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 今後少なくとも数十年間はアジアが世界の経済の中心となり，都市・建築の開発が急峻な勢いで進むと考えられて

いる．産業構造の変化や都市居住の集中化によって，経済活動を支えるオフィスビルや都市生活の基盤となる病院と

いった大規模な建物が次々と建てられている．これらの都市の多くは蒸暑気候にあるが，多くの開発は西欧型のデザ

イン・技術となっており，気候風土が反映されたものとはなっていないのが現状である．日本は比較的気候風土が近

いため日本の環境建築技術の適用可能性は高いと考えられ，西欧型に代わる技術構築を進めることは急務である．本

稿では 2014 年度からベトナムとタイで開始した実態調査研究の概要と途中経過について記す． 

 

It is said that Asia is going to be the center of economic development all over the world in next several decades and urban architecture 

is supposed to be developed rapidly. Because of changing of the industrial structure and accumulation of residence in the city, office 

building for economic activity and hospital for urban life are built one after another. Most of the developing city is located in the tropic 

but development is mostly based on the western design and technology that don’t reflect regional climate and culture. To some extent, 

Japanese climate and culture is similar to this area and has higher possibility of application of the technology in terms of sustainable 

building. It is the exigencies of the times to construct technologies that can be substitute of western one in this area. The first step of 

our activities are shown in this paper that describes the actual situation of the large scale buildings in South East Asia. 

 

東南アジア，蒸暑気候，オフィスビル，病院，空調システム，温熱環境，エネルギー消費 

South-East Asia, Tropic, Office building, Hospital, Air-conditioning system, Thermal environment, Energy consumption 

 

1. はじめに 

1-1. 東南アジアの都市建築 

 近代以降において世界的に拡がる人口の都市集中化と，

それに伴う都市形態・構造および建築の変遷は，文化や

気候風土といった地域的な要素を踏まえながら行われて

きた．一方，現代においては，文化・経済のグローバル

化の急速な拡大を背景に，たとえば土地利用の高密度化

に対応する建築計画や構造技術，建物内環境の向上に寄

与する建築外皮デザインや設備機器，施工生産性を高め

る生産手法といった技術が開発され，世界的に都市・建

築の一層の集約化・効率化が進められている． 

これらの建築・都市を構築する基盤技術は，主として

西欧諸国において旧来より先行して当該分野の研究・実

践とともに構築されたものであるが，日本においては，

このような技術に基づきながら，特有の気候・構造・施

工・生産・材料を反映しながら，それらをまとめる環境

建築構築に関する現代的手法・技術が数十年を経て独自

に確立されてきた．特に，建物内環境の形成および省エ

ネルギーに関しては，四季の変化が大きい気象特性に適

応するために，断熱・遮熱といった基本的な躯体性能だ

けでなく，多様な日射遮蔽装置，自然採光といった手法

に加えて，それらと一体的に機能する建築設備技術およ

びそれらを評価する技術が独自に研究・実用化されてき

た．これらの技術によって形成される建物内環境の快適

性や，エネルギー消費等の持続可能性に関する性能の両

立は，世界的に見ても高い水準に達している． 

ここで，近年におけるASEAN（東南アジア諸国連合）

をはじめとする東南アジア諸国においては，経済的発展

を背景にした人口の都市集中化，ライフスタイルの変化，

生活水準の向上，といった都市建築に関する急峻な開発・

変化が起きており，これはかつて日本が直面した状況と

いえる．しかしながら，文化・経済のグローバル化が極

度に進んだ現代にあっては，明確な方向性を持たないま

まに既存技術を適用した大規模開発が行われている状況

が見受けられる．すなわち，これらの地域では気候風土

に根差した現代的な建築技術の蓄積がなされていないた

め，西欧型の建築に追従している状況である．従って，

地球レベルの地球温暖化や持続可能性を考慮すると，今

後も開発が進む上記アジア諸地域に適した低炭素型の都

市・建築の技術について，日本における技術を活かしな

がら当該地域の気候風土に適合した環境建築構築技術を

体系化して広めていくことは非常に重要性が高いといえ

る． 

  



