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「冬のあたたかさ」「夏の涼しさ」、家づくり前に重視しているにも関わらず実際に住んでからの満足度は順位を下げています。

このシミュレーションシートでは、『未来の我が家』の性能、その中でも見え難いけど、住みごこ

ちに大きな影響をおよぼす部分を中心にいくつかの角度から見ていきます。

何かものを買う時、できるならちょっと試してみたい。試食、試着、試乗、お試し期間・・・特に高

いものならなおさらです。でも、人生の内で最大級の買物の一つである『未来の我が家』にその

術はありません。どうしても建築会社や工務店の経験と勘に頼らざるを得ないのが現状です。

下図「温熱環境に関する実態調査」を見てください。間取りや耐震性能の次に冬のあたたか

さが重視されているにも関わらず、実際住んでからの満足度は大きく順位を下げています。同じ

く家の温熱環境に関係する夏の涼しさも住んでからの満足度は大きく順位を下げています。実

は、建築・設計のプロでも敷地条件による千差万別の変化を読み取ることは大変困難なことな

のです。また、温熱環境は体感してみないとその気持ち良さに気付けません。「当社の家は寒

いです。」という売り文句の会社はないのです。

まさにこの温熱環境をシミュレーションする技術こそ、私たちＯＭソーラー株式会社が創業以

来30年の月日の中で培ってきた技術の粋を集めたもので、ここだけの話、売っている商品よりも

大切なものです。なぜなら温熱環境こそ、そこに住まう人にとっては命にも関わる重大問題だか

らです。自然環境、自然エネルギーを積極的に活用しようとする家にとっては、更に重要なもの

であり、本紙で扱う中心の議題です。

私たちのシミュレーションは、ＯＭソーラーの開発者である奥村昭雄が当時発売されたばかり

のポケットコンピュータで作った太陽熱の集熱状況を計算したのがはじまりで、以降、コンピュー

ター技術の発達と実測データの集積により今の形となりました。

このシミュレーションは非定常方式と呼ばれるもので、刻々と変化する温度状況をアメダスデー

タや日照データから計算し、室温の移り変わりを示します。また、最新のシミュレーションでは隣

地の建物を入力することでより正確に各部屋の温度状況を計算することが出来ます。一般に出

回っているシミュレーションは、殆ど野っ原の一軒家の一時点を計算しているに過ぎません。

是非、本紙を通し「事前に見る」ことから、売り口上や勘に頼り過ぎることなく、『未来の我が

家』の住まいごこちを“試住”してください。

はじめに

家づくり前の

施主の重視度

住んでからの

施主の満足度



＿＿＿＿＿ １７おわりに

＿＿＿＿＿ １６使うエネルギーと創るエネルギーから、エネルギー自給率の達成度と、

2020年から段階的に義務化が実施されるZEHについて解説します。

エネルギー

自給率

＿＿＿＿＿ １５快適な暮らしを実現した上での光熱費、そしてＯＭソーラーの経済性につ

いて解説します。

経済性

＿＿＿＿＿ １４家庭で消費するエネルギーのうち約5割を占める「暖房」「給湯」の消費エ

ネルギーについて基準値と比較し解説します。

省エネ

＿＿＿＿＿ １２気密性能が高い家ほど換気の計画が重要になります。快適さと省エネの

バランスを考えた換気計画について解説します。

換気

＿＿＿＿＿ ８居心地の良さを生み出す重要な要素が温熱環境です。時間ごとの各部

屋の（←「各部屋」はホームズ君のみ）温度、床の表面温度も明らかにし

ながら、あなたの家の温熱環境を解説します。

温熱環境

＿＿＿＿＿ ６快適な住み心地や省エネ性能に大きく影響するのが、建物の断熱性能で

す。あなたの家の断熱性能を、国の定める性能も踏まえて解説します。
断熱性能

＿＿＿＿＿ ４日射の取得において敷地条件は大きな影響を与えます。あなたの家の敷

地条件を隣地との関係も含めて解説します。

