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「寒冷地住宅」という差別

一 日本の木造住宅における，省エネ・快適化の経緯と今後の方向性について一

鎌 田 紀 彦

（室蘭l工業大学教授）

北海道から始まった高断熱住宅は， 日本の住宅に大きな影響を及ぼしてきた。 しかし，その普及は遅く，日本

の住宅におけるエネルギー消費は，増え続けている。そして，住宅の室内環境は，住宅の性能が不十分なため低

いレベルにとどまっている。高断熱住宅の技術開発の経緯を振り返り，整理した上で，これからの日本の住宅が

向かうべき方向と具体的な方策について考察する。

キーワード ：1）寒冷地住宅， 2）高断熱住宅， 3）通気層工法， 4）気流止め， 5）夏型結露， 6）暖房エネルギー， 7）省エネ

ルギ一政策， 8）省エネルギー

THE DEVELOPMENT OF LOW -ENERGY AND COMFORTABLE WOODEN HOUSES IN JAPAN 

Norihiko KA恥1ATA

The low energy houses that were built first in Hokkaido, have had important effect to wooden houses in Japan. But, the 

energy consumption in Japanese houses is increasing now and the people do not feel comfortable in the houses. Looking 

over clearly the process of the development of technique in low energy houses, I study the plan for accelerating the 

improvement of Japanese wooden houses 

1 はじめに

日本でもっとも寒冷な地域である北海道では，住宅

において，その厳しい気候条件を克服するべく，この

30数年の聞に，大きな変革が起こった。それは，高断

熱 ・高気密住宅と呼ばれるものであり，その中での生

活の大きな変化である。石油枯渇が叫ばれた第 1次オ

イルショックから近年の地球温暖化問題を背景とする

第 3次オイルショックという社会的な背景が作用して

きたことは言うまでもないが，省エネのみならず快適

化とい う効用があったことが，この大きな変革を推進

してきたといえよう 。住宅内環境の快適化は，人々を

長い冬の寒さから解放し，住宅のプランニングを大き

く変えた。 さらには，高齢化社会における健康維持に

も大きな寄与をもたらし始めている。また，住宅の耐

久性の問題にも変化を与え，百年住宅が現実のものと

して語られるようになった。

私たちは，こうした住宅の変化が，日本全体に大き

な影響を及ぼすことを期待し，それは現実に進行し始

めている。 しかし，こうした大きな変革の波を，北海

道，東北に特有な「寒冷地住宅」の問題としてとらえ，

温暖地の住宅について，これまでの論理を変えようと

しない人たちも多い。行政，研究者，設計者，住宅供

給者が，「寒冷地住宅」として差別することで，変化を

受け止めようとしないことは 住宅に住む日本国民に

大きな不利益をもたらし 地球温暖化防止に取り組む

方策を失うことになる。

このことは，サスティナフマル社会構築の，もっとも

基本的な住宅の構築を遠のかせてしまう。本論文では，

北海道とい う特殊な条件下で起こった住宅構法の変化

を振り返り，それが温暖地に取り込まれるべき必然性

について述べながら，今後の日本の住宅構法が向かう

べき方向について述べてみたい。

2 北海道における寒冷地住宅技術の変遷と問題

北海道の住宅は，確かにその厳しい寒さ故に特殊な

変遷をたどってきた。 日本の伝統的な土塗り壁は，明

治の早い時期に西洋建築の板張り壁に変わり ，「すがも

れ」の問題から雨樋は姿を消し，雨戸もなくなった。

薪や石炭によるストーブ暖房が始まった。同時にス ト

ーブを中心とする生活から 住宅の平面計画も変わっ
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た。戦後，モルタル壁やアルミサッシ，パスユニット，

