
大成建設技術センター報 第 46 号(2013) 

42-1 

 

 
 

教会の小聖堂における太陽光採光システムの開発 
 

 

 

菅原 圭子*1・木下 清一*2・渡邉 智介*3・古宇田 真一*4 
市原 真希*5・山本 出*6・小林 光*7・横井 睦己*1 

 

Keywords : daylighting, toplight, louver 

自然採光，トップライト，ルーバー 

 

1.  はじめに 
 
 オフィスビルでは，ブラインドやルーバー，ライト

シェルフ等の昼光利用手法が検討されている。これら

は可動機構を備えるタイプや固定式があり，時々刻々

変化する太陽光の入射角度に応じて制御することで，

執務者へ影響を及ぼす眩しさ感を防止しつつ，積極的

な採光による省エネルギー化を図ることが意図されて

いる。 
 建物へ太陽光を取り入れる建築的手法は，現代のオ

フィスビルだけではなく，電灯技術が発明される以前

より，住居建築，宗教建築に用いられてきた歴史があ

る。採光は室内に明るさをもたらすものであるが，宗

教建築において，その自然光のもたらす明るさは宗教

的な意味を含むものとして位置づけられる。 
 今回，2 つの教会の小聖堂の計画に当たり，太陽光

をより積極的に採り入れる手法として，固定式の太陽

光採光システムの開発を行った。本報では，開発過程

における模型実験による検討結果，シミュレーション

による検討結果および竣工後の照度実測結果について

報告する。 
 

2.  目的 
 
 今回対象とした空間は，いずれもカトリック教会施

設に付属する小聖堂である。小聖堂の前方中央には祭

壇があり，利用者は祭壇に向かって座り，聖書を読み，

祈りをささげることができるよう机や椅子が配置され

ている。聖堂は，自然界と呼応する御御堂(おみどう)
という考えのもと，光環境が非常に重要とされている。 
 太陽光が採光可能ないずれの時間帯においても，聖

堂内に入った利用者の意識が自然と祭壇へ向くよう，

採光した太陽光を常に祭壇付近に照射可能とすること

を目的とし固定式の太陽光採光システムを開発した。 
 

 
  図-1 P 聖堂平面図 

   Fig.1  Plan of chapel P 
写真-1 P 聖堂内観(照明消灯) 

Photo.1  Interior of chapel P 

 

 
  図-2 B 聖堂平面図 

Fig.2  Plan of the chapel B 
写真-2 B 聖堂内観(照明消灯) 

Photo.2  Interior of the chapel B 

8.4m

8.4m

トップライト

祭壇

10m

10m

トップライト

祭壇

*1 設計本部 設備計画部 
*2 設計本部 設備設計第一部 
*3 設計本部 建築設計第四部 
*4 設計本部 設備設計第二部 
*5 技術センター 建築技術研究所 環境研究室 
*6 （有）環コラボレイトデザイン 
*7 東北大学 
 



大成建設技術センター報 第 46 号(2013) 

42-2 

 

3.  建物概要 
 
 今回，採光装置を適用したのは都内の 2 件の建物で

ある。1 件目は，大聖堂に付属して新築された司祭の

ための宿舎内にある正八角形の小聖堂(以後 P 聖堂)で
ある。2 件目は，修道院内に新築された宿舎内にある

六角形の小聖堂(以後 B 聖堂)である。それぞれの平面

図を図-1，図-2 に，内観写真を写真-1，写真-2 に，建

物概要を表-1 に示す。 
 いずれの小聖堂も天井中央のトップライト内部に採

光装置を設置することにより，太陽位置に左右されず

にトップライトからの太陽光を祭壇方向に導くことを

意図した。P 聖堂は八角形のトップライト形状で，祭

壇は東側に位置し，B 聖堂は六角形のトップライト形

状で，祭壇は北北西に位置している。 
 それぞれの小聖堂の採光装置の仕様は基本的に同一

であるが，祭壇の方角やトップライト形状の違いに合

わせて，照射方向や寸法を検討した。 
 

4.  太陽光採光システム概要 
 
 開発した固定式の太陽光採光システムの採光手法に

ついて，P 聖堂を例に断面図を図-3 に，システム概略

図を図-4 に示す。採光システムは，以下①～④により

構成される。 
   ①拡散性のトップライトガラス 
   ②太陽光反射ミラー 
   ③太陽光導光ルーバー 
   ④太陽光方向制御ルーバー 
 いずれも可動機構を設けず，①～④を組み合わせる

