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ABSTRACT 
The air velocity in the open cooling (OC) room fluctuated slightly 

more slowly than in the close cooling (CC) room, suggesting that the 
opening of the window in the OC room created a path for exhaust air, 
which may have skillfully disrupted the mechanical rhythm of cool air 
from the air conditioner, resulting in a natural "coolness" sensation. 

The air temperature during OC was 0.2 to 0.6℃ lower than that 
during CC, indicating that cooler air was distributed throughout the 
house during OC and exhaust air was encouraged more than during CC. 
This difference was less than 1℃ during the 30-minute measurement 
period when the outdoor temperature was around 26℃. However, this 
difference could be even larger depending on the conditions of high 
outdoor temperatures. 
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1．はじめに

北海道で普及している，パッシブ換気 1）が採用された

「北方型住宅 2）」は，排気塔以外の高窓や2階の窓を開放

することによって，室内発生熱を屋外に効率よく排出で

きる特長がある．しかしながら，近年の寒冷地の夏は，自

然換気だけでは日中の「蒸し暑さ」の解消が難しく，北海

道内（札幌）でもエアコンが急速に普及しつつある 3）．エ

アコンを運転する時間帯は窓を閉鎖することが一般的で

あるが，室内を過度に冷やしすぎるリスクに加えて，2020

年のCOVID-19の流行により，冷房中でも窓開け換気が推

奨されている．しかし，多くの住まい手にとっては，エア

コンの運転中に窓を開放するライフスタイルは少なから

ず躊躇があり，適切な住みこなしが見いだせていない． 

Fig．1 “Close cooling”and“Open cooling” 

筆者らは，北方型住宅のパッシブ換気の特長を活かし，

エアコン 1 台で全室で「涼しさ」感が得られることが期

待される「オープンクーリング（以下，OC）」に着目した．

OC は，2 階のエアコン 1 台を運転しながら，高窓，もし

くは 2 階のエアコン室とは別室の窓 1 か所を数 cm 開放

し，1階から2階への緩やかな温度差換気を促す，自然×

機械のハイブリッド冷房と言える． 

Fig．1の（左）は，窓を閉鎖して行なう通常の冷房（ク

ローズクーリング：以下，CC）の状態を図示したものであ

る．これは，1階にあるエアコン1台が運転された状態を

示した例であるが，エアコンからの冷気が床下空間と 1

階には拡がるが，2階には冷気は行き渡らない．よって，

2階にエアコンが必要となる．一方，Fig．1の（右）は，

2階にあるエアコン1台を運転してOCの状態を示してい

る．2階のエアコンからの冷気が2階各室に加えて，1階

を経て床下空間に降りて拡がるので，1階エアコンによる

CC（Fig．1の左）よりも住宅全体で「涼しさ」感が得ら

れると考えられる．OCでは冷気が住宅下部に降りてくる

ことに加えて熱気を排出することで上下方向の気流変動

が生まれ，より効率良く住宅全体を冷やすことができる

と考えられる．また，室内気流が上下に行き来する中で得

られる涼しさは，室内全体を冷やし過ぎず，心地よい熱環

境になると考えられる． 

本研究では，高断熱・高気密に加え，パッシブ換気を備

える北方型住宅を対象に実測調査を行ない，OC時とCC時

の室内気候の差を定量的に明らかにした．その 1 では，

札幌市内のモデル住宅での実測結果と考察を述べる． 
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Fig. 2 An outside view of house in Sapporo 

 

Table．1 Housing equipment and performance 

 

 

