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1.  研究の目的と背景 

 

  建築の快適性は、人間と地域の社会文化的な特徴や気候風

土との応答によってもたらされる。本論文では、自然的環境、建

築、人々のライフスタイルの相互の応答によってもたらされる居住

環境の快適さをアフォーダンスという概念でとらえ、そのような快

適さを達成するための建築設計手法をパッシブデザインと位置づ

ける。季節ごとに、時刻ごとに多様に変化する地域の気候特性に

適応しながら、人は生活し、建築はその場、空間を提供する。この

ようなアフォーダンスの概念は、Ｊ．ＧＩＢＳＯＮ(1979) のものを援用

した。パッシブデザインは、太陽や風、気温の変化といった自然

の変化を建築的（ローエネルギー）に活用するものだが、一方で、

自然の恩恵を受け取り、享受するという意味もある。結果として、

暖房や冷房に必要とされる電力やガスといったハイエネルギーを

削減し、環境負荷を軽減する目的もある。気候特性を活かし、生

活を豊かにするという発想は、インドにおけるルコルビジェやルイ

ス・カーン、ローリー・ベーカーなどの作品にも見ることができる。  

 

  ２０世紀は、都市の居住密度は大きくなり、電力やガスのような

ハイエネルギーに依存したライフスタイルが一般化し、均一な快

適性をもたらしたが、一方で、エネルギー消費を急増させ、環境

負荷を増大させ、地球の持続可能性を危うくすることも明らかにな

ってきた。 パッシブデザインは、一般に地域に賦与された太陽や

自然風、気温の変動などを建築的な手法によって活用する設計

技術とされる。本研究では、気候の高度な分析や建物の熱性能

を予測するシミュレーションによって、インドにおけるパッシブデザ

イン・ローエネルギーデザインの戦略を立てることを目的とする。

パッシブデザインを構成する建築部位の組み合わせを考え、その

体系的なシミュレーションによって、地域の人々のニーズに対応

する建築の特徴を明らかにし、環境と共生する建築の設計方法を

確立することである。 

  研究の流れを図−１に示す。自然的環境、建築、人々のライフ

スタイルの相互の応答に基づくアフォーダンスの概念を明確にし

た。そのうえで、研究方法として、第１に、インドを５つの気候区に

分け、パッシブ気候図を作成し、それぞれの特徴を明らかにした。

第２に、それぞれの気候区の特徴を分析し、有効なパッシブデザ

イン手法を分類整理した。インドの伝統的な建築、近代の建築に

ついて現地調査を行い、気候やライフスタイルとの関連を調べた。

インドの多くの地域ではパッシブクーリングが必要であり、一部の

寒冷な地域でパッシブ暖房が必要である。双方を必要とする地域

もある。第３に、デリー地域を対象にして、建築のパッシブ構成要

素を整理し、それらの組み合わせを作成して、コンピュータを用い

て体系的な熱性能シミュレーションを行った。最後に、このような

一連の作業の結果をまとめて、地域に適合したパッシブデザイン

手法を示した。さらに、本論文で提案した方法論が、どの地域で

も有効であることを示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図−１：研究の流れ, ステップーバイーステップの方法とフレームワ

ーク。 

2. 気候の分析 

  ５つの気候区は、デリー地域（コンポジット）、ジャイプール地域

（高温乾燥）、ムンバイ地域（高温多湿）、シロン地域（寒冷曇天）、

インパール高知地域（冷涼高湿）である。それぞれの地域でパッ

シブ気候図４種（気温、相対湿度、日射量、風向・風速）を、開発

者（小玉祐一郎、武政孝治）の協力を得て、作成した。この図の

起源は、Ｖ．オルゲーが著書「Design with Climate」にあるが、標

準気象年の１年間の時刻別データをコンピュータ処理し、等高線

で表したものである。 地域の特徴をよく表している。その一例とし

て、デリーとムンバイのパッシブ気候図（外気温）を図−２に示す。

縦軸を時間、横軸を月として、気温の年間変動特性が示されてい

る。この図からも２地域の気温変動の違いが明確に読み取れる。

デリーの冬、夏の日較差（気温変動幅）大きい（８－１４℃）が、ム

ンバイの夏の日較差は小さい（４－７度）。デリーでは、蓄熱の効

果が期待できるが、ムンバイの夏では多くを期待できないなど、地

域のパッシブデザインのポテンシャルが読み取れる。 
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a）。デリーの年間温度（℃） b)。 ムンバイの年間温度（℃) 