ことにより光の方向を制御する。 
4.1  拡散性のトップライトガラス(①) 
 直射日光を含む太陽光を，拡散光に変換して聖堂内

へ照射するために，トップライトの外部側のガラスを

拡散効果をもつペアガラスとした（図-4 参照）。 
4.2  太陽光反射ミラー(②) 
 拡散性ガラスを透過してトップライト内部に採り入

れられる光のうち，直射日光の成分はトップライト内

部の北側鉛直面に照射される割合が多い。これらに対

し室内への方向性を持たせるため，トップライト内部

の北側鉛直面部分に，光が下方へ向かう傾斜角度で平

滑な鏡面反射板を設置した（図-4 参照）。 
4.3  太陽光導光ルーバー(③) 
 ②で反射した光を，より下方に整えて導光するよう

ルーバー型の反射板をトップライト下部に設置した。P

聖堂用のルーバー詳細図を図-5 に，P 聖堂内から見た

トップライトの様子を写真-3 に示す。P 聖堂と B 聖堂

の基本構成は同じであるが，導光ルーバーの羽の傾き 
 

表-1  P 聖堂・B 聖堂の建物概要 
Table.1  Outline of the chapel P and the chapel B 

 P 聖堂 B 聖堂 

建築場所 東京都文京区 東京都練馬区 

主要用途 宗教施設 宗教施設 

延面積 
（聖堂面積） 

約 1961 m2 
（約 55 m2） 

約 1880 m2 
（約 90 m2） 

構造 RC 造 RC 造 

竣工時期 2010 年 9 月 2012 年 8 月 

祭壇の方位 東 北北西 

 

 
図-3 P 聖堂断面図 

Fig.3  Section of the chapel P 
 

 
 
図-4 P 聖堂用システム 

概略図 
Fig.4  Schematic drawing of 

the system for chapel P 

図-5 P 聖堂用ルーバー構成 
Fig.5  Composition of the louver 

for chapel P 
 

 

 

②北側平滑鏡面 
※下方へ反射 

太陽光 

（平行光） 

③④２段ルーバー 
※拡散光の方向を

祭壇側に向ける 

聖堂 

祭壇 

祭壇側へ 
（拡散光） 

①拡散ガラス（ペア） 
※拡散光に変える 

θ 

(垂直配置) 

③④２段ルーバー 

②平滑鏡面 

①拡散ガラス（ペア） 

Ｎ 
１m 

１m 

上段：③導光ミラー 
※両面鏡面板 

下段：④方向制御ミラー 

上段:③太陽光導光ルーバー
(両面鏡面板を垂直に配置)

下段:④太陽光方向制御ルーバー



大成建設技術センター報 第 46 号(2013) 

42-3 

 

に違いがある。P 聖堂では，ルーバーの羽を全て鉛直

に平行に設置し，光を聖堂内の祭壇方向へ広範囲に照

射するようにした。B 聖堂では，このルーバーの羽を

中央を境にして八の字状の傾きで設置し，光がより狭

い範囲に照射されるようにした。 
4.4  太陽光方向制御ルーバー(④) 
 聖堂内の祭壇方向へ光が照射されるよう表裏で反射

性能が異なる方向制御ルーバーを③の下に設置した

（図-5 参照）。ルーバーの羽は祭壇方向を狙った傾斜角

とし，かつ羽の上面は上部からの光がより祭壇方向へ

向かうよう平滑な鏡面，下面は祭壇とは反対の方向へ

照射する光を抑えるため白色塗装の拡散反射面とした。

太陽光方向制御ルーバーの反射イメージを図-6 に示す。 
 

5.  照明計画 
 
 B 聖堂の人工光の照明計画では，聖堂全体にやわら

かく明るい光環境が形成されることを目指した。夜間

の光環境を決定する照明計画にあたり，光環境解析を

行い，トップライト周辺に集中して照明器具を配置す

ることとした。図-7 に B 聖堂の夜間の光環境の解析結

果(イメージ)と照明器具を示す。 
 

6.  シミュレーション，模型実験による検討 
 
6.1  シミュレーションによる検討 
 トップライトから太陽光を採光するに当たり，時刻

によらず祭壇周辺へ照射することを目標とし，トップ

ライトのガラス品種，ルーバー形状，壁仕上げなどを

検討し，シミュレーションにて建物空間の照度分布を

算出した。これにより太陽の位置が変わっても概ね祭

壇方向に照射されることを確認した（図-8 参照）。また

光線追跡解析では，建物内では光源となる採光システ

ムの各構成部分における形状や設置位置・角度および

材質を検討することを目的とした。各構成部分の条件

を変更後，光線追跡および評価面設定することにより，

ルーバーの形状を行い祭壇方向へ適切に自然な光が照

射されるルーバーの設置形状について検討を行った

（図-9 参照）。 
 図-10 に B 聖堂における人工照明点灯時(夜間照度)の
シミュレーション結果を示す。トップライト直下の

460 lx を中心として，聖堂全体は 100～460 lx の照度と

なっており，聖堂内の光環境が設計要件を満足するこ

とを確認した。 
 

 
写真-3 P 聖堂内から見たトップライトの様子 

（③太陽光導光ルーバー：垂直配置） 
Photo.3  The toplight viewed from inside of the chapel P 

 

 
図-6 太陽光方向制御ルーバーの反射イメージ 

Fig.6  Reflection mechanism of the sunlight direction control 

Louver 

 
図-7 B 聖堂の照明計画のイメージと照明器具 

Fig.7  The image of simulated result and lighting equipment 
(chapel P) 