2．調査概要 

2.1 対象住宅の概要 

実測対象のモデル住宅は，2021年2月に竣工した札幌

市豊平区にある木造 2 階建ての住宅である．Fig.2 に住

宅の外観，Table．1に性能概要を示し，Fig．3に1階平

面図，Fig．4に2階平面図及びそれぞれの測定機器配置

図を示す． 

対象モデル住宅の断熱・気密仕様は，外皮平均熱貫流率

(Ua値）：0．26W/(㎡・K)，相当隙間面積（C値）：0．4cm2/

㎡で，北海道内では標準的なものである．2021年の夏に

同住宅の換気量を把握するため，CO2をトレーサーガスと

して減衰法で測定した結果，CC時（パッシブ換気のみ）

の換気回数：0.12回/h前後，OC時（パッシブ換気＋窓開

け換気）の換気回数：0.36回/h前後であった． 

 

2.2 実測概要 

OC時とCC時の熱環境を比較するため，2022年 8月 25

日から9月 26日まで実測した．具体的には，空気温湿度

（T＆D，RHR-503）を 5分間隔で計測し，2022年9月8日

のOC時・CC時それぞれの気流速度（KANOMAX:6036-A0）

を１秒間隔で記録した．空気温度は計 15ヶ所，空気湿度

は計 5 ヶ所，風速は計 2ヶ所設置した．なお，微風速計

のセンサーは 1 階リビングの高さ約 800mm，2 階階段室

（吹き抜け部2階の手すり上部）の高さ約 1200mmに設置

した．OC時（10:20〜10:50）の測定後，20分空けて，CC

時（11:10〜11:40）の測定をした．OC時には Fig．3-①に

示した 2 階の子供部屋の内倒し窓を約 50mm 開放して，2

階主寝室にあるエアコンを設定温度25℃で運転した． 

 

 

Fig．3 First floor plan 

 

Fig．4 Second floor plan 

 

3．調査結果 

3.1 OC時・CC時の気流速度 

Fig．5は，2階階段室での気流速度をOC時・CC時で比

較したものである．OC 時，CC 時とも 0.1m/s以下で，CC

時の方がOC時より気流速度が大きい．CC時は，窓が閉鎖

されていることで，エアコンから機械的なリズムで出る

冷気の階段室への溢れ出しが強く表れている．一方，OC

時の2階階段室の平均気流速度は約 0．01m/sで，調査者

自身も体感できないほどの微かで，CC時よりも変動幅が

小さい．OC時では2階子ども室の窓が開放されているこ

とで排気の道筋が生まれ，CC時よりも内圧が小さくなっ

た影響と考えられる．OCは，エアコンの機械的なリズム

が巧く崩され，自然な「涼しさ」感をもたらしている可能

性がある． 

Fig．6 は，リビングでの気流速度を OC 時・CC 時で比

較したものであるが，2階階段室と同様にOC時よりもCC

時の方が気流速度，変動幅ともに大きい． 

Location

Structure

Total floor space

Total room volume

Average U-value

C-value

Roof
Urethane for filling 100mm

+Neoma Foam[Asahikasei] 100mm

Outer wall
Neoma Foam[Asahikasei] 50mm

+Glass wool（high performance16K） 105mm

Floor exposed to

outside air

Foundation
Outer rise cell board 100mm

under the dirt floor cell board 100mm

Specifications of

the opening

Ventilating facilities

cooling equipment Mitsubishi Electric  MSZ-HXV56205

LIXIL Elster X

High insulation LOW-E triple glass  Hollow layer 15•15mm

BAKUMA INDUSTRIAL Co.,Ltd.  KP-08DS+FY-17CFR8V+RE-100JFK

0.4㎠/㎡

Insulation

specification

0.26W/㎡・K

Traditional wooden frame construction method

104.34㎡

263.3㎥

 Toyohira ward, Sapporo city

屋根 吹込グラスウール (18K)450[mm]
外壁

外気に接する床

基礎

0.24 0.26

パイプファン方式 ( 第三種 ) パナソニック FY-12PF9D 
＋外気導入口 +排気筒×2セット（パッシブ換気）

111.66m² 104.34m² 
320 ㎥ 263.3 ㎥ 

木造在来軸組工法 木造在来軸組工法
札幌市西区 札幌市豊平区

グラスウール ( 高性能 16K)105[mm] 
+A 種硬質ウレタンフォーム (2 種 2号 )70[mm]
A 種硬質ウレタンフォーム (2 種 2号 )108 [mm]
外側立上 ポリスチレンフォーム ( 押出法 3種 )100 [mm]
土間下 ポリスチレンフォーム ( 押出法 3種 )100[mm] 