敷地条件

＿＿＿＿＿ ２はじめに

シミュレーションは

建物をいろいろな角度から検証して

いい「住まい」をつくる道具です。



原っぱに家が建つケースは少なく、建物が隣接している場合がほとんどです。

いくら大きな窓を設けても、日差しが入らない位置であれば暗く、寒い部屋に

なってしまいます。OMソーラーの家は窓からの日差しが期待できなくても、屋

根で熱を集めて室内に取り込むことができます。

敷地において隣の建物によって、日射があたら

ない面を時間ごとにグレーの濃度で表していま

す。濃い面ほど、長時間陽があたらない箇所で

す。

冬、太陽の日差しを取り込むためには、影にな

る時間が少ない場所に開口部を設ける必要があ

ります。

また、夏は日差しを遮ったり、熱を外に逃がす

必要があります。

太陽の日差しを受けて屋根や壁の温度が変化

する状況を表しています。

隣の建物との距離が短いと、陽が当たりにくい

ため、青に近い色になります。

冬により多くの日差しを取り込み、夏に日差し

を遮る工夫が必要です。

敷地の日影確認

敷 地 条 件

comment

敷地の日射熱確認

comment



敷地にあなたの家を建てた状態の日影を表現しています。窓から日射を受けやすい位

置にあるか、または隣の建物の影響がないかを確認することができます。

OMソーラーシステムや太陽光発電を設置した場合、影がかかると本来の性能を発揮

できないため、設計にあたり日影確認が必要です。

近隣の建物との位置関係によっては、開口部を設けてもまったく日差しが入らないよう

な場所もあります。

OMソーラーシステムは屋根面で集熱するため、開口部からの熱取得が期待できない

場合も、室内に太陽の熱を取り込むことが可能です。

OMソーラーシステムと敷地条件

あなたの家の敷地条件

comment

column
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断熱性能は家づくりの良し悪しを決める基本です。

断熱性能を高めることで健康で快適な空間づくりや暖冷房費の削減が可能

ですが、過剰に高めることはコストに見合いません。

OMソーラーは建物と設備のバランスのよい計画が必要と考えています。

断熱性能を示す指標のことを「UA値（外皮平均熱貫流

率）」といいます。これは建物からの熱の逃げやすさを表し

たものです。

UA値は小さいほど断熱性能が高いことを示しています。

（図１）

断熱性能が高いと室内外の熱の移動が少なくなり、室内

の温度が安定するため、暖冷房にかかる光熱費が少なく

なります。

断熱性能を上げる方法は、壁や屋根の断熱強化と合わ

せて、断熱性能が高い窓やドアの選定が挙げられます。

住まい方の工夫としては、冬にカーテンや障子を設ける

ことで熱の逃げを抑えたり、夏にすだれを用いて日射を遮

ることが有効です。

地域区分

ＵＡ値

地域

W/m2K

部位ごとの熱損失割合

断 熱 性 能

断熱性能は建物性能に直結している

外壁
屋根
小屋裏

床・基礎

窓・天窓
ドア
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％
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図１ 断熱性能の違いによる熱の逃げ

あなたの家の断熱性能

断熱性能が高い家（UA値小）は室内の熱が室外に逃げにくい

断熱性能が低い家（UA値大）は室内の熱が室外に逃げやすい

UA値[W/m2K]

[地域区分]
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HEAT20 G1レベル相当です。
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最近は室内の温度差が少ないことや省エネルギーの観