1-2. アジア諸大学との連携 

 首都大学東京は設置元である東京都の施策と密接な関

係を持っており，アジアをはじめとした海外における産

学公連携を通した日本・東京の技術の現地適用化に焦点

を置いた研究・教育プロジェクトを積極的に実施してい

る．その一環として，建築学域ではアジア高度人材育成

プログラムを 2013 年から実施しており，アジア各国の大

学から博士後期課程学生を指導教員自身が招聘して都費

による全面的なバックアップで育成し，各地の大学と具

体的な連携を進めていくというものである．筆者の研究

室では，2013 年にハノイ建築大学（ベトナム），2014 年

にシンガポール国立大学（シンガポール）およびカセサ

ート大学（タイ）から 1 名ずつ招聘するとともに，これ

らを含めた Fig.1 に示す諸都市の大学と協定を締結し具

体的な研究プロジェクトを各地で立ち上げている． 

 

1-3. 気候特性の比較 

 Fig.2からFig.4に主な研究対象都市としているハノイ・

バンコクおよび東京について，年間における気候状況を

比較した結果を示す．東京が最も年間の変動が大きいが，

夏期は同様の気候である．一方で，ハノイとバンコクで

は緯度が比較的近いものの，その特性は大きく異なるこ

とがわかる．気象データの精度検証や整備も課題の一つ

である． 

Fig.1 Location of investigation cities in Asia 

Fig.2 Yearly temperature distribution in Asian cities

Fig.4 Yearly solar irradiance fluctuation in Asian cities Fig.3 Climograph of Asian cities 



2. ベトナムの超高層オフィスビル 

2-1. 調査概要 

2015 年 4 月現在，ハノイ 10 件，ホーチミンシティ 1

件の超高層オフィスビルおいて，室内環境および電力消

費量の実測を行っている．外観はガラスを多用した現代

的なものであるが，建物内部の計量・計装は殆どの場合

でなされておらず，検針程度の信頼性の低いデータしか

存在していない状況であるため，日本から計測機材を持

ち込んで実測している．ここでは，比較的まとまったデ

ータを得ている 3 件のハノイでの結果のうち，2014 年 9

月から 11 月の自動計測データを中心に示す． 

1) 室内環境・エネルギー 

調査対象とした 3 棟のオフィスビルおよび対象フロア

の概要を Table1 に示す．いずれもテナントビルであり，

基準階の代表的なオフィススペースを調査対象とした． 

各測定点において小型の測定機器を床高 1.1m の位置

に配置し，温度，相対湿度，照度，CO2 濃度をそれぞれ

長期自動計測した．また，代表フロア分電盤に電力計を

設置してコンセント，照明，空調室内機に分けて対象オ

フィスの消費電力量を測定した．空調熱源や全体電力量

については現状でデータがない．また，実測対象のオフ

ィス空間の使われ方等についても現地調査を行った． 

2) アンケート 

 オフィスの各執務者を対象にアンケート調査を行った．

温冷感・乾湿感・発汗度・快適感・受容度・明暗感の 6 つ

の項目についてアンケートを行い，主に 7 段階の申告値

を設定した．また，日時・年齢・性別・座席の位置，着

衣量と，執務空間への適応方法についても質問した． 

 

2-2. 室内環境実態 

以下，土日を除く 8:00 から 17:00 を執務時間として分

析を行った． 

1) 温熱環境・換気 

Fig.5 に空調時における室温の出現頻度分布を示す．一

部異常値が多い期間は除外した．室温の変動幅は空調時

間帯にも関わらず約 4～6℃程度と大きい．また，ペリメ

ータゾーンは各オフィス 9 月から 11 月にかけ室温が低

下しているが，インテリアゾーンはCA とOC は 10 月に

低下していないことから，ペリメータゾーンが屋外の影

響を大きく受けていることが分かる．特に中央値の変動

が大きい CE の執務時間中における空気状態をプロット

した空気線図をFig.6 に示す．日本における建築物衛生法

の基準上限値である相対湿度 70％を約 1/3 が超過し，湿

度が高い傾向にあることが分かる．他オフィスでも同様

に多湿の傾向が確認されている． 

9 月から 11 月における平均 CO2 濃度の時刻変動を

Fig.7 に示す．CO2 濃度は OC ではピーク時 1200ppm，

CA においては 900ppm，CE は 700ppm といずれも日本

における一般的なオフィスと同等程度である．CE では空

調時CO₂濃度を計測し 800ppmを超えないように自動制 

Table1. Overview of investigated office buildings in Hanoi 
Building CA23 CE05 OC12 

Building image 

   