ウレタン充填 100[mm]＋ネオマフォーム [ 旭化成 ] 100[mm]
ネオマフォーム [ 旭化成 ] 50[mm]
+ グラスウール ( 高性能 16K)105[mm]

 LIXIL エルスター X
高断熱 LOW-E トリプルガラス　中空層 15・15[mm]

外側立上 セルボード 100[mm]
土間下 セルボード 100[mm]

バクマ工業 ( 株 )　KP-08DS＋FY-17CFR8V＋ RE-100JFK

三菱　MSZ-HXV5620S

外観

名称

所在地
構造
床面積
室容積
UA値

断熱仕様

開口部仕様

換気設備

冷房機器 シャープ　プラズマクラスター　AC-40LFT2

樹脂サッシ (YKKapAPW430) アルゴンガス入ダブル Low-E 
トリプルガラス日射遮蔽型ブルー  中空層 15・15[mm]

西区住宅 豊平区住宅

Location

Structure

Total floor space

Total room volume

Average U-value

C-value

Roof
Urethane for filling 100mm

+Neoma Foam[Asahikasei] 100mm

Outer wall
Neoma Foam[Asahikasei] 50mm

+Glass wool（high performance16K） 105mm

Floor exposed to

outside air

Foundation
Outer rise cell board 100mm

Under the dirt floor cell board 100mm

Specifications of

the opening

Ventilating facilities

cooling equipment

Insulation

specification

0.26W/㎡・K

Traditional wooden frame construction method

104.34㎡

263.3㎥

Mitsubishi Electric  MSZ-HXV56205

LIXIL Elster X

High insulation LOW-E triple glass  Hollow layer 15•15mm

BAKUMA INDUSTRIAL Co.,Ltd.  KP-08DS+FY-17CFR8V+RE-100JFK

0.4㎠/㎡

 Toyohira ward, Sapporo city

①  
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Fig．5 Wind velocity of the stairs during 

“OC”period versus“CC”period (2022.9.8) 

 

Fig．6 Wind velocity of the living room during 

     “OC” period versus “CC”period (2022.9.8) 

 

Fig．7にOC時，Fig.8にCC時の2階階段室とリビン

グの気流速度を比較したものである．OC時・CC時に関係

なく，2階階段室の気流速度がリビングよりも大きい．こ

れは 2 階階段室がリビングより 2 階のエアコンとの距離

が近い影響が表れている．なお，CC時の2階階段室では

最大約 0.12m/sの気流があるが，OC時の階段では最大風

速がその半分の 0.06m/s に満たない．どちらも微風速で

あるが約 2 倍の差があり，窓開放によって室内空気の動

きがCC時より幾分か抑えられて，緩やかな室内気流を生

じると考えられる．2021年度に先行して行われた夏調査

でも同様に，OC 時の気流速度は CC 時よりも抑えられる

ことが確認されている（本報その３）． 

 

3.2 空気温度・絶対湿度 

Fig．9 は，実測期間中の 2022 年 9月 8日（天候：晴

れ）終日の外気温，室内各点の空気温度の経時変化である

（図中のグレー帯は，前節で述べた気流速度（2か所）計

測・記録期間である）.なお，10:20以前と11：40以降の

時間帯はOCモードである．この日の外気温は最高で26℃

前後で，日中の外気温の上昇や夜間の冷え込みに対して

も各室は外気温の影響を強く受けることなく安定してい

る．これは対象住宅の高い断熱効果の表れである． 

エアコンが 25℃設定で運転されている，2 階主寝室の

室温は23.0～24.0℃で細かな変動が見られ，主寝室は住

宅全体の OC の冷源になっている．1F リビングの室

 

