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研究概要

建築都市環境工学研究室
Building / Urban Environmental Engineering Laboratory
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都市や建築空間の音・熱・光・空気といった物理的要素の測定に
より環境の現状を把握し、快適性を図るための提案を行っています。
また、実測結果を活用した数値解析により、環境情報システムの構
築を行っています。

The current state of the environment is understood by 
measuring physical elements such as sound, thermal, light, 
and air of building/urban spaces, and we propose to attempt 
the comfort.

現状の環境を改善するために「環境にやさしい」「人にやさしい」建
物づくりや街づくりを進めています。研究室では、実測や調査を通し
て環境に対する現状の問題を自分の目で見て確認し、その上で、解
決策を提案しようと模索しています。

To improve a current environment, the environment-friendly and 
human-friendly building and city planning are promoted.

住民の居住意識や生活行為についてのアンケート、エネルギー消
費量等の実測調査を通して環境共生住宅のあり方を検討していま
す。また、日本の木材や竹を活用した仮設建築物の設計を行い、
森林資源の循環を模索しています。

We design the eco-friendly housing through the questionnaire 
of residence condition and living act against residents, and 
measurement survey of the energy consumption. Moreover, 
we propose the technology for the building design that aims 
at the decrease of the environmental load from both sides of 
an environmental engineering and equipment technology, and 
executes the experimental study.

「環境にやさしい」「人にやさしい」建物づくりや
街づくりに関する研究
Study of the environment-friendly and human-friendly building and city 

planning
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