図−２：パッシブ気候図。 

 

3. デリーにおけるパッシブデザイン技法のパラメトリックスタディ 

 

表-1．シミュレーションモジュールデータ 

（組み合わせためのパッシブデザインの技法） 

要素 技法 パラメーター 

壁 
蓄熱  (基本 ,230mm 

レンガ) 

材料:コンクリート,レンガ,木材 

サイ:400mm,230mm, 115mm 

ドア、窓 
換気 

 

フ レ ッ ク ス ベ ン ト : 

18°C≤AT≤30°C 

夜換気 

通風換気(基本) 

断熱材 

断熱材 

(外面) (基本, 断熱

材無し) 

タイプ: 全てのエンベロープ

（床、屋根、壁）, 屋根, 無 

サイズ:100mm, 25mm, 0.0mm 

南向き窓ガラス 
窓ガラス (基本, 1つ

の窓ガラス、30-40%) 

タイプ: ローＥ二重ガラス, 三

重ガラス, 1つの窓ガラス 

サイズ: 70%, 30%, 10%. 

庇 
シェーディング(基本, 

0.6m) 

タイプ: 水平や垂直 

サイズ: 2m, 0.6m, 0.0m 

サイト/ 地域  換気、シェーディング ハベリ・中庭家タイプ 

サイズ・模型 組み合わせた体積 10m x 6m x 3.5m 

方向付け 冬に熱利得 東-西 

フロア 蓄熱 200mm コンクリート 

屋根 蓄熱 200mm コンクリート 

窓(東と西) 窓ガラス サイズ: 1m x 0.4m 

北向き窓 窓ガラス サイズ: 2m x 2.4m 

使用時間 夜 (住宅) 18～8時使用 

熱源 

(設備) 

4人 400kcal/hour 

冷蔵庫 130kcal/h (24 hours) 

レンジ（4時間/日） 1848kcal/h  

 

  建築のパッシブデザイン性能は、建物を構成する多数の建築

要素の組み合わせによって決まる。ここでは、初めに、表-1 に示

す建物モデルを設定し、これを構成する構成要素を体系的に変

化させてその影響を検討した。それぞれの要素をM，S，V, G, I と

し、それぞれの強度（グレード）を１、２，３とすると、それらの組み

合わせは図−3のようなマトリックスで示される。要素として取り上げ

たものは、蓄熱部位（Ｍ）、通風換気（Ｖ）、ひよけ（Ｓ），窓面積

（Ｇ），断熱（Ｉ）の５つである。検討対象とした気象区分地域はデリ

ー地域である。使用したシミュレーションツールは Solar Designer 

Ver. 6.0 である。建物のパッシブデザイン性能は、１）室温変動と

２）暖房負荷・冷房負荷の二つの基本的な指標を用いて表す。 

 

図−３：シミュレーションのコンビネーションマトリックスとパッシブ

技法組み合わせの選択。 

 

3.1.  温度によるパッシブデザイン効果の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図−４: 壁に使われた蓄熱部位の材料の影響:１月の典型的な３

日間における室温変動。 

 

  デリー地域は、前述したように、冬も夏も気温変動の大きな地

域である。このような地域では、建物の熱容量が蓄熱部位として

機能し、室内の温度変動を緩和する効果が得られやすい。冬は

日中得られた日射熱を蓄熱し、夜間に暖房効果を得る方法や、

夏に夜間換気をして冷気を室内に取り入れ、蓄冷して翌日に冷

房効果を得る方法などがこれにあたる。この地域のバナキュラー

建築や近代以後の多くの建築には煉瓦造・コンクリートが多いが、

経験的に知られた蓄熱効果が建物に反映していると考えることが

できる。 

 

