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Abstract: In this paper, we describe the actual conditions of traditional house in Chengdu city of the western China and on the 
characteristic abundance of natural energy in the region. We are going to develop a new model for energy-efficient house using 
available natural energy sources, with the aim of constructing traditional houses adapted to the local climatic conditions. Therefore, 
the study is aiming to suggest construction technologies for residential environment and lifestyles capable of healthy and sustainable 
development and to propose new type energy saving houses adapted for natural energy, by recognizing the climate and 
environmental characteristics in Chengdu based on measurement of physical quantity (Solar radiation, inside-outside temperature, 
humidity, illumination intensity, IAQ) and questionnaire survey mainly for climate and residential environment in the region.  
 
１． はじめに 
既報その1～5では中国北西地域(新疆,甘粛)の居住環

境に関する物理量及びアンケートの実態調査結果を報

告した。本報では中国南西部の四川盆地に位置する成

都市の伝統民居の居住環境を対象とし,現地調査を行

い,その結果について報告するものである。当該地域の

気候と環境特性を把握した上で,健康的で持続的発展

可能な居住環境の建設技術やライフスタイルのあり方

を提唱し, 自然エネルギーに適応した新型省エネ住宅

モデルを開発することを意図している。 
２． 調査概要 
本報では,中国四川省成都市新都区(Fig. 1)の伝統民

居を対象とし, 西安建築科技大学と共同で居住環境測

定を行った。当該地域の気候特性に応じた新型省エネ

ルギー住宅構想を基盤とし,対象住戸の室内外温熱,空
気,光,騒音環境,太陽放射などの実態を計測した。  
３． 調査方法 
測定期間は 2012 年 8 月 14 日(火)～17 日(金)で,成都

市近郊の伝統民居と増築部分(Photo1,2)を対象とし,通
常生活条件下で計測を行った。レーザー距離計

(HILTI,PD32)で測量し,住戸の図面(Fig.2)を作成した。

屋内外においては熱画像(Avio,F30)を撮影し,全天空日

射量,CO 濃度,風速,騒音(佐藤商事,TM-208, ELUSB-CO, 
AM-14SD,SD-24SD),CO2(Telaire7001),大気圧,温湿度,UV,
照度(T&D,TR-74UiH,TR-73U)を 1 分間隔で自動記録し

た。また,既存の土間床部屋と増築部屋の粉塵量は

(KANOMAX, 3442)5 分間隔で自動測定した。 
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Fig.6 Temperature and humidity in outdoor-indoor 

Fig.7 Vertical temperature difference in Old central room 

Fig.8 Measurement results of PMV 
   

Fig.9 Thermography of western pass  Photo 3 Western pass 
   

Fig.10 Thermography of asbestos roof  Photo 4 Asbestos roof

Fig.11 CO2 concentration in semi-outdoor and indoor 

Fig.12 Dust both Old central room and New Living room 

４． 調査結果 
成都は亜熱帯湿潤季節風気候区に属し,古くから｢天

府の国｣と呼ばれ,夏は高温･多湿で,冬は穏やかで湿

潤,Fig.3 クリモグラフ 2)に示す。年間平均気温は 15.2～
16.6℃3),降雨量が多く ,平均降水量は 873～1265 ㎜
(Fig.44))(東京:1528.8 ㎜ 2))。調査期間の全天空日射量測

定結果を Fig.5 に示す。曇天が多いため,日射量の変動

が激しく,晴天時の最大値でも 752W/㎡と低く,年間平

均日照時間は 825.7～1202.9h5)(東京:2101.1h), 太陽放射

総量は 80.0～93.5 ㎉/㎠ 3),太陽エネルギーの少ない地

域である。外部環境は気圧約 945hPa,気温 24.3～34.2℃,
湿度 44%～99%に対し,室内側(西通路,旧宅中央室,新宅

中央室)が気温 24.3～30.8℃,湿度 57.5%～93.7%と変動

している(Fig.6)。特に旧宅では,殆ど土間床が使用さ

れ,Fig.7 に旧宅の中央室の垂直と奥行温度差を示す。夕

方の時は差が 3～4℃で最も大きい。clo 値:0.5,met 値:1.0
に設定時の PMV の測定結果(Fig.8)では,-0.03～2.35 と

変動しており,新築の居間は夜から朝まで約 0.5 の差で,
暖かくなっている。旧宅の西通路の通風性が良く(0～
1.14m/s),土間床の効果も顕著で, コンクリートの地表

面 46℃に対し,土間床面は 30℃である(Fig.9, Photo 3)。
旧宅の屋根は瓦となっているが,一部分にアスベスト

を使用しており,その部分は 50℃と熱く,瓦と 10 数℃の

差を生じている(Fig.10, Photo 4)。夏季,基本的に窓とド

アが開いている状態で ,CO2 濃度は食事の時(12:00)
に,GB 値 1000ppm6)を超える時間帯があるが,特に問題

となっていない(Fig.11)。粉塵量の変動傾向(Fig.12)は,
土間床の部屋が新築の居間(床:タイル)より高い。 
５． まとめ 
成都における夏季の居住環境特徴を以下に示す。 

① 太陽放射量が少ない,年間を通し湿度が高い。 
② 土間床の温度低減効果が顕著である。 
③ 夏季の快適感(PMV)ではやや暖かい結果となった。 
④ 屋根の熱負荷が大きく,材料と断熱の検討を要する。 
⑤ 屋内の粉塵量が高く,改善対策が要される。 
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