
お問合せ先

 

茨城大学学術企画部学術情報課（図書館） 　情報支援係

http://www.lib.ibaraki.ac.jp/toiawase/toiawase.html

ROSEリポジトリいばらき　（茨城大学学術情報リポジトリ）

Title 民間アパートにおける日照阻害の実態 : 低層住宅地の民
間アパートを対象にして

Author(s) 村上, 彬; 乾, 康代

Citation 茨城大学教育学部紀要. 人文・社会科学・芸術, 66: 19-33

Issue Date 2017-03-30

URL http://hdl.handle.net/10109/13323

Rights

このリポジトリに収録されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作権者に帰属
します。引用、転載、複製等される場合は、著作権法を遵守してください。



茨城大学教育学部紀要（人文・社会科学，芸術）66 号（2017）19 － 33

民間アパートにおける日照阻害の実態
— 低層住宅地の民間アパートを対象にして —

村上　彬 *・乾　康代 **

（2016 年 11 月 1 日 受理）

The Actual Condition of the Sunshine Inhibition in the Apartment
— For the Apartments of the Low-rise Building Residential Area —

Akira MURAKAMI * and Yasuyo INUI **
（Accepted November 1， 2016）

1. はじめに

　日照は住環境のなかでもきわめて重要な要素である。太陽放射線を浴びることができない日照阻
害は，人および動物の健康維持に直接的に影響をおよぼし，農作物など植物の生育阻害をもたらす。
人の健康への影響という点では，日照不足でセロトニン分泌の減少でおこるとされる季節性鬱，紫
外線不足からくるビタミン D 不足による骨粗鬆症や骨軟化症などがあり，また癌とも密接な関係
があるといわれている。このほか，日照不足は筋力の低下，貧血とも深くかかわるとされる。日照
阻害の主な原因となる中高層・大規模建築物は，これら日照不足による影響のほかにも電波障害や
風害，交通問題など広範に環境問題をもたらす。
　阿部１）は，隣接建物で日照を奪われた人は，郊外・都心を問わず大きな不満を表明しており，
将来ともに日照の享受を確保するためには空間を秩序立てることが必要であり，秩序ある空間の形
成は日照を始めとする居住環境と建築の密度との両立を図る手法であると述べる。中高層建築物に
よる日影の影響の範囲を分析した川上ら２）は，建物高さが増加すると敷地外に及ぼす日影の影響
範囲は広くなるが，現行の時間日影規制では敷地外に落とす日影の影響範囲を抑制するのは困難で
あることなどが明らかにされている。久保田ら３）は，商業地域における日照の実態を調査し，商
業地域に建つ中高層集合住宅の居住者は９割が日照は欠かせないと考え，周辺の建築物によって日
照阻害の不安を抱いていること，居住者が満足する冬至日の日照時間は５時間以上との回答を得た
ことを示した。
　このように中高層建築物がもたらす日影問題は大変大きいが，中高層建築物の建設が集中する商
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業地域だけの問題ではなく低層住宅地でも日影問題は存在する。低層住宅地で日影の原因になるの
は近隣に建つ中高層建築物のほか低層建築物の場合もある。低層建築物が日影問題の原因となるの
は，その高さや容積よりむしろ建て方によるところが大きく，借家が集中立地する木造賃貸住宅密
集市街地はその典型である。ところが，低層住宅地では，低層建築物は日影規制の対象にならない
という法規制上の問題もあり，借家を中心とする日影の実態はほとんど看過されている。
　本研究は，こうした状況のもと日影問題についてその実態がとりあげられることの少ない低層住
宅地を対象とし，住宅型のなかでもとりわけ日照時間が短い民間アパートを取り上げ，その日照阻
害の実態を明らかにする。

２. 統計にみる住宅の日照時間比較

　住宅の建て方別にみた住宅分類の中で，借家の日照時間はもっとも短い。住宅センサスによる
と，1970 年代，持家との差は極端なほどに大きかった（表１(a)）。1973 年では，「５時間以上」の
日照条件の良好な住宅の割合は，持家でもっとも多く 74.8％だが，公的借家，民営借家では少な
くなり，なかでも民営借家（設備共用）はわずか 28.9％しかない。「１時間未満」というほとんど
日が差さない住宅は，持家では 2.1％とごくわずかしかないのに対して，民営借家（設備共用）で
は 17.0％もあった。５年後の 1978 年では，いずれの住宅型も状況は良くなった。日照「５時間以
上」は，持家では５ポイント近く上昇して 79.7％となり，民営借家（設備共用）でも３ポイント
以上上昇して 32.4％となった。いずれも上昇したとはいえ，持家と民営借家の格差は依然大きく，
日照「５時間以上」でみても 45.3 ポイントの差がある。
　住宅センサスはその後，住宅・土地統計調査へ統合され，平成 10 年まで日照時間調査項目はあっ
たが，以後は調査から削除されている。したがって，最新のデータは平成 10 年（1998 年）となるが，
この結果をみると 1978 年から 20 年の間に，日照「５時間以上」の持家は 10 ポイント以上減少し
て，66.0％になった（表１(b)）。増えたのは「１～３時間」と「３～５時間」である。借家でも，