  検討結果の一例を図−4,５に示す。壁に使われた蓄熱部位の

材料の違いによる室温変動への影響を示したものである。図−4

では１月の典型的な３日間における自然室温変動を示しているが、

熱容量の小さい木材の場合に、室温の変動が大きいことが知ら

れる。興味深いのは煉瓦とコンクリートの違いである。熱容量はコ

ンクリートの方が大きいが、この図では煉瓦の方が大きな室温安

定効果を示している。壁に断熱材が使用されていないこの建物モ
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デルでは、コンクリートよりも大きい穴あき煉瓦の断熱性の影響も

現れていると考えられる。図−５は,５月の典型的な３日間における

自然室温変動を示している。このモデルでは夜間換気を行って

いるので,材料の熱容量の蓄冷効果の違いが顕著に示されている。

コンクリートや煉瓦では日中の室温が外気温よりも５℃ほど低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図−5: 壁に使われた蓄熱部位の材料の影響: 5月の典型的な３

日間における室温変動。 

 

3.2. 暖房負荷・冷房負荷によるパッシブデザイン効果の評価 

 

    図−6a、6b に、壁に使われた蓄熱部位の材料の違いによる

年間の暖冷房負荷と月別の暖冷房負荷への影響を検討した例を

示す。年間暖房負荷をみると、熱容量の小さい木材壁のモデル

が最も大きい。最も尐ないのが煉瓦で、最も熱容量の大きいコン

クリート壁のモデルよりも小さい。この違いは、穴あき煉瓦の断熱

性の影響によるものと考えられる。壁に断熱材が使用されていな

いこの建物モデルでは煉瓦の保温効果が暖房負荷を減らす要

因となっていると考えられるのである。デリー地区では、一般に冷

房負荷が暖房負荷よりも大きな地域であるが、冷房負荷を比較す

ると、暖房負荷ほどの差は見られない。この理由は、この建物モ

デルでは日よけの工夫がされていないためと考えられる。ちなみ

に、日よけを加えると、冷房負荷は大幅に減尐し、蓄冷効果の差

も顕著になる。また、方位別に工夫された日よけ装置の効果もそ

の形状や大きさによって大きな差が生ずることも知られた。また、

一般的に暖房負荷は、日射熱の取得の有無によっても影響を受

けるとされるが、このモデルには比較的窓面積の小さい集熱窓が

設定されているため、この効果は顕著に表れていない。また、単

純に集熱窓面積を大きくしても、ガラスの断熱性が小さければ、

窓からの熱損失も増えるので、地域の気候によって窓の熱収支を

考えることも重要になる。デリー地域のバナキュラー建築では、煉

瓦造が一般的であるが、断熱は用いられない。 また、大きな面

積の窓も設けられない。これからのデリー地域のパッシブデザイ

ンでは、断熱強化したうえで、冬の集熱や夏の日よけの工夫が求

められる。 

 

図−6a:壁材料の違いによる

年間の暖冷房負荷。 

 

図−6b: 壁材料の違いによる月別

の暖冷房負荷。 

 

3.3. パッシブデザイン技法の組み合わせ効果 

 

  図−７a、７b に、デリー地域おけるパッシブデザインを構成する

パッシブデザイン要素・技法のより良い組み合わせが年間暖冷房

負荷に与える影響を検討した結果の一例を示す。ここで使用した

建物モデルは、構成する個別要素のグレードを高く設定したうえ

で、個別要素のグレードの違いを検討している。図−７a は、蓄熱

部位のグレードの違いを検討した結果である。グレードアップした

建物では、暖房負荷が生じていないことがわかる。また、冷房負

荷をみると、蓄熱部位にコンクリートを使用した場合、そのグレー

ドを高く設定すると、低い設定のものよりも、４０％も減尐すること

がわかる。参考までに、煉瓦の高いグレードのものを検討すると、

コンクリートよりもやや冷房負荷が大きいことがわかる。図−７ｂでは、

断熱のグレードの違いを検討した結果である。高い蓄熱グレード

の建物モデルであるが、断熱のグレードを低くした場合には、グレ

ードの高い場合に比べて冷房負荷が >８０％も増加している。ま

た、暖房負荷も生じており、暖冷房負荷は２倍以上に増加するこ

とがわかる。 

 