サイデイング壁の導入など全国に先駆けて生じた工

法 ・材料の変化もまた，寒さがもたらした現象であろ

フ。

ここで重要なことは，寒さを防ぐために新しいもの

は何でも取り入れるという，進取の気運が非常に強い

社会になっていたと言うことである。ストーブ暖房に

よる住空間を寒さから守るため，籾殻や，石炭殻によ

る断熱も試みられたことが文献にはあるが，昭和 40

年代に入り，工業製品としての断熱材が日本で初めて

取り入れられ始めた。それまでのブロック住宅一辺倒

から転換し， 50mmグラスウーノレ断熱 （以下 GW と

表記する。グラスウールやロックウーノレなどの無機繊

維系断熱材を指す。）の木造住宅への金融公庫融資が始

まったのは昭和 40年代中頃のことである。そして，

当時の日本の高度成長のおかげで，石油温水ボイラー

によるセントラルヒーテイング住宅が新築住宅の 10

数%を占めるようにもなった。その状況の中で，昭和

48年のオイノレショックは，北海道の住宅に極めて大き

な変化と，問題を引き起こした。壁 lOOmm，床天井

200mmという大量の断熱材を詰める住宅が，自然発

生的に始まり，その結果かどうかは未だに不明である

が，極めて急激な床廻りの木材腐朽が発生（写真 2-1)'

また，それまでの 3倍もの断熱材を施工しながら，寒

さの解消や省エネルギー効果がほとんど得られなかっ

たのである。

学会や業界の一部では，北欧の外壁工法からヒント

を得て，通気層構法が提案され普及し始めた。しかし，

その工法は防風層がなかったため，行政の研究機関で

ある道立寒地建築研究所は，通気層から入る冷たい外

気が断熱材の性能を損なうことから通気層工法を採用

すべきではないという反対の立場をとり ，業界は混乱

した。一方学会を中心に欧米の北方圏諸国の住宅のよ

うに，省エネで快適な住宅を作ろうと寒地住宅研究委

員会が設置され実験住宅の建設が始まったが，その中

で，在来木造住宅では， GW 断熱で十分な性能が得ら

れないと言うことも起こった。

写真 2ー 1 築 10年での急激な木材腐朽 （室蘭市）
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3 高断熱工法の開発

3-1通気層と気流止め

木材防腐のため通気層構法を採用すべきか否か，断

熱材が効いていないことにどう対処すべきかについて，

当時，大きな社会的混乱が起こった。今から考えると，

環境工学の熱 ・湿気分野の理論と実際の事離が大きな

問題になった初めてのケースではなし、かと思う。私た

ちは，この問題を構法計画の問題としてとらえ，理論

より実験に重点を置き研究を始めた。結果は，防風層

として透湿防水シートを採用した通気層構法と全ての

壁に気流止めを設置することが必要であることが判明

した。

図 3-1は，壁に GW50mmが施工された状況を示

す。在来木造は，軸組工法で，床は土台や胴差しに根

太を乗せかけ，天井は里子縁を梁から吊し，壁上部の横

に留め付ける。このため壁内の空洞は床下，天井裏に

開放された状況になる。こうした構成は，戦後合板や

石膏ボードなどの面材が普及し，間柱工法になって始

まった。戦前までは，貰と木舞による土壁工法であり

こうした空洞はなかった。また欧米の枠組壁工法では，

この空洞の上下は枠材で密閉されていることに留意さ

れたい。この空洞部に，昭和 40年代後半から，欧米

から導入された GWなどの断熱材が充填され始めた。

ポータフソレ灯油ストーブが普及しており住宅を暖房す

るようになった時期である。室内を暖房すると，壁内

の空洞部の空気も暖められ上昇気流となる。それによ

り，壁内には床下の冷たい空気が吸い上げられ，同時

に室内の暖かい湿った空気が吸い込まれていく 。こう

して大量の水蒸気が壁内や天井裏に流入し，外気温が

低いときは結露する。小屋裏換気量をいくら増やして

も小屋裏結露は止まらず，また北面の外壁では，壁内

結露は蓄積していく 。この状況では，冷気流が断熱材

の内側を流れることによって，断熱材はほとんど効か

ないことになる。また，気流によって隙聞から室内の

〆~－一一…

図 3 1 外壁の断熱欠陥
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空気が吸い込まれるため，防湿層や，室内の壁仕上げ