「５時間以上」は３ポイント減って 51.4％（1978 年は民営借家（設備専用）と比較）となった。日
照時間の基準としては，日本住宅公団の住宅設計の基準「住宅の１以上の居室の日照時間は，冬至

 

表１　住宅の建て方別にみた日照時間
(a)　住宅センサス
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 (b)　住宅・土地統計調査

表２　調査対象住戸

 
において原則として４時間以上とする」がある。この４時間を基準としてみると，さらに少ない３
時間未満（「１時間未満」と「１～３時間」の合計）は，持家では 6.7％から 10.1％へ 3.4 ポイント
増加し，借家では 19.9％から 19.4％と，変化なしである。
　すなわち，20 年間の日照時間の変化は，日照時間の良好な「５時間以上」は持家，借家とも
に減り，とりわけ持家での減り方は大きかった。他方，「３時間未満」は改善するどころか持家，
借家ともに増加ないし変化なしであった。これらの数値が意味するのは，1978 年から 98 年までの
20 年間で，中高層建築物の建設や建物の建て詰まりがすすみ，日照享受の環境は大きく悪化した
ということである。
　室内への日照条件の良さは，室内を明るくするだけでなく，室内温度を温める，湿気を抑える，
紫外線を直接浴びることができる，これらの効果によって病気を抑制する，窓の周辺でたて詰まり
がないために精神的心理的な開放感や眺望が楽しめるなど多面的な効果が期待できるものである。
日照条件の良さはきわめて重要な要素であるにもかかわらず，統計にみる最近の日照の動向は明ら
かに人間的な健康な環境を失いつつあることを示している。

３. 調査の方法

　本研究では，地方都市・水戸の郊外に立地する民間アパートを取り上げる。地方都市の郊外とい
う立地環境ながら，学生向けのアパートが多数立地している地域である。都市計画では，第１種中
高層住居専用地域（基準建ぺい率 60％，基準容積率 200％）に指定されている。調査対象として
取り上げたアパートは，住戸内部での照度測定とインタビュー調査への協力に同意が得られた学生
が居住する住戸５件である（表２）。
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　３つの調査を行った。①調査対象住戸の部屋の明るさの良否を判定するための昼光率の測定，②
冬至における複合日影図の作成と日照時間の推定，③当該住戸の居住者へのヒアリングである。
2015 年９月の予備的調査をへて，同年 11 ～ 12 月に本調査を実施した。
3-1. 昼光率の測定
　照度は，周囲に障害のない野外における直射日光を除いた天空光の照度と，調査対象住戸の室内
照度の２つを測定する。照度計は，全天空照度測定に KONICA MINOLTA T-10A，室内照度測定
に東京光電照度計 ANA-F9 を用いた。
　まず，昼光率測定の基準となる全天空照度の測定地は，周りに測定の障害となる建物や樹木など
がない場所として堀原運動公園を選定した。全天空照度の測定は，天候の変動の少ない曇天時に行っ
たが，晴天時に行う場合は，照度計の受光部に直射光を与えないように，簡易の直射光遮蔽装置を
作成した（写真１）。指示棒に硬式テニスボールを取り付けつや消し黒色塗装したもので，これを
遮蔽球として，この影を照度計の受光部に落として直射光を与えないようにした。遮蔽球が受光部
に近いと遮蔽される天空光の量が多くなってしまうために，測定には照度計の受光部から約 1m 程
度離した。

　室内照度と全天空照度は同時刻に測定する必要があるために，測定者は２人，携帯電話による通
話で同時刻の照度を測定した。室内照度測定の地点は，調査住戸の居住者が部屋のなかで主に視作
業（読書など）を行う場所と部屋の中心点の２点を設定した。これらを基に昼光率を算出した。
　算出した昼光率の評価を行うために，日本建築学会が規定している基準昼光率を用いた４）。これ
によると，住居内の短時間の普通の視作業の基準昼光率は 1.0％としており，この基準値を用いて
対象住戸内の明るさを評価した（表３）。
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表３　基準昼光率