図-7a: 蓄熱部位のグレードの

効果。 

 

図-7b:断熱のグレードの効果。 

 

4. デリーにおけるパッシブデザイン技法の相乗効果・相殺効果 

 

  多くの建築要素から構成されるパッシブデザインは、相互に相

乗効果をもたらしたり、相殺効果をもたらしたりする要素が混在す

る場合がある。このことはパッシブデザインをするうえで知ってお

かなければならないことで、できるだけ相乗効果が生ずるようにし

なければならない。デリー地区のように暖房と冷房の双方が必要

な地域では、暖房性能と冷房性能の間で相殺効果が生じやすい。

図−８a では、蓄熱部位の厚さを増してグレードアップするほど、月
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別の暖房負荷も冷房負荷も減尐することが示されており、相乗効

果が表れている。一方、図−8b をみると、冷房負荷と暖房負荷が

相殺している効果がみられる。同様の相殺効果は断熱材のグレ

ードアップがもたらす暖房性能の向上と冷房性能の低下という予

測結果にも見ることができる。 

 

 

 

 

 

 

図-8a: 蓄熱部位厚さの増加に伴う

月別暖冷房負荷の相乗効果。 

 

図-8b:窓ガラスの大きさに

伴う年間暖冷房負荷の相

殺効果。 

 

5. デリーにおける室内の快適性の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9a: 平均放射温度（ＭＲＴ）

と不快感指数（DI）の変動（５

月）。 

図-9b:平均放射温度（ＭＲＴ）

と不快感指数（DI）の変動（１

月）。 

 

  室温は室内の快適性を示す指標の一つであるが、蓄熱効果を

重視するパッシブデザインでは、壁や床、天井の表面温度の影

響も受ける。図−９は、それらの表面温度の効果を加味した平均

放射温度（ＭＲＴ）の変動を検討した結果の一例である。また冷房

を用いない場合には相対湿度の影響も大きいので、これを加味し

た不快指数（ＤＩ）を算出して、あわせて検討している。（用いたシミ

ュレーションツールでは各部位の表面温度や部材内部の温度も

計算されるので、さまざまな検討が可能である）。 図−９a は，蒸し

暑い５月の典型的な３日間における自然室温とＭＲＴの変動の予

測結果を示したものである。周辺の表面温度の影響を受けて、Ｍ

ＲＴの方が室温よりも低く推移することがわかる。参考までに床表

面温度をさらに下げた場合の効果も示されている。夜間換気によ

る蓄冷の効果は顕著にみられるが、ＤＩはやや高く、風を取り入れ

たり、ファンを使用したりすることが必要であると考えられる。    

図−９ｂは１月の予測結果である。暖房が使用されなくとも、ほぼ快

適な室内環境が維持されていることがわかる。 

6. 結論と今後の課題 

 