Total stories 23 29 21
Total floor area 23000m2 28000 m2 19000 m2

Built area 1195 m2 834 m2 1225 m2

Investigated office area 229.5 m2 207 m2 465 m2

Number of occupants in 
the target office 

36 40 54

Air conditioning system Individual Central Individual 
Number of devices 5 4 6

Fig.5 Temperature frequency of the three office rooms during 

working hours 

 
Fig.6 Indoor climate frequency of CE during working hours on 

the psychrometric chart 

 

Fig.7 Averaged fluctuation of CO2 density of three office rooms 



御による管理をしているため低く維持されている． 

上記に述べた温湿度の変動幅の大きさと，CO2 濃度の

低さから，特にOC，CA については外気侵入量が多いと

ともに空調設備が十分に機能していないと考えられる． 

2) 光環境 

Fig.8 に各オフィスにおける 9 月および 11 月の平均照

度の時刻変動を示す．室内照度は最大 250lx から 400lx と

低い．また 9 月から 11 月にかけて照度の差は 100lx 未満

と小さく，このことから自然採光を遮断し人工照明によ

り照度を維持していることが推定できる．ガラスをファ

サードに多用する一方で，殆どのオフィスでブラインド

等を用いて終日遮光しており，自然光利用のポテンシャ

ルは高いと考えられる． 

 

2-3. エネルギー消費量実態 

月別の日当たり電力消費量を示したFig.9 によると，空

調について CA は 9 月に比べて 11 月は室内機電力が約

25Wh/m²減少しているが他では減少していない．室内の

温熱環境は前述のように制御されていないことから，適

正な温熱環境を保つにはさらに空調電力量が必要と考え

られる．全体電力量と併せて検討を進める予定である． 

照明については，CA と OC の電力量が比較的小さい

が，Fig.8 に見られたように照度自体が低いため，照明に

対してもより多くの電力量が必要であると考えられる． 

全体の電力消費量で最も割合を占めるのはコンセント

電力消費量である．変動は小さく，各オフィスにおいて

1 日あたり約 120Wh/m2 から約 200Wh/m2 である． 

Fig.10 に最も全体のエネルギー消費量の大きい CE の

10 月における時刻別平均電力の時刻変動を示す．室内機

電力は執務時間中一定であり，ほかも変動が小さい．コ

ンセント電源は約 13W/m2，照明は 9W/m2 と日本の一般

的なオフィスと同等の消費電力である．他の期間や他の

オフィスにおいても同様の傾向であった． 

 

2-4. 執務者の環境申告 

1) 概要 

2014 年 7 月に実施した各オフィスのアンケート回答者

数，平均年齢，平均クロ値をTable2 に示す．回答の男女

比は OC，CE ではほぼ 1 対 1，CA では 3 対 2 であり，

回答者数が最も多いのは 30 歳から 34 歳であった．クロ

値の平均値は男性が 0.685clo，女性が 0.615clo と女性の

方が若干小さい．平均年齢，Clo 値において各オフィス間

で大差は見られない． 

2) 温熱環境の評価 

Fig.11 に室温に対する温冷感，温熱感と快適性の相関

を示す．温冷感にはばらつきがあるが，約 26.5℃で中立

である．OC では室温が 25℃前後であり，温冷感におい

て slightly cool から cold の回答が多い．快適性について

は slightly coolと coolに対してneutralから comfortableの

回答が多く，涼しく感じる方を好む傾向があった． 

 

Fig.8 Averaged hourly fluctuation of illuminance of three office 

rooms 

 

Fig.9 Averaged daily electricity consumption of three office 

rooms 

 

Fig.10 Averaged hourly fluctuation of electricity consumption of 

CE in October 

Table2 Summary information of respondents 
Office 
name 

Number of 
respondent 

Ave. Age 
range 

Ave. Cl [clo] 

Total M F M F 
CA 15 9 6 32.3 - 36.3 0.692 0.631
CE 17 8 9 30.8 - 34.8 0.681 0.612
OC 32 16 16 30.0 - 34.0 0.682 0.601
Total 64 33 31 31.0 - 35.0 0.685 0.615

 
Fig. 11 Correlation between room temperature and occupants’ 

thermal sensation 

CA CE OC 



 Fig.12 に熱環境に対する執務者の許容判断結果につい

て示す．Fig.5 および Fig.6 で示したように温湿度環境の

制御状況に問題があるものの，約 7 割の執務者が許容可

能と申告している．とくにハノイは外気湿度が高い特徴

があり，高めの湿度を好む傾向が見られたが，今後詳し

く検討する予定である． 

 