材の透湿防水抵抗には関係なく水蒸気が流入する。

GWは，この図のように外壁材側まで押し込むのでは

なく，室内側の石膏ボードなどに密着させて施工する

ことがマニュアルには書かれているが，在来木造では

室内側に横に胴縁を施工するためほとんどの住宅で，

図のような施工が行われてきた。また，この結露によ

り蓄積された水分は，その後，速やかに乾けばよいが，

春～夏には，北側の壁では日射もなく，また気流が生

じるための温度差もなくなるため，乾燥が遅く，木材

の腐朽が進行することとなる。

図 3-2は，透湿防水シートを用いた通気層工法を施

工した壁である。 GWlOOmmで示すが，この場合壁内

結露は生じなくなる。ただし これで構造用面材を施

工すると結露が生じる。また気流止めがないため， GW

の中や，内側の隙聞に冷気流が生じ，断熱性能は低下

する。図 3-3，図 3-4は，気流止めを施工した壁で

ある。気流止めの工法は，色々考えられるが 3 図 3-3

〆三乏…一一

図 3-2 通気層工法の外壁

シート抑さえ集線コk受！す材

図 3-3 シー トで気流止めを設置した外壁

では，厚手のポリエチレンシートを用い根太を土台の

上に載せかけず，ポリエチレンシートを先張りし根太

受け材で，シートを隙間無く押さえ根太を支える。壁

上部もポリエチレンシートを，押さえ材で隙間無く固

定する。図 3-4は，根太を土台・大引きに大入れとし，

床下地合板を土台に打ち付け気流止めとする。近年の

剛床工法でも良い。上部は天井の位置で柱聞に気流止

め部材を横に渡す工法である。いずれも気流が生じな

いため，室内側の防湿層が効き，壁内に流入する水蒸

気量は激減する。このため，構造用面材を施工しても，

結露は生じない。また断熱材の性能もデータ通りの性

能が発揮される。そして，この間，断熱材の GWは，

16kg/m3の細い繊維でできた弾力性が大きく熱抵抗も

30%程向上した，高性能グラスウーノレへ大きく転換し

た。壁の中への充填性も良くなり ，壁の中でのズリ下

がりなども全く無い，施工性の良い製品に改良された。

3-2在来木造住宅の高断熱工法への改良

図 3-5は在来木造の断熱工法上の欠陥を示す。外壁

と同じように，間仕切り壁でも冷気流が生じ，また一

階の小屋裏は，二階床下と連通する構造のため，小屋

裏換気によって外気が二階床下に流入する。室内側か

らみた全ての隙聞は，部材の継ぎ目に必ずあるが， そ

れは壁などを通じて外気につながる隙間となっている。

このため，在来木造住宅の自然換気量は， 1.5回／hと，

とても多い。外壁の断熱材は，全て大幅な性能低下を

きたし，床 ・天井の断熱材は効いていても，壁との取

り合い部から熱が大量に損失する。昭和 40年代後半

以降の断熱材を施工した日本の住宅は，ほとんど全て

がこうした欠陥を抱えているのである。

この住宅全体に，在来木造の大工の施工工程を考慮、

しながら， 図 3-3，図 3-4の構成を展開することに

よって，これらの欠陥を解消することができる。図 3

図 3-4 木材による気流止めを設置した外壁
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外，Rが高れる

図3 5 在来木造住宅の断熱構法上の欠陥箇所

図3-6 プレカットによる高断熱工法

-3に基づくシー ト気密工法は，約 20年前にマ二ュア

ノレを公表し，国の次世代省エネ基準に取り入れ られた。

図 3-4に基づく構成は，シート気密工法より前に提案

したが，いち早く構造用面材を取り入れた工法であっ

たが，時期尚早，コストも高く普及はしなかったが，

近年，構造用面材が在来木造でも普通に採用され，岡lj

床工法の普及が進み，断熱気密施工が容易であること

から，8年前に再度マニュアル化し，ボー ド気密工法

として提案された。最近の CAD/CAMによるプレカッ

トの普及を考えると，図 3-6のような構成で，プレカ

ットのシステムに導入されれば，一気に在来木造住宅

の高断熱化を進める ことができると考えている。注 1)