  デリー地域における気候のもとでは、どのようなパッシブデザイ

ンの技法が有効であるのか、コンピュータを用いた体系的なシミュ

レーション結果から明らかにした。パッシブデザインの性能は、地

域の気候特性に大きく影響され、また、通風や夜間換気を積極的

に行うライフスタイルにも影響されることを示した。 適切なパッシ

ブデザインは、自然環境と建築とライフスタイルの相互の関係から、

見出されるものであり、アフォーダンスの概念が地域に適合した

パッシブデザインの開発ために有効であることが確認された。そ

れらの関係はバナキュラーな建築と共通することであり、そこに見

られる経験的な知識の蓄積は、今後のパッシブデザインに対して

多くの教訓を与えていることが現地調査で明らかにされた。インド

の５地域のパッシブ気候図を作成し、その地域でのパッシブデザ

インの方向を見定めるために有効であることを確認した。シミュレ

ーションによる体系的なパラメトリックスタディの結果から、デリー

地域に求められるパッシブデザインの基本となる原則・方針を導

いた。パッシブデザイン技法を構成する要素は、現地調査や気候

の分析をもとに設定されたが、本論文で取り上げた要素の組み合

わせ以外にも多岐にわたる相乗効果・相殺効果が予想され、その

詳細な検討は今後の課題である。また、乾燥期における蒸発冷

却を利用するパッシブデザイン技法などの検討も今後の課題とし

て残された。最後に、本論文で試みた一連の作業から地域の適

切なパッシブデザインを見出す方法は、デリー地域だけではなく

他の地域でも有効であることを示した。インドの全域でこのような

作業を行い、それぞれの地域でアフォーダンスをベースにしたパ

ッシブデザインの原則を確立することが今後の課題である。 
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1. Research Objectives and Background 

  Comfort in the building is afforded through the response of the 

human socio-cultural lifestyle and climate characteristics of a 

region. In this paper, the concept of affordance is applied to 

develop the idea of comfort in the living environment through the 

mutual response of the natural environment, architecture, and 

people's lifestyle. And, architecture design techniques to achieve 

comfort are placed in relation to passive design. While adapting to 

climate characteristics of the region that varies with time and 

people's living styles, architecture of a place provides spaces 

appropriate for each season. Affordance (Gibson, J. 1979), is 

re-interpreted and applied to develop such ideas. Passive design 

takes advantage of the natural changes of the sun, wind, and 

temperature architecturally with low-energy. On the other hand, it 

receives natural benefits and also connotes a sense of enjoyment. 

As a research result, the objective is to reduce high-energy 

consumption, such as: electricity and gas required for heating and 

cooling, and reduce environmental impact. Taking advantage of 

climate characteristics and the idea to enrich life can also be seen 

in the works of Le Corbusier, Louis I. Kahn, and Laurie Baker in 

India.  

  In the 20th century, urban residential density increases and 

lifestyle that depends on high energy, such as: electricity and gas 

are common, and it resulted in uniform comfort. On the other hand, 

this rapidly increasing energy consumption increase environmental 

impact and it became clear that it will exacerbate the earth's 

sustainability. Passive design method generally takes advantage of 

the natural wind, sun, and temperature changes that the region is 

endowed with through architectural ingenuity. In this research, the 

objective is to develop a strategy of low-energy passive design in 

India through the analysis of Advanced Passive Climate Charts and 

simulations to predict the building's thermal performance. Through 

systematic simulations on combinations of architecture techniques 

that make up passive design, architecture characteristics that 

respond to the needs of local people were shown to establish 

building design method symbiosis with the environment.  

  The flow of research activities is shown in Figure 1. The 

concept of affordance base on the mutual response of the natural 

environment, architecture, and lifestyle is highlighted. As a 

research method, 5 climate zones of India were first selected, 

passive climate charts developed, and its characteristics 

highlighted. Second, characteristics of passive climate charts were 

analyzed, and effective passive design techniques parameters were 

classified and organized. Site survey of traditional architecture and 

modern architecture was done and the relationship between climate, 

architecture, and lifestyles were analyzed. Passive cooling is 

necessary in many regions of India, and some cold regions require 

passive heating. There are also regions that require both. Third, 

with Delhi as the subject, passive design parameters were 

categorized and its combinations were created and subjected to 

systematic thermal performance simulations in computer. Finally, 

by summarizing the results of such a series of operations or 

research activities, it shows passive design techniques adapted to 

the region. Furthermore, it was shown that the methodology that is 

proposed in this paper could be effectively adapted in any region. 

 

Figure-1: Research flow, and step-by-step methodology and framework. 