Fig．7 Wind velocity of the living room and the 

stairs during“OC”period(2022.9.8) 

 

Fig．8 Wind velocity of the living room and the 

stairs during“CC”period (2022.9.8) 

 

 

Fig．9 Variation of air temperature(2022.9.8) 

 

温（23.5～25.5℃）は，OC時に窓を開放している2F子供

室の室温（24.0～26.0℃）に比べて終日にわたって0.5℃

程度低いが，両者は概ね同じ推移を示している．2階主寝

室のエアコンからの冷気がOCによって住宅全体に行き渡

っていることが表れていると言える． 

Fig．10，11は，前節で示した気流速度の計測期間に対

応した，OC時（10：20～10：50）とCC時（11：10～11：

40）の外気温と各室温である．OC時は外気温とエアコン

運転中の 2 階主寝室の室温変動の波の間に，1 階リビン

グと2階子ども室の室温変動の波が入っている．これは，

エアコンからの冷気が住宅全体に行き渡り，排熱が促進

されているためである．一方CC時は，2階の子ども室（窓

閉鎖）の室温が外気温以上になる時間帯がある．CC時は

OC時より排熱が促されていないためである． 
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Fig．10 Variation of air temperature 

during“OC”period (2022.9.8) 

Fig．11 Variation of air temperature 

during“CC”period(2022.9.8) 

Table.2 Air temperature differences 

during“OC”and“CC”periods 

Table．2 は，OC 時・CC 時の外気温と各室温，CC 時か

らOC時を差し引いた各温度差である．平均・最大・最小

の全てで，OC 時の空気温度が CC 時よりも 0.2～0.6℃低

い．計測期間はそれぞれ 30分間で短く，外気温が 30℃前

後の条件ならばこの温度差は拡がる可能性がある． 

Fig．12と 13は，OC時とCC時の絶対湿度の経時変化で

ある．OC，CC に顕著な差はなく，約 11～12ｇ/㎥で推移

し，いずれも至適域内にあると言える．一方，OCの絶対

湿度の変動は，前節の気流速度の変動と同様にCC時より

緩やかである．OC 時は CC 時よりも 2 階主寝室のエアコ

ンからの除湿された冷気が住宅全体に行き渡っているこ

とが僅かな差であるが確認できる．また，CC 時の 11:30

前後にエアコンの風量が増加していることが確認できた

ので，その影響も加味されていると考えられる． 

Fig．12 Variation of absolute humidity 

during“OC”period(2022.9.8) 

Fig．13 Variation of absolute humidity 

during“CC”period(2022.9.8) 

4. まとめ

1） OC 時の室内での気流速度は，体感できないほどの微

かであるがCC時よりも小さく緩やかに変動している．

OC は窓開放により排気の道筋が生まれ，それがエア

コンからの冷気の機械的なリズムを巧く崩し，自然

な「涼しさ」感をもたらしている可能性がある．

2） OC 時の空気温度は，CC 時よりも 0.2～0.6℃低かっ

た．OCはCCよりも住宅全体に冷気が行き渡り，排気

が促されていることがわかった．今回は外気温が

26℃前後で，実測対象期間が 30分間で1℃に満たな

い差であるが，高い外気温の条件次第ではこの差は

さらに拡がる可能性がある．
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ave（℃） Outdoor 1F living room 2F bed room 2F child's room (south)
OC 25.4 24.2 23.5 25.1
CC 25.2 24.7 23.5 25.3
CC-OC -0.2 0.5 0.0 0.2

MAX（℃） Outdoor 1F living room 2F bed room 2F child's room (south)
OC 25.9 24.4 23.8 25.2
CC 25.4 24.8 23.8 25.4
CC-OC -0.5 0.4 0.0 0.2

min（℃） Outdoor 1F living room 2F bed room 2F child's room (south)
OC 25.2 24.0 23.1 25.0
CC 25.1 24.6 23.3 25.2
CC-OC -0.1 0.6 0.2 0.2
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