こうした工法を採用すれば，断熱材の厚さを必要に

応じて調節することで，住宅の熱損失を調節すること

ができる。しかし，気密性能は調節することができず，

私が代表理事を務める NPO法人新木造住宅技術研究

協議会（略称：新住協）の会員工務店で，相当隙間面積

1.0 cm2/m2以下となっている人達は多い。

3-3 もう一つの高断熱工法（外張り工法）

本州では，高断熱工法として，発泡プラスティック

断熱板を，住宅の援と屋根に外側から連続して張り付

ける外張り工法が普及している。この工法は，私たち

の GW 高断熱工法より数年早く ，メーカ一系の人達に

よって開発された。断熱材の コストが高く，施工手間

は増えるが，施工は容易で，断熱性能上の問題は生じ

なかった。当時は唯一の高断熱工法として，歓迎され

たが，コストの問題から，GW高断熱工法が普及し始

めると北海道ではあまり採用されなくなった。メーカ

ーは，本州｜で断熱材の厚さを半分にして 50mmの外張

り工法を営業展開して現在の状況に至っている。当時，

北海道ではどちらの工法が良いか，相当な議論が行わ

れた。外張り工法は，管理が容易であることが利点で

はあるが，コス ト高の他に，木材の乾燥収縮による外

壁，屋根材の緩み，気密性能の低下，火災時の危険性

などが欠点である。本州ではこのような議論が全くさ

れないことは驚きである。この中で特に火災時の問題

は，現在の建築基準法上には適合するとされているが，

大量の可燃性断熱材を木造住宅に投入するこ とは，大

きな問題であると感じている。2006年の秋田の火災事

例 （写真 3-1）では， 4人が死亡し，隣家が延焼した。
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この家は， 3年前にも全焼して建て替えたばかりであ