2. Climate Analysis 

  The 5 climate zones are: Delhi (composite), Jaipur (hot-dry), 

Mumbai (hot-humid), Shillong (cold-cloudy), and Imphal highland 

region(cool-humid). Passive climate charts for 4 parameters: air 

temperature, relative humidity, solar radiation, wind direction and 

wind speed in each region were created with the cooperation of 

developers (Kodama Yuichiro, Takemasa Koji). Based on V. 

Olgyay's book “Design with Climate”, this "Advanced Passive 
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Climate Charts" is a time specific data for a typical meteorological 

year represented in contour lines generated by computer processing. 

It represents the regions climate characteristics well. As an 

example, passive climate charts for Mumbai and Delhi's outdoor 

air temperature are shown in Figure 2. 1 year's temperature trends 

are shown with hours on the vertical axis and months on the 

horizontal axis. The 2 areas temperature variations can be read 

clearly from the 2 figures. In Delhi, winter and summer 

temperature fluctuation range is large (8-14°C), and summer days 

in Mumbai is small (4-7°C). In Delhi, the effectiveness of thermal 

mass storage can be expected, but not in the summer of Mumbai, 

and the potentials of passive design of the areas can be read. 

 

 

a). Annual Temp (°C), Delhi b). Annual Temp (°C),Mumbai 

Figure-2: Passive climate charts. 

3. Parametric Study of Passive Design Techniques in Delhi 

Table-1. Simulation Module Data 

(Passive Design Techniques for Combinations) 

Elements Techniques Parameters 

Walls 
Thermal mass  

(normal, 230 brick) 

Material: concrete, brick, wood 

Sizes: 400mm,230mm,115mm. 

100mm Doors, 

windows  
Ventilations 

Flex Vent: 18°C≤AT≤30°C 

Night-ventilation 

Normal Vent (normal) 

Insulations 

External insulation 

(normal, no 

insulations) 

insulation/brick bats) 

Types: all-envelopes (floor, 

roof, walls), roof, no insulation 

Sizes: 100mm, 25mm, 0.0mm 

Eaves 
Shading Types: horizontal, vertical 

(normal, 0.6m) Sizes: 2m, 0.6m, 0.0m 

South Window 
Glazing (normal, 

single glaze 30-40%) 

Types: double glass low-E, 

triple glazing, single glazing. 

Sizes: 70%, 30%, 10%. 

Site/ Location  Ventilation, shading Courtyard house type 

Size (Model) Combined volume 10m x 6m x 3.5m 

Orientation Heat gain in winter East-west 

Floor Thermal mass  

 

200 RCC, earthen 

Roof Thermal mass  

 

200mm concrete 

Window(E&W) Glazing Fix Size: 1m x 0.4m 

North window Glazing Fix Size: 2m x 2.4m 

Occupancy Night residence 18:00-08:00 hours 

Heat Sources 

(Equipments) 

4 Occupants 400kcal/hour 

Refrigerator 130kcal/h (24 hours) 

Oven (4hrs/day) 1848kcal/h  

  Passive design performance of the architecture is determined by 

the combination of a large number of architectural elements that 

make up the building. Here, the building module was first set, as 

shown in Table-1. The elements were systematically varied and its 

effects analyzed. Each elements: M, S, V, G, I for various grades, 1, 

2, 3 respectively and their combinations are shown in combination 

matrix in Figure 3. The 5 components selected are thermal 

mass(M), ventilation(V), shading(S), window glazing(G), and 

insulation(I). Climate zone considered is Delhi. Simulation tools 

used was Solar Designer Ver 6.0. Passive design performance of 

the building is expressed with 2 main indicators: 1). Room 

temperature fluctuation, 2). Heating and cooling loads.  

 

Fig-3: Simulation combination matrix & selection of passive techniques. 

3.1. Analysis of Passive Design Effects with Temperature  

 

Figure-4: Room temperature fluctuation on 3 typical days of January due 

to the effects of thermal mass materials used on the walls. 