点から、ハウスメーカーでも高断熱住宅の仕様としており、

UA値が0.22という超高断熱住宅を標準としているハウス

メーカーもあります。

関東･中部・関西エリアで、入居前の住宅のリビングの室

温を計測した結果から温度降下の度合を示したグラフです。

各住宅の断熱性能はまちまちですが、すべての住宅で温

度降下が1.5℃以内と、夜間の温度差は小さいことが分か

ります。室内の温度変化は断熱性能だけではなく、昼間に

日射を取り入れて蓄熱させることも影響します。

消費エネルギーを削減する方法は、断熱性能を上げるこ

とが効果的と言われていますが、一定の性能を超えると削

減量は小さくなります。そのためOMソーラーは、断熱性能

のみに頼る計画ではなく、建物性能、高効率な設備の導入、

自然エネルギー利用のすべてのバランスを考えた計画が

重要だと考えております。

省エネルギー基準では気象特性を考慮して地域を8つに分けて

おり、寒い地域ほど基準のUA値を小さく定めています。（表１）

生活空間の室温は居住者の健康や快適性に関係するため、冬

は居室の室温だけでなく、部屋間の温度差が小さい建物が推奨

されています。平成28年省エネルギー基準（2016年）では「健康

のための最低体感温度10℃」を断熱性能の目安としています。

（表２）

また、現行の省エネルギー基準よりも更なる省エネルギー化、

健康維持、快適性向上を普及させる目的で発足されたHEAT20

（2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会）では、「快

適のための最低の室内温度を13～15℃」を実現する断熱性能を

目安としており、住宅業界が重視しています。（表２）

断熱性能の基準

断熱性能についてのＯＭソーラーの考え方

表１ 地域区分毎の基準別UA値[W/m2K]

表２ 冬期間の最低体感温度[℃]

表３ 大手メーカー標準UA値[W/m2K]

図２ １月夜間のUA値別室温降下（実測値）

column



あなたの家の温熱環境

冬の平均室温

冬の平均床表面温度

暖房室と非暖房室の温度差 約

約

約

℃

℃

℃

温熱環境において居心地がいい家とは部屋間の温度差が少なくストレスがな

い家といえます。急激な部屋間の温度差によって心筋梗塞などの健康を脅か

すリスクが増えており、家の中であっても安全とは言えません。

OMソーラーの家は全館暖房のため、どの部屋でも暖かい家づくりを実現する

ことができます。

温 熱 環 境

１月晴天日の室内温度の変化

暖房期の頻度（割合）

0

5

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

低体温症のハイリスク 血圧上昇心臓血管疾患のリスク HEAT20G2最低室温

英国保健省許容温度 英国保健省推奨温度 あなたの家の室温頻度

[%]

[℃]

22.6

23.1

0

英国保健省の推奨範囲です。

推奨範囲です。

車庫

玄関

トイレ
ユーティリティ 洗面室 浴室

キッチンリビング

階段

寝室

ダイニング

23.1 ℃

25.6 ℃ 28.7 ℃ 27.1 ℃ 24.8 ℃

28.7 ℃

30.8 ℃

33.2 ℃
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快適性以前の問題として、健康についても注目する必要

