱建材で熱容量を付与することにより、

最高室温が抑制され、室温変動が緩和されるこ

とを実験的に明らかにした。 
2. 日平均外気温と積算透過日射量を説明変数と

する日平均室温の重回帰分析を実施し、測定対

象の 3 室において日平均室温は両説明変数で

精度よく予測できることを確認した。また、mPCM
室及び gelPCM 室の過昇温抑制効果を示した。 

3. mPCM 室の期間平均暖房量削減率は 26％であ

り、蓄熱部位の位置が暖房削減率に影響を及ぼ

すことを確認した。 
4. 潜熱蓄熱建材による日射の有効利用を評価す

る手法として有効取得熱量を導入し、mPCM 室

の期間積算値を検討したところ PB 室の 1.5 倍の

値を示した。有効取得熱量は外気温が高い地域

や日射量の多い地域ではより高い値を示す可能

性が示唆され、温暖地におけるパッシブ住宅の

有用性が期待される。 
	 これまで、住宅性能は熱損失係数や隙間相当面

積など断熱・気密性能による評価が行われ、両指標

の取り扱いが比較的容易なことから、高断熱・高気密

構法の普及と住宅性能向上に大きく寄与してきた。同

様に、蓄熱構法の普及には日射熱や内部取得熱の

有効利用に係る評価指標の導入が不可欠である。今

後、蓄熱部位の熱容量、施工位置、断熱性能および

集熱特性、気象条件を含めた総合的評価法と設計

手法の検討を継続して行う予定である。 
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名称 PB室 mPCM室 gelPCM室
期間平均削減率	 [％] － 26 15

期間暖房量	 [MJ/m2] 361 274 310
有効取得熱量	 [MJ/m2] 140 214 184
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