   As mentioned, winter and summer in Delhi area has large 

temperature fluctuation ranges. In these areas, the building mass 

acts as thermal storage and the effect of stabilizing the room 

temperature fluctuations can be easily achieved. In winter it is a 

heat storage for the diurnal solar radiation gain as a method for 

heating at night. In summer, the night's coolness is collected to 

indoors with night-ventilation. It is a method of collecting coolness 

effect for the next day by acting as a cool storage. There are many 

vernacular or modern architecture made in bricks and concrete in 

the region, and through findings the effect of thermal mass storage 

can be consider to reflect the building's thermal performance. 

  An example of the study results, Fig-4 & 5 shows the effects on 

the room temperature fluctuations due to the difference of thermal 

mass wall materials. Fig-4 shows the natural ambient temperature 

variations of 3 typical days in January. In the case of small thermal 

mass wood, the room temperature fluctuation is large. The thermal 
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mass capacity of concrete is larger, but the figure shows that brick 

has better room stabilizing effect. Insulating material is not used in 

the walls of the building module, and the effect shows thermal 

insulation of bricks with large perforation is better than concrete. 

Fig-5 shows the natural room temperature fluctuation for 3 typical 

days of May. Since the module is under night-ventilation, the 

effects of materials cool storage for different thermal mass 

capacities are shown remarkably. Daytime room temperature in 

concrete and brick model is >5°C lower than outside temperature. 

 

Fig-5: Room temperature fluctuation on 3 typical days of May due to the 

effects of thermal mass materials used on the wall. 

3.2. Analysis of Passive Design Effects with Heating and 

Cooling Loads 

  Fig-6a & 6b shows an example of the effects on the annual and 

monthly heating and cooling load due to different thermal mass 

wall materials. Looking at the annual heating load, wood wall with 

small thermal mass shows the largest. The minimum cooling load 

is bricks, and its smaller than concrete with the highest thermal 

mass capacity. This difference is due to the insulation effects of 

perforated bricks. In building module where insulating materials 

are not used on the wall, the thermal effect of the bricks reduces 

the heating load. In Delhi, generally cooling load is a major 

concern more than the heating load. If compared with the cooling 

load, no higher offset by heating load is seen. The reason is also 

due to the absence of awnings adaptive to each seasons in the 

building module. With the addition of awnings, the cooling load 

could be reduced, and the difference between the cool storage 

effect can be shown. The size and shape of the awning device for 

each orientation also effects. In general, heating load is affected by 

the absence or presence of solar heat gain. Since a small heat 

collection window area is set in this module, this effect does not 

appear significantly. Even if the heat collection window area is 

simply increased, the heat loss from the window also increases if 

the thermal insulation properties of glass is low, and it is important 

to consider the heat balance of the window base on the region's 

climate. In the vernacular architecture of Delhi region, brick is 

generally used, but insulation is not. Large windows are also not 

provided. It can be concluded that the future of passive design in 

Delhi region could benefit much by strengthening insulations, 

winter heat collection, and the ingenuity of shades in summer. 

 

 

Fig-6a: Annual heating and 

cooling load due to the 

difference in wall materials. 

Fig-6b: Effects on monthly heating and 

cooling load due to the difference in wall 

materials. 

3.3. Passive Design Techniques Combinations and its Effects 

  Fig-7a & 7b shows an example of the result of the effects on the 

annual heating and cooling load due to optimal combinations of 

passive design techniques in Delhi. In this building module, high 

grades of passive techniques were set and the difference in the 

grades of the individual technique is studied. Fig-7a is a result of 

different grades of thermal mass. In the upgraded module, it is 

understood that heating load is not generated. Looking at the 

cooling load, if you use concrete thermal mass with higher grade 

settings in the module, it shows about 40% decrease from the 

lower grade simulation module. As a reference, the cooling load 

for high grade brick is larger than concrete. Fig-7b shows the result 

of analysis on the differences in the thermal insulations. Even with 

high thermal mass grade, low grade insulation shows the cooling 

load is increased by >80% from high grade. And total heating and 

cooling load has more than doubled. 