3-2. 複合日影図の作成
　対象建物と周辺建物との配置関係は住宅地図によって確認し，周辺建物の高さ，建物間の距離は
レーザー計測計 Leica DISTO ™ X310 を用いて求めた。測定高は窓の高さである２m に設定した。
これらの準備をへて，フリーソフトウェア Jw cad (Ver.7.11) を用いて，冬至の日の複合日影図を作
成した。同ソフトで作成した複合日影図から日影がささず直達日射が得られる時間帯を読み取った。
なお，同ソフトで測定できる時間は８時から 16 時までとなっており，したがって日照時間の最長
は８時間となる。
　これに合わせて，居住者に，日当たり，室内の明るさ，夏・冬の室内温度，湿度，洗濯物の乾き
具合などについて聞き取り調査を行う。
　以上を踏まえて，①住戸の向き，②日照時間，③昼光率によって対象住戸の日照条件の評価をお
こなう。

４. 調査結果

4-1. 事例１
　事例１は，南南西に向かって建つ２階建てアパート，K コーポ A の１階にある。住戸は，建物
西端から約 3.7m，間口約 3.7m である。図２にみるように，事例１と周辺のアパートの隣棟間隔は
5.9m と大変狭い。そのため，K コーポ A の１階住戸はいずれも南に近接する K コーポ B の影で
覆われている（写真２，図１）。
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　図２は K コーポ A の複合日影図である。事例１は 10 時ごろから 16 時以降までの４時間以上，
K コーポ B の日影に覆われており，冬至における日照時間は午前８時から 10 時までの２時間であ
ることがわかった。

K コーポ A

Kコーポ B
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　事例１の昼光率を測定した。測定日は 2015 年 12 月 14 日午後 12 時 10 分，天候は曇りであった。
事例の窓のサイズは，2.0m x 1.6m であった。室内照度は，居住者の主な視作業場所である机上と
した。視作業用机は，明るさを確保するために窓から 0.6m の距離にあった。室内照度 502 lx，全
天空照度 24,450 lx，昼光率は 2.05 であった。また室内中心部における昼光率も算出した（窓から
1.6m）。中心部照度 169 lx，全天空照度 24,400 lx で，昼光率は 0.69 となった。建築学会が作成し
ている基準昼光率 1.0 に対して 0.3 ポイント低い。
　居住者にヒアリングを行った。冬場の室内は日中でも寒く暖房器具は欠かせない，洗濯物は夏場
は外で干すが冬場は直射光がなく部屋干しをしており乾きにくい，日中でも部屋が暗いためテレビ
をみる時などは人工照明が欠かせないなどの生活状況が確認できた。
4-2. 事例２
　事例２は，南東向きの２階建てアパート，コーポ F の１階にある。コーポ F の東から南側には
２階建の事務所，２階建ての戸建住宅が近接しており，正午前の事例２の住戸には，直射光がまっ
たく差し込まない（写真３，４，図３）。
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　事例２の住戸の窓にかかる日影は，東南に近接する２棟の事務所併用住宅によるものである。コー
ポ F にもっとも近い建物との距離はわずか 3.5m であった。事例２の住戸は，アパート建物の西端
から約 4.8m，間口 2.4m であった。コーポ F の複合日影図をみると，午前８時から 12 時～ 12 時
30 分まで日が当たらないことがわかる（図４）。事例２の窓は南東向きであるため，午後の日当た
り条件は悪く，図からは午後２時 30 分～３時以後は日が入らないことがわかる。事例２における
冬至の日の日照時間は 12 時～ 12 時 30 分から 14 時 30 分～ 15 時までの２時間 30 分であることが
わかった。

 
図４  コーポ F の複合日影図

 
　昼光率を算出した。照度測定日は，2015 年 12 月 14 日 12 時 50 分（薄曇り）である。窓は 2.1m 
x 1.6m の大きさであった。居住者の主な視作業場所である机上の照度は 765 lx，全天空照度は 26，
700 lx であった。これにより，昼光率は 2.86 と求められた。視作業机は，窓から 1.1m の距離にあっ
た。室内中心部の照度は 173 lx，全天空照度は 25,800 lx で，昼光率は 0.67 となった。測定地点は，
窓から 1.9m の距離にあった。この数値は，建築学会が定める基準昼光率に照らし合わせると，「短
時間の軽度の視作業」か「ごく短時間の軽度の視作業」で認められる数値に対応しており，日常生
活には十分な明るさではない。
　居住者にヒアリングを行ったところ，冬は少し寒く感じるためこたつやエアコンなどの暖房器具
は欠かすことができないこと，洗濯物は室外で干す場合，室内で干す場合とも乾き具合はほとんど
変わらず，基本的に部屋干しにしており乾きにくいこと，晴天の日でも部屋は暗いため人工照明が
必須であるということだった。