があります。

室温は、私たちの健康と密接な関係にあり、冬期の低い

室温が疾病の原因になるとも言われています。

イギリスの保健省では、健康・安全性を考慮して、冬期に

ついて室内温度指針を定めており、16℃未満の家は法律

違反とされています。（図３）

快適・健康に過ごすための室温

2011年、冬期入浴中の心肺停止者数は夏期の10倍

以上を記録しました。この原因の多くは、急激な温度差

によって血圧の変動が起こるヒートショックと呼ばれる

現象によるものです。温度差が大きいと死のリスクも高

まるのです。（図４，５）

日本では必要な部屋のみ空調する傾向にありますが、

温度差によるリスクを避けるために家全体の温度管理

が必要です。

温度差がもたらすリスク

ヒートショックは肌の露出が多いトイレや浴室で多く発

生します。ヒートショックが起こらないように、国土交通

省では、暖房居室と非暖房居室の温度差は【5℃以内】、

廊下とトイレの温度差は【3℃以内】であることを推奨し

ています。

トイレ・浴室は要注意

図５ 温度差による血圧変動

図４ 入浴中の心肺機能停止者数（2011年）

図３ 英国保健省による健康・安全性を考慮した推奨室温



あなたの家の温熱環境

冬の上下温度差 約 ℃

部屋の中が暖かくても足元が寒いと人は不快に感じてしまうため、温度ムラが

なく足元を暖かくすることが大切です。

OMソーラーの家は太陽熱を利用した床暖房であるため、快適な家づくりを実

現することができます。
温 熱 環 境

暖房をしていても足元が寒いと、人は不快に感じます。国

土交通省では居室内の上下温度差は【3℃以内】であるこ

とを推奨しています。（図６）

上下温度差をなくすためには、寒くなりがちな床付近の温

度をいかに暖かく保つかが重要となります。

足元が大切

図６ 暖房期の室内上下温度差

0.9 快適に感じる温度差の許容範囲に収まっています。



一般の家とOMソーラーの家の洗面室を比較すると、 ＯＭソーラーの家は、

床や壁の表面温度が10℃以上高く、洗面室と浴室の床表面の温度差も小

さいことがわかります。（図７）

ＯＭソーラーの家では１階を全館床暖房とすることを基本としているため、

リビングから廊下へ出たときも、急激な温度変化がなく、健やかな生活を送

ることができます。

一方で、病院のような常に一定の温度を保つ環境ではなく、健康を害さない

程度の温度変化を感じることも健常者には大切だと考えています。

ＯＭソーラーの家は、過度な暑さや寒さからは守りながら、適度の変化を

楽しめる家です。

ＯＭソーラーが実現する温熱環境

8.5 ℃

15.2℃

19.0 ℃

図７ 洗面室床表面温度の比較

一般の家（1/15 17:00頃）

OMソーラーの家（1/15 18:30頃）
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換気回数

外気温度

室温

屋内の空気には、人の呼吸による二酸化炭素や生活

臭、化学物質などによって常に汚染されています。また、

家具に使われるペンキや接着剤についても有害な物質

が含まれており、深刻な健康被害を及ぼす可能性があ

ります。最近では有害物質が少ないＦ☆☆☆☆が普及

していますが、点数が増えれば濃度は高くなります。

空気清浄機も室内の空気を清浄化する仕組みですの

で、新鮮な外気を取り込むことができません。外部環境

の厳しい特別な地域を除いては、屋外の空気の方がは

るかにきれいですので、室内の空気の清浄化のために

換気は効果的な方法です。

換気量は建築基準法でも、1時間に0.5回以上と定め

られていますが、これは健康被害が起こらない最低限

の基準です。出来るだけ新鮮な空気を室内に取り込む

ために空気の入れ替えが重要です。

シックハウス症候群とは、建材・家具に含まれる化学

物質が発散されることで、室内の空気が汚染され、人

の健康に悪影響を与えることをいいます。

化学物質の使用の少ない建材の普及により、一時は

沈静化したものの、住宅の高気密化が高まることで再

び問題になり始めています。

シックハウス症候群の予防のため、建築基準法で換

気が義務付けられている以外にも、ビル衛生管理法に

よって居室の二酸化炭素の濃度を1,000ppm(0.1%)以下

に抑える規定がされています。

居室内の二酸化炭素濃度は人が生活することで上が

り、室内の空気環境を悪化させます。こうした空気環境

が悪い中で長時間過ごすことは息苦しさや頭痛の原因

にもなります。

換気とは室内の空気と、屋外の新鮮な空気を入れ替えることです。健康のため

には適切な換気量が必要ですが、換気をすることで暖冷房の効率が落ちるこ

とも考えなければいけません。

ＯＭソーラーシステムは換気と暖房を同時に行うため、エネルギーロスや温度

低下を抑えることができることが大きな特徴です。

換 気

１時間あたりの平均換気 約 回/時

換気の必要性と換気量の目安 シックハウス症候群と二酸化炭素濃度

あなたの家の換気

[℃] [回/時間]

1.1 建築基準法の換気回数より多いです。



室内をきれいな空気に保つためには換気が必要ですが、

冬は換気によって、エアコンやストーブ等で暖めた熱を外

に捨てることになります。そのため、換気を行うことで室内

の温度は下がり、暖房エネルギーが余計にかかってしまい

ます。（図８）

中には、24時間換気システムを止めてしまい、建築基準

法で定められている必要最低限の基準を満たしていない

住宅もみられます。

換気はエネルギーも捨てる

通常の建築基準法で定められている換気の目安は「2

時間で家の空気をすべて入れ替える（0.5回/時間）」で

すが、ＯＭソーラーシステムは多くて1時間に2～3回の

入れ替えを行います。換気量が多いことで、別荘など留

守にしがちな家であってもカビ臭さがなく布団が湿気な

いといったメリットや、医療施設や高齢者施設では、施

設特有の臭いもなく過ごしやすい環境という声も多くい

ただいています。

浜松市の延床面積100m2ほどの住宅をシミュレーショ

ンした結果です。

ＯＭソーラーシステムは暖房しながら換気ができるた

め、導入のない家が室内の空気を同じだけ新鮮な空気

を保つためにかかる暖房エネルギーと比べて、6割程度

で済みます。（図９）

ＯＭソーラーシステム独自の換気

図８ 換気によって捨てられる熱

図９ １日に必要な暖房エネルギーの比較
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あなたの家の消費エネルギー