Fig-7a:  Effect of different grades 

of thermal mass heat storage. 

 

Fig-7b:  Effect of different grades 

of insulations. 

4. Synergy or Offsets of Passive Design Techniques in Delhi 

  Passive design consists of a number of architectural elements, 

and there are cases with mutually synergistic effects, and there are 

elements that can lead to offset effects. It is necessary to know 

these effects in passive design, and to produce synergistic effects 

as much as possible is essential. In regions like Delhi where both 

heating and cooling are necessary, offset effect is likely to occur 

between heating and cooling. In Fig-8a, increase in the thickness of 

thermal mass storage decrease the monthly heating and cooling 
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load and shows synergy effects. In Fig-8b, heating load(H) and 

cooling load(C) shows an offset effect. Similar offset effects can 

also be seen in the prediction results due to the upgrade of 

insulation materials that improve performance and reduce heating 

and cooling loads. 

 

Fig-8a: Synergy effect of monthly heating 

and cooling load due to increase in 

thickness of the thermal mass. 

 

Fig-8b: Offsets of annual 

heating and cooling load due 

to window glass sizes. 

5. Analysis of Indoor Comfort in Delhi 

 

 

Fig-9a: Temp (MRT) and Discomfort 

Index (DI) fluctuation. (May). 

Fig-9b: Temp (MRT) & Discomfort 

Index (DI) fluctuation. (January). 

  Although the room ambient temperature is one of the main 

indicators of indoor comfort, in passive design that emphasize the 

thermal mass storage effects, it is effected by the surface 

temperature of the walls, floors, and ceiling. Fig-9 is an example of 

the results of examining the fluctuations of the mean radiant 

temperature (MRT) that consider the effects of surface 

temperatures. And, since the influence of relative humidity is also 

large in this case without auxiliary cooling, relative humidity is 

also considered, in conjunction, with the discomfort index (DI). 

(Since the simulation tool used also calculates the temperature of 

the inner surface temperature, studies are possible for each 

element). Fig-9a shows the prediction results of the natural room 

temperature and MRT variations on 3 typical days of hot May. 

Under the effects of the surrounding surface temperatures, it is 

understood that MRT can be lower below the room ambient 

temperature. As a reference, the effect of the case of further 

lowering the floor surface temperature is also shown. The effect of 

coolness storage with night-ventilation is remarkably seen. If DI is 

slightly higher, introduction of air flow and the use of fans is 

necessary. Fig-9b is a prediction result of January. It shows that 

comfortable indoor environment is maintained without the use of 

auxiliary heating. 

6. Conclusions and Future Challenges 

  In Delhi climate zone, effective passive design techniques are 

revealed from the systematic simulation results using computer. 

The performance of passive design is influence by the climatic 

characteristics of the region, and responsive lifestyles of 

performing normal ventilations and night-ventilations positively 

influenced. Since appropriate passive design has mutual 

relationship with the natural environment, architecture and lifestyle, 

it confirms the applicability of local affordances complementarity 

concept in the development of passive design adapted to a region. 

These relationships are also common in vernacular architecture, 

and accumulation of empirical knowledge that can be seen here 

had been revealed in field surveys that gave a lot of lessons for the 

future of passive design. The passive climate charts of the 5 

regions of India created were confirmed to be effective in 

discerning the direction of passive design in the region. The results 

of the systematic parametric study by simulation led to the 

principles underlying passive design required for Delhi region. In 

addition to some elements that make up passive design techniques, 

evaporative cooling in dry seasons that had been selected on the 

basis of the analysis of the field survey and climate are also 

expected to have synergy or non synergetic effects and it remains a 

limitation and detail studies are future challenges. Finally, the 

method for finding the appropriate passive design of a region from 

the series of work attempted in this paper showed that it is 

effective in Delhi and other regions. The future challenge is to 

carry out such work across India and establish passive design 

principles base on affordances. 
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