 
図-8 P 聖堂における採光シミュレーション 

Fig.8  Daylighting simulation of the chapel P 
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○真下より20°内側方向照射
○トップライト周囲に21台配置
22.5W，37°配光，125Φ，
5～100％調光

 

照度分布 イメージ

照度分布 イメージ

照度分布 イメージ

照度分布 イメージ
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6.2  模型実験による検討 
 トップライト部分を含む建物の模型を製作し，太陽

光の代替として平行光に近い狭角の LED 照明を用いて，

採光状況の確認を行った。 
 図-11 に P 聖堂における模型実験の状況を示す。P 聖

堂は，東側に祭壇が位置している。模型では，春秋分

の南中時の条件で，この採光システムの有無について

比較を行った。採光システムがない場合は，トップラ

イトから入射した太陽光は，そのまま建物内トップラ

イト真下の中央部分に照射される。採光システムがあ

る場合には，祭壇方向へ太陽光が導入され，祭壇机上

部分および祭壇側壁面も明るくなることが確認された。 
 図-12 に B 聖堂における模型実験の状況を示す。B
聖堂は，北北西に祭壇が位置している。模型では，春

秋分の南中時の条件で，太陽光導光ルーバーの設置形

状の違いによる下方への反射状況およびトップライト

の拡散ガラスの効果について確認を行った。太陽光導

光ルーバーを上拡がりに設置した場合(①)は，採光さ

れた光は左右に分かれ，トップライトの拡散ガラスを

通しても分散して照射されることがわかった。反対に

太陽光導光ルーバーを下拡がりに設置した場合(②)は，

採光された光が光軸中心に集まりトップライトで拡散

された太陽光は祭壇側へ集中して照射されることが確

認され，この下拡がり設置形状を採用した。 
 

7.  実測 
 
7.1  実測概要 
 2 つの聖堂において竣工後，照度測定を実施した。P
聖堂は，2010 年 9 月 14 日～15 日に，床面 5 箇所，屋

外 1 箇所，B 聖堂は、2012 年 9 月 20 日に，机上面 5
箇所，屋外 1 箇所の照度測定および採光状況のインタ

ーバル撮影を実施した。 
7.2  実測結果 
7.2.1  P 聖堂 
 図-13 に P 聖堂の測定箇所，図-14 に照度測定結果を

示す。祭壇側は，午前中 600～800 lx で推移し，他の箇

所と比較し 3 倍程度高い照度となっている。午後は 15
時頃まで 400～600 lx と他の箇所と比較し 2 倍程度高い

照度になっている。聖堂内の窓面からの採光に加え，

トップライトからの採光により，一日を通して時刻に

よらず祭壇側が明るく照射されることが確認された。 
写真-4 に採光状況を示す。トップライトからの光が祭

壇側壁面のニッチを明るく照らしている状況が確認さ

れた。 

 
図-9 B 聖堂における光線追跡解析 

Fig.9  Raytracing simulation of the chapel B 

 

 

図-10 B 聖堂シミュレーション結果（夜間照度） 
Fig.10  Simulated result of illuminance at night of the chapel B 

 

 

図-11 P 聖堂おける模型実験状況 
Fig.11  Model experiment of chapel P 

 

 
図-12 B 聖堂おける模型実験状況 

Fig.12  Model experiment of the chapel P 
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7.2.2  B 聖堂 
 図-15 に B 聖堂の測定箇所，図-16 に照度測定結果を

示す。実測日の天候は晴れであったが雲により太陽が

遮られることが多かった。そのため，祭壇側は午前中，

屋外照度の影響を受け室内照度の変動が大きくなって

いるが，直達光がある場合，400～600 lx と他の測定箇

所と比較し高い照度となっている。午後になると，西

日の影響により午前中と比べて西側および中央の照度

が高くなっている。祭壇側は，200 lx～300 lx を維持し

ており，一日を通して概ね祭壇側が明るく照射されて

いることが確認された。写真-5 に採光状況を示す。ト

ップライトからの光が祭壇側の天井面を明るく照らし

ている状況が確認された。 
 

8.  まとめ 
 
 教会の小聖堂を対象に，トップライトに設置した固

定式の太陽光採光システムについて，計画段階でのシ

ミュレーションおよび模型による検討と竣工後の実測

による検証を行い，建物内の特定のエリアに対して重

点的に太陽光を照射する手法について効果を確認した。 

 

写真-4 採光状況(P 聖堂) 
Photo.4  Appearance of 

daylighting of the chapel P 

写真-5 採光状況(B 聖堂） 
Photo.5  Appearance of 

daylighting of the chapel B 
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図-13 測定個所（P 聖堂） 
Fig.13  Measuring point (chapel P) 

 

 

図-14 照度測定結果（P 聖堂） 
Fig.14  Measured illuminance (chapel P) 

 

 
図-15 測定個所（B 聖堂） 

Fig.15  Measuring point (chapel B) 
 

 
図-16 照度測定結果（B 聖堂） 

Fig.16  Measured illuminance (chapel B) 
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