家庭で消費するエネルギーにおいて、「暖房」と「給湯」が全体

の半分以上を占めています。エネルギー量を減らすためには、

「暖房」と「給湯」にかかるエネルギーを工夫することが最も効果

的といえます。（図１０）

家庭で消費するエネルギーの内訳

ＯＭソーラーシステムは太陽熱を利用して、家庭で消費するエネルギーの約半分を占

める暖房と給湯のエネルギーを賄います。

地域やタンクの種類によって差がありますが、春から秋にかけては、30～50℃のお湯

が1日約300リットルとれ、早春や晩秋の時期などは、暖房しながらのお湯採りも可能です。

太陽の熱を暖房と給湯のどちらに利用するかは季節や暮らし方によって調整可能です。

高度なエネルギーである電気は照明や家電に利用し、低温で十分な暖房や給湯は太

陽の熱をそのまま利用することが効率のよい使い方です。

ＯＭソーラーが考える省エネ

現在起こっている環境エネルギー問題は、社会全体にとっての課題です。

OMソーラーシステムは太陽のエネルギーを利用して、快適性と省エネルギー

の両立を高い次元で実現が可能です。省 エ ネ

暖房用エネルギー量 約 MJ/年

給湯用エネルギー量 約 MJ/年

同地域と比べ

同地域と比べ

暖房

冷房

給湯

照明・家電

column

暖房消費量

基準

暖房消費量

給湯消費量

基準

給湯消費量

0 5,000 10,000 15,000 20,000

[MJ/年]

[MJ/年]

0 5000 10000 15000

2,000

3,000

88

84

図１０　一般家庭のエネルギー用途（東海）
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% 削減



あなたの家の光熱費

住まいの経済性を考える上では、ランニングコストや追加で購入する機器、さら

には医療費など、かかる費用を総合的に見越して住宅や機器を選択すること

が大切です。OMソーラーシステムの導入は毎月の暖房費や医療費を抑えるカ

ギになります。
経 済 性

光熱費と性能

約 円/年光熱費

同地域と比べ

目先のコストを優先して断熱性能を落としたり、効率の悪いエアコンを

選択するとランニングコストにより思わぬ出費が掛かってしまう場合があ

ります。建物や機器の性能を考慮して光熱費を考えることが大切です。

住宅性能と医療費の関係

国土交通省がまとめた住宅の高断熱・高気密化に伴う疾患予防によ

る医療費の軽減や休業による所得低下についての調査結果によると、

住宅性能の向上により、一人当たり年間27,000円の出費を抑えられると

報告されています。寒い家での生活は不健康の原因となり、医療費が

かさむ傾向にあるという内容です。

ここでは、100万円の断熱改修工事後、健康維持がもたらされたと仮定

した場合、1世帯当たりの医療費から16年で投資回収できるとされてい

ます。（図１１）

ＯＭソーラーシステムと経済性

ＯＭソーラーシステムは快適な温熱環境を担保しつつ、月々のランニングコストが抑えられる

メリットがあります。住み始めてから寒さを感じて、ホットカーペットや電気ストーブを購入する等

の無駄な投資を減らすこともできます。

ＯＭソーラーシステムがつくりだす室内環境はお金に代えられない快適さという言葉もいただ

きますが、実質的にランニングコストや医療費の削減にも大きく貢献するものです。

図１１ 健康維持がもたらす高断熱・高気密住宅の投

資回収年数(新築)

column

光熱費

基準

光熱費

0 100000 200000 300000 [万円/年]