コーポ F
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4-3. 事例 3
　事例３は，南向きの３階建てアパート，B テラスの１階にある。B テラスの東側は道路，南側に
は庭を挟んで戸建住宅が建ち並んでいる（写真５，図５）。南に建つ戸建住宅との間隔は広くとら
れており，正午の撮影時には１階住戸にも直射光が差し込んでいる。

　南側の戸建住宅２軒は，東側建物の間口 x 奥行きが 10,500 x 6,000mm，高さ 5.7m， 西側建物は
9,000 x 6,000mm，高さ 7.1m，B テラスともっとも近い距離で 9.2m である。事例３の住戸は，建
物西端から 6.0m，間口 3.9m である。
　複合日影図を作成した（図６）。事例３の窓には，午前８時ごろより 11 時～ 11 時 30 分まで日
影がおち，日照が得られるのは正午前から午後となる。事例３の冬至における日照時間は４時間
30 分～５時間であることがわかる。
　室内照度を主な視作業場所である机上で求めたところ 261 lx，全天空照度は 23,800 lx，昼光率
は 1.09 となった。
　居住者へのヒアリングによれば，洗濯物の乾き具合は相応だが，冬場は午前中，窓に日が入らな
いため洗濯物が乾きにくいこと，朝日が入らないため快適な目覚めができないということであった。
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4-4. 事例 4
　事例４は，南西向きの２階建てアパート，SS つかさ B の１階にある。SS つかさ B の南西側に
は２階建て戸建住宅が近接して建っており，撮影時は１階住戸には完全に日影が落ちていた（写真
６，７，撮影は 2015 年 12 月 14 日午後 1 時 23 分，晴天，図７）。

B テラス
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　SS つかさ B と南西前の住宅とは 4.2m の距離であった。事例４の住戸は，建物西端から 2.1m，
間口 2.1m 複合日影図より，事例４の窓には 12 時ごろから 16 時ごろまで南西前の住宅の日影が落
ちている（図８）。冬至における事例４の住戸の日照時間は８時から 12 時までの４時間であった。

SS つかさ B



30 茨城大学教育学部紀要（人文・社会科学，芸術）66 号（2017）

　昼光率を算出した。照度測定日は 2015 年 12 月 14 日 13 時 15 分，天候は薄曇りであった。住戸の
窓の大きさは 2.0m x 1.4m である。室内照度を居住者の主な視作業場所である机上で測定，454 lx を
得た。測定地点は窓から 1.1m である。全天空照度は，雲の間から直射光が差したため直射遮蔽装置
を用いて測定し，26,190 lx を得た。昼光率は 1.73 であった。室内の中心部では 154 lx，全天空照度
は 26,100 lx，昼光率は 0.59 となった。測定地点は窓から 1.8m の距離にあった。机上面及び中心部
いずれも数値は低く，自然光によって適切な明るさが得られる条件にはない環境であった。居住者
からは，冬場は日中でも部屋は寒く，洗濯物は屋外に干すが乾きにくいということであった。
4-5. 事例 5
　事例５は，東南東向きの２階建てアパート，PS ハイツの１階，もっとも北奥にある住戸である。
調査は 2015 年 12 月 14 日 13 時に行った。PS ハイツの東隣には２階建て住宅（写真７），南にも
２階建て住宅が近接しており（写真８），撮影時の事例５の住戸には，直射光がまったく差し込ん
でいない（写真８，９，図９）。

　複合日影図を作成した（図 10）。事例５の住戸は PS ハイツの北端にあり，東南東向き，間口 3.0m
である。事例５の東南東向きの窓に日影を落とすのは東側の戸建住宅であり，その距離はわずか
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3.3m である。日影図作成にあたっては南側に隣接している戸建住宅２軒は，事例５へ日影の影響
がないため除外した。
　図より，午前８時から 12 時～ 12 時 30 分まで日が当たらないことが確認できる。さらに建物が
東南東向きであることから，14 時ごろ以降も日が入らない。したがって，事例５の住戸における
冬至の日の日照時間は，12 時～ 12 時 30 分から 14 時ごろまでのわずか１時間 30 分～２時間しか
ないことがわかる。