3. タイの大規模都市病院 

3-1. 調査概要 

 バンコクは東南アジアにおける経済・産業の中心都市

の一つであり，都市人口も増加を続けている．都市生活

基盤となる病院も改善が進められ，大規模な都市型病院

が多数建設されており，中には日本を上回る医療サービ

スを提供する施設も存在する．しかしながら，これらに

ついても室内環境やエネルギー消費の実態は明らかにな

っておらず，喫緊の課題となっている．2015年4月現在，

Table3 に示す大学病院 2 件について実測を行っており，

2014 年から実施しているH1 の結果について以下に示す． 

 実測内容は，前述オフィスビルと同様に室内環境，電

力消費量の自動計測に加え，建物の使われ方や行動特性

調査などを詳しく実施している． 

 

3-2. 建物の使われ方の特徴 

 Fig.13 は一般外来における患者の行動調査を実施した

結果を示している．日本の病院と大きく異なる点は，医

療施設が不足している地方から多くの患者が集中して来

訪することや，大勢の家族同伴で病院を訪れる，診察か

ら処置まで 1 日ですべてを実施しようとするために終日

病院に滞在する，といった特徴が見られた．行動追跡調

査の結果によると，一般外来において平均 4 時間，最長

で 10 時間ほど病院に滞在していた（サンプル数 35）． 

 

3-3. 室内環境実態 

 Fig.14 に稼働時間帯における室内温湿度状況を空気線

図上にプロットした結果を示す．診察開始時の午前中な

どは立つ場所も無いほど外来は混雑しており，設計想定

を上回っていると見られるような建物内の滞在者数がい

るため，室温が適切に制御されているとはいえない状況

となっている．室温は 4℃ほどの幅で変動しているとと

もに，湿度は基準範囲を超える状態も多く見られる． 

 室温状態のばらつき状況について，日本の病院におけ

る調査結果8)と比較したFig.15を見ても明らかなように，

稼働時間帯であっても幅広い室温状態となっている． 

 また，CO2 濃度のばらつきについて，同様に比較した

Fig.16 によると，一般外来において稼働時間帯の 9 割近

くが1000ppmを超えるような状況となっており換気量が

大幅に不足している．このような状況は院内感染などの

リスクを高めることから，空調システムの詳細な状況把

握と，実測結果に基づいた改善実施について，病院運営

側との協議を行っている． 

 
Fig.12 Occupants’ receptivity for thermal environment 

Table3 Overview of investigated hospitals in Bangkok 

 

 

Fig.13 Space syntax analysis for patients activity of H1 OPD 

 
Fig.14 Indoor climate frequency of H1 during working hours on 

the psychrometric chart 

 
Fig.15 Frequency of temperature during working hours of 

Japanese and Thai hospital 

Founded Ownership
Beds

capacity
Land area

Building

area

Stories

(Underground)

H1 2005
Public University

Hospital
302 12,099 m

2
99,553 m

2 9 (3)

H2 2010
Public University

Hospital
344 53,976 m

2
165,270 m

2 14 (3)



3-4. エネルギー消費量 

 Fig.17 は建物全体の電力消費量の月変動と，竣工稼働

後からの年変動を日本の調査結果 8)と併せて示したもの

である．バンコクは年間での気候変動も少ないためエネ

ルギー消費量の変動も見られない．日本と比較して同等

となっているが，前述のように空調システムに大きな問

題を有しているため，適正なシステム稼働となった場合

のエネルギー消費量は大幅に増大すると考えられる． 

 
Fig.16 Frequency of CO2 density during working hours of 

Japanese and Thai hospital 

 

Fig.17 Fluctuation of monthly electricity consumption of H1 and 

yearly estimated consumption of H1 and Japanese hospital 

 

4. おわりに 

 本稿では，東南アジアで展開を開始した都市における

大規模建築の室内環境・エネルギー消費実態に関する研

究の概要および，2015 年 4 月現在における分析状況の途

中経過を紹介した． 

 想定していたように，建物外観上の印象とは大きく異

なる実態状況となっていることが判明しつつある．既存

の建物総合環境性能への地域性反映や，当該地域で実施

可能な実性能検証手法の確立を目標として，研究を進め

ていく予定である． 
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