※EB：省エネルギーによる光熱費削減の直接的便益

※NEB：居住者の健康を維持するという省エネルギー以外

の間接的便益

155,000

32 % 削減



あなたの家のエネルギー自給率

2020年から経済産業省のZEH義務化が段階的に実施されていきます。

OMソーラーシステムは、生活に使用するエネルギーのうち、太陽熱で暖房や

給湯、足りない分を太陽光発電で賄うため、エネルギー自給率を高めることが

できます。また、余った電気は売電をして光熱費の手助けをします。

エネルギー

自給率

エネルギー自給率とはあなたの家で使うエネルギーを創る

エネルギーでどれだけ賄えるかを示しています。

使うエネルギーは「建物」や「設備」の高性能化により省エネ

性を高めることで、エネルギー量を減らすことができます。また、

太陽光発電などの「創エネ設備」を導入して、エネルギー自給

率を１００％以上にすることも可能です。（図１２）

経済産業省では2020年までに標準的なＺＥＨ（ネット・ゼロ・エ

ネルギー・ハウス）新築住宅を、2030年までには新築の平均で

ＺＥＨを実現するという目標が掲げられています。

2020年からはエネルギーの自給自足が義務化に

関東地域の太陽光発電を載せた住宅における、月ごとのエネルギー消費量の推移を表したものです。（図１３）

ＯＭクワトロソーラーの家は他の高性能住宅と比べ、1年を通してエネルギー使用量が少なく、自給率１００％を達

成するために必要な創エネ量も少なくて済みます。その分、余った発電量は売電に回すことができます。

エネルギー自給率を高くするには、まず第一に自然エネルギーの有効活用により、あなたの家が使用するエネル

ギー量を減らしたうえで、高効率設備や発電設備などを駆使することが重要だとＯＭソーラーは考えています。

ＯＭクワトロソーラーによるエネルギー自給

エネルギー自給 約 %

図１３ 月積算エネルギー消費量の比較

図１２ エネルギー自給率の考え方

column

※経済産業省が提案しているＺＥＨの計算方法とは異なり、あなたの家本来のエネルギー自給率を算出しています。

63 約 23900 MJ差があります。



ここまで温熱環境と省エネ性能についての解説をしてきました。

家づくりには温熱環境や光熱費以外にも大切な要素がたくさんあり 、それら全てを

総合的に考えることが、家づくりの楽しさであり、難しさでもあります。

そしてその中でも「住み心地」や「省エネ」といった、なかなか目には見えにくく、一般

的には事前に予測することが難しいことが極めて重要な要素であることはご理解いた

だけたと思います。

それと同時に、OMソーラーが大切にしている価値として、「環境」というキーワード

があることをここでお伝えします。

世界的に地球温暖化ガスの排出量の削減が課題となっていることは周知のことで

すが、原因のひとつである二酸化炭素は、国内だけでも年間12億トン以上排出量さ

れており、その約１割は住宅を含む 「家庭部門」からの排出です。このうち「暖冷房」

「給湯」「家電製品」によるものが半分以上を占めていると言われます。

建物の断熱性能を上げて、高効率の暖冷房機器を導入することによるエネルギーの

効率的な利用は二酸化酸素排出量の削減につながります。

ぜひ、このシミュレーションの結果を、「環境」の観点からもご覧いただき、家づくり

に役立てていただければ幸いです。

おわりに



① 心地よいすまいの暖房計画

東京大学 前真之研究室

http://maelab.arch.t.u-tokyo.ac.jp/2017/04/03/省エネ住宅普及のための情報提供

手法の検討

② HEAT20が推奨する断熱性能と最低体感温度

HEAT20 外皮性能グレード（2015年12月版）
http://www.heat20.jp/grade/index.html

③ 大手メーカーの断熱仕様

株式会社一条工務店
http://www.ichijo.co.jp/technology/energy/ecology/index.html

（Q値をUA値に置き換え）

積水ハウス株式会社
http://www.sekisuihouse.com/technology/comfortable/insulation/flash03.html

積水化学工業株式会社住宅カンパニー（セキスイハイム）
http://www.sekisuiheim.com/appeal/airtight.html

④ 引渡し前物件の冬期調査結果

東京大学前研究室，株式会社インテグラル

温熱環境測定交流会（2017/5/19）

⑤ 健康・安全性を考慮した推奨室温
Department of Health.
2009 Annual report of the Chief Medical Officer. U.K.
COI for the Department of Health, 2010:31-37.

⑥ 入浴中心肺停止者数

消防庁

わが国における入浴中心肺停止状態発生の実態－47 都道府県の救急搬送事例 9360 

件の分析－
http://www.tmghig.jp/J_TMIG/release/pdf/press_20140326_2.pdf
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