った。死亡に至ってしまった原因を外張り断熱材のせ

いばかりにすることはできないようであるが，火災後

半には大きなフラッシュオーバーが生じ，その炎によ

って隣家の鉄板屋根が過熱して野地板から出火すると

いう状況であった。東南海地震等の大地震を控えた日

本では，大きな問題として意識する必要があろう 。

4 G W断熱の夏型結露対策

GW断熱工法は，防湿層が室内側に設置されるため，

夏，室内を冷房すると冬と温度条件が逆転し防湿層で

結露を生じる恐れがある。また，夏期，南や西の外壁

面で，日射によって外壁の温度が上昇すると，外壁を

構成する材料から水分が放出され，これも結露の要因

となる。実際，新築時は，乾燥木材を使用しでも木材

の含水率が高いため，最初の 1年目はかなり結露の危

険性が高い。 しかし，次の年からは，結露量は限定的

国 回
一

図 4-1 室内側を透湿抵抗の低い防湿シートを用いた夏

型結露対策

で，少なくとも東日本では，この結露による被害は殆

ど無い。20年近く経過した GW高断熱住宅を解体し

た調査でも，木材，GWの劣化は全くみられなかった。

夏期の結露の時聞が比較的短時間である ことや，温度

が高いため結露していない時間帯に速やかに乾いてい

ることがその原因ではなし、かと推測している。それで

も，冬に比べて，夏は構法としての安全率が低いとは

いえよう。そこで，室内側の防湿層に透湿抵抗値の低

い材料を使用してみたところ，ほぼ結露は解消された

（図 4-1）。

最近，九州の宮崎で，あるハウスメーカーの住宅で

夏型結露が生じていることから，このシートを標準採

用しているということを聞き，他の住宅での結露の状

況を確認する必要があると感じている。

5 高断熱工法の既存住宅への適用

日本のほとんどの住宅が，断熱材が効かず，小屋裏

や外壁内で結露を生じ木材腐朽が進行しているとすれ

ば，これらの改修は急務の課題である。 日本社会の長

期にわたる経済的な停滞によ って，住宅を建て替える

よりリフォームして使い続けようという傾向が強くな

り，しかもリフォームに割ける予算は少ない。ローコ

ストな断熱改修，そして同時に耐震改修を行えること

が要求されている。

新築の高断熱工法のポイントは，通気層工法と，気

密層を連続させて気流止めを設けることである。これ

を，建物をできるだけ解体しないで改修できればよい。

図 5-1は，そのイメージを示す。全ての外壁，間仕

切り壁と床，天井との取り合い部に気流止めを設置し，

一階下屋の小屋裏と， 二階床下の連通部をふさぐこと

図 5-1 圧縮 GWによる断熱改修工法イメージ

rhu 
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が基本である。壁と天井の取り合い部は，壁材を留め

る釘が内側に突き出しているため，何かを詰めること

が困難である。そこで，弾力性の高い細繊維 GWをポ

リ袋に入れて掃除機で吸引圧縮したものを詰めるとい

う工法を開発した（図 5-2）。

土台廻りの外壁は基本的に，外側から外壁材を必要

な幅で切り取り，土台や柱が腐朽していないことを確

認して，横架材と柱，筋交いとの接合を補強して，こ

の圧縮 GWを詰め，構造用合板でふさぐ。この際の釘

打ちの本数と位置を指定通り行えば，補強が済む方法

も合わせて開発した（図 5-3）。壁上部は，小屋裏か

らの作業または，室内の壁材上部を 10数cm切り取り，

圧縮 GW を詰め化粧材でふさぐという方法をとる。こ

れにより，既存の断熱材の性能が復活する。天井，床

は相当の断熱材を付加するが，床下からの施工が困難

な場合は，基礎断熱による。既存の外壁外面および室

内の床，天井の仕上げ面は，気密層として見なすこと

ができるので，圧縮グラスウールの気流止めが，これ

らの気密層を連続させ，住宅全体の気密性も向上する。

気流止めの設置により，外壁内に侵入する水蒸気量が

激減するため，通常のモルタノレやサイディング外装で，

クロス仕上げの壁ならば，内部結露は押さえられるよ

圧縮 GW

ど：3ておW

~ウ

ぷーがし

図 5-2 圧縮 GVIの製作と施工

CL CL CL 

図5 3 土台廻りの構造用合板釘打ちによる耐震補強

（筋交い金物などの補強金物を使わない）

うである。

この改修で，気密性能は 2.0cm2/m2前後北海道の 2

重窓の住宅で熱損失係数2.0W/m2K前後にはなるよう

である。コストは，工務店が習熟してくれば 100-150

万円程度に抑えられそうである。注 2)