　昼光率を算出した。机上面の照度は 385 lx，全天空照度は 24,100 lx，昼光率は 1.59 であった。
なお測定点は窓より 0.9m 離れていた。室内中心部の照度は 123 lx，全天空照度は 24,180 lx，昼光
率は 0.51 であった。測定点は窓から 2.0m 離れていた。
　居住者の話では，洗濯物の外干しができない，朝日を浴びることができない，夏は涼しくならず
湿気が多い，冬は天気がよい日でも暖かくならない，室内は一日中暗くて不便とのことであった。
机上面の昼光率は基準を満たしてはいるが，住戸の向きが東南東というきわめて不利な条件にある
ため，朝日しか入らず，日中の明るさだけでなく通風や湿気のなさという面からも十分な住環境が
得られない条件にあった。

PS ハイツ
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５. まとめ

　今回調査した５事例は，南向きまたは東・西にふれて建てられているアパートである。これら５
事例の住戸の向き，日影図から読み取った日照時間，昼光率を表４にまとめた。
　建築基準法では日影の許容時間を決めており，低層住宅地では３～５時間とされている。他方，
日照時間の基準としては，日本住宅公団の住宅設計の基準「住宅の１以上の居室の日照時間は，冬
至において原則として４時間以上とする」があり，これをもとに５例の日照時間を評価する。４時
間を確保できている事例は，事例３と４のみで，５時間が最長であった。もっとも短いものは事例
５の 1.5 ～２時間，ついで事例１の２時間であった。
　１日のうちで太陽光の光量，受熱量が増え，人の生活ももっとも活発になる午前 10 時から午後
２時の４時間の日照はとりわけ重要であるが，この時間帯の日照４時間が確保できている例は皆無
であった。もっとも多いものでも事例３の 2.5 ～３時間にすぎない。もっとも少ないのは事例１の
０時間であった。
　主な視作業場所としている机上の昼光率は，いずれも窓に近い位置にあり，基準昼光率を満たし
ていた。視作業机上面と室内中心部とも基準昼光率を満たしたのは事例３のみであった。その他４
例は，部屋の中心部の昼光率は基準値を満たさない結果となった。いずれも基準昼光率 1.0 に対し
５～７割程度しか確保できておらず，もっとも低い事例４では 0.59 である。これは，表２にした
がえば，「ごく短時間の軽度の視作業」環境を満たす程度の明るさである。これら室内の明るさが
不十分な４事例では視作業机上面を窓に限りなく近接させていた。

 

　ヒアリング調査からも，日照時間が短い，あるいは昼光率が低い住戸の居住者は，冬場における
暖房や人工照明の使用が欠かせず経済的な負担が増し省エネにも反すること，洗濯物が乾きにくい
といった，生活面での不満が聞かれた。５事例のうちもっとも日照時間が長く，昼光率も高かった
事例３は，住戸は南向きで，南側に隣接する建物との間隔も広く取られ，良好な日照が確保できて
いた例である。居住者は，朝日は入らないほか不満はないということであった。
　本研究で対象とした５事例はいずれも第 1 種中高層住居専用地域にある。建築基準法によれば，
第 1 種中高層住居専用地域では２階建て建築物は日影規制の対象とならない。今回，調査対象住戸
に日影を落とした建築物は，いずれも日影規制対象外の２階建て以下の戸建住宅またはアパートで
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あった。これらの建築物が調査対象アパート住戸に長時間日影を落とすのは，建物の間隔がきわめ
て短い，対象アパートの向きが極端に東や西にふれているという条件があるところである。調査に
協力したアパート居住者は少ない日照時間に不満を持っているが受忍している様子であったが，１
日のほとんどが日照を得られない室内環境は問題が大きい。
　当該地域でこのような深刻な日影問題が発生するアパートが多数立地するのには，次のような事
情，理由が考えられる。一つは，需要者の多くは経済力のない学生であり，アパート選択には住環
境より安い家賃への指向性がはたらく。すなわち，住環境条件の悪い住宅にも需要が集まるといっ
た需要特性がある。他方，アパートの供給側もこのような需要特性を見込んで，住環境への配慮の
少ないアパート計画が実施される。しかし，日照は何よりも健康と衛生にかかわる環境条件の基盤
である。まずはアパート計画には日照への十分な配慮を求めたい。また，需要者にもアパート選択
にあたっては十分な検討を求めたい。
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