6 夏の暑さへの対応技術

高断熱住宅が南の温暖地にも普及し始めた 10数年

ほど前，冬はとても快適であるが，夏はとても暑くて

闘っているとの情報から，1999年から数年北関東を中

心に実態調査を行った。高断熱住宅は，熱損失係数が

小さいため，容、を閉め切った状態では，窓からの日射

や内部発熱による温度上昇は確かに大きくなる。 しか

し，夏は窓を開け放すのが普通であり，一般住宅とそ

れほどの大差が生じるとは考えていなかった。

調査をしてわかったことは次の通りである。

日中の外出時，窓の構造上の問題から窓を閉め切

り，住宅内が過熱する。

就寝時，寝室が二階にあり，一階の窓を，やはり

構造上の問題から閉め切り通風冷却ができていな

し、。

宅地が，南西や南東向きになっていることが多い

ため，庇が全く効かず，大量の日射熱が流入して

いる。

CL 

基礎断熱住宅では，床下の空気が流動すると，温

度の低い床下地殺によって，一階床面の温度が下

がり体感的に涼しくなる。

暑い熱帯夜では，窓を開放しでも通風効果が得ら

れていない。

等であった。背景として， 日本では，窓の外部日除け

が部材として市販されていないこと，主としてデザイ

ン的な理由から，小窓が引き違い窓から，とり出し窓

に変わり，また，テラス窓から欄間窓が無くなったこ

となどがある。現代の住宅では，霧除け庇と面格子が

ついた多少の雨でも開け放すことができ，防犯も配慮

された窓は殆ど見られなくなっている。そこで，常時

開放できるよう対策を講じた窓を（写真 6-1)，夏の

常時風向で一階風上側と，二階風下側または屋根に設

け，温度差換気と風力換気が効率よく家全体にとれる

構成を試みたところ，夜間の通風換気が起こり，外気

による住宅全体の冷却が確認され，朝から日中にかけ

ては，窓の日射遮蔽を十分に行い，窓を閉め切ること

で，外気温上昇の影響を抑え住宅内の温度を低く保つ

ことができる ことがわかった（写真 6-2）。

こうした構成の住宅は，日本の伝統的なデザインと

しては，普通に見られる。民家では，朝は家の中はと

ても涼しいが，家が開放されているため午後からは家

の中は外と同じに暑くなってしまう。高断熱住宅では，

ph
u
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写真 6ー1 常時開放が可能なドレーキップ窓

写真 6-2 柄生市に建つク ラ を使わない涼しい家

窓を閉め切ることで，壁，天井からの熱の流入を押さ

えることができるため，朝の涼しさを保つことができ

るのである。 日本の木造住宅デザインは，暑さへの対

策を忘れ去り，エアコンに頼り切っているのが実態で

ある。

また，近年，こうした住宅の暑さに何とか対処しよ

うとして，熱反射部材が色々市販されはじめている。

こうした部材の宣伝は，明らかに嘘とわかるものも多

自襲E響幻泌i梅量産灘｛リットJI,/綜i
1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

いが，中には大メーカーが過剰な効果をうたうものも

多く，検証が必要である。高断熱住宅で GWlOOmm

以上の断熱材と併用される場合，その効果は極めて小

さいことを認識すべきであろう 。

7 次世代省エネ基準の問題点

平成 11年に，国は住宅の次世代省エネルギー基準

を定めた。これによると，全国を 6つの気候区分に分

け，それぞれの地域ごとに年間冷暖房負荷の基準値以

下にすることが定められた。これによると北海道，北

東北が該当する I, II地域は 390MJ/m2以下，日本の

住宅の大部分を占めるIV地域は， 460MJ/m2以下と定

められている。全国一律ではなく，どうしてこのよう

な区別をするのか不思議なことである。また住宅の熱

損失係数の基準値も定め られた。この基準値を元に，

日本の各都市で，全室暖房時の暖房エネルギーを約 40

坪のモデ、／レフ。ランで計算したものが図 7-1である。日

本のエネノレギー消費の統計では， 一戸建て住宅のみの

暖房エネルギー消費のデータは存在しないので，いく

つかの都市でヒアリングをして，部分，問歓暖房をし

ている一般住宅の暖房エネルギーを推定したものを破

線で示す。 これによると，次世代省エネ基準住宅は，

北海道で， 一般住宅より少なく， E地域以南では， 一

般住宅の 2倍近いエネルギーを消費することがわかる。

私たちは， 20年前，「高断熱・高気密住宅」という

言葉を作り，その定義を，全室暖房でその都市の一般

住宅の暖房消費エネノレギーを超えないこととしてきた。

北海道の基準が一般住宅より少なくて済むのは，その

ような考えで，北海道が北方型住宅という仕様を決め

推奨してきており，その仕様を次世代基準に反映させ

たに過ぎない。同じ考え方で， IV地域の住宅を造ると

すれば，断熱厚は十分としても，開口部を少なくとも

各都績における一娘役2患の媛持月泌浪費量産
（部分かんけつ綴務陽線建：

線型車事！，~監薗型車量軍基生 w築家事E織金機 U!JJj( 請書学総総大級紛争事続出来i務総務鮫広告星大鐙.費量大級機手議i策機徳銀総喜多s 霊童書店
Jll i玄練習重量躍森路 IE,罪事務Ul潟井沢幾重量戸泉請書絞II君事8際戸線口事il!E!iw総務豊島窓際覧 車草分敬手j銀関京浜豊島高底知罪著書男児費時

E蓄積 疲 w 重量

図 7ー 1 代表的な都市における次世代基準住宅の暖房灯油消費量
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皿地域と同じ程度まで強化する必要があると考える。

業界の要請があったと 聞くが，義務基準ではなく推奨

基準に過ぎない次世代省エネ基準と しては レベルが低

すぎたと考えている。もちろん，この次世代省エネ基

準住宅で，一般住宅と同 じよう に部分，問歓暖房を行

えば，今までよりも少なくなるが，快適性という点で

は大きく後退し，また非暖房室を設けることは，その

部屋が非常に結露しやすい環境になり，カ ビなどの問

題を生じる。

このような次世代省エネ基準は，早く改正すべきと

考えていたが，昨年平成 21年によう やく改正が行わ

れた。 しかし，強化どころか，色々と緩和基準が設け

られるということになった。

8 これからの省エネ住宅「01.0住宅Jii' 3) 

8-1 「010住宅」の省エネ手法

次世代省エネ基準が制定された平成 11年頃，私た

ちは，次のステップへの研究を始めた。一般住宅の暖

房消費エネノレギーよりずっと少ないエネルギーで済む

住宅を普及させるための設計手法，断熱仕様，開口部

のあり方などを検討した。答えはそんなに難しいもの

ではなかったが，普及を考えるとコス トの問題が難し

かった。 しかし，新しい部材を開発したり，設備が登

場したりして， コス ト増を相当少なくできるようにな

った。また， 地球環境問題が広く認知され始め，そう

したコスト増を受け入れるユーザーも増えてきている

という判断から， 北海道で，次世代基準の 112以下，

H地域で 113以下， E地域以南では 1/4以下の暖房エ

ネノレギーで済む住宅を， 5年程前から造り始めた。こ

うした住宅は， 一般住宅の約半分の暖房エネルギーで

済むことになり，熱損失係数が北海道で 1.0W/m2K前

後になり ，本州各地域でも 2.0W/m2K未満であること

から「Ql.O住宅」という名称をつけた。

「Ql.O住宅」では，次世代省エネ基準住宅をベース

として，基本的に次の 3つの手法を採用する。

(1）隙間相当面積 1.0cm2/m2程度の高い気密性能の住

宅を造る技術レベルがあることを前提として，省

電力熱交換換気システムを導入する。

(2）開口部の断熱レベルを上げる。その際，南側の窓

は太陽熱の流入をできるだけ大きくする工夫をし，

東西，北の窓は，熱損失を地域に応じてできるだ

け少なくなる構成とする。

(3) 2つの手法で足りない分を建物の断熱厚を増やし

て目標を達成する。

(1）では，熱交換換気の省エネ効果を高めるためには，

住宅の気密性能が高いこ とが重要である。気密性が低

械換気量から減じることと なり， 熱回収量が減ってし

まう。当初， ヨーロッパ製の熱回収効率の高いシステ

ムを採用 したが，高価で本体やダク トの寸法が大きく

施工がとても難 しくなり ，国産メ ーカーのものを使用

している（図 8-1)。直流モーターを使い省電力で，

施工性がよくローコストである。また潜熱回収タイプ

なので，冬期には，どうしても乾燥してしまう高断熱

住宅には都合がよいと考えている。日本のメ ーカーは，

これまでコンパク トに造る ことに重点、を置き， 熱回収

効率を高くする ことは考えなかったようである。今後

効率の高い製品の開発を望みたい。

(2）では，窓の方位が南と東西北で区別してサッシを

選定する。南のサッシは，寸法も大きいため性能の高

いサッシを開発するとコス トも高くなる。従って，普

通の断熱サッシ枠で太陽熱の侵入率を高くするため，

ガラスも 2層までとする。外気温が高く日射量の多い

太平洋側のW地域では，Low Eガラス より普通ベア

ガラスの方が，暖房エネノレギーが少なくなる こともあ

る。大きな関口部で熱損失量も多くなるため，夜間の

断熱ブライン ド（写真 8-1) を採用して，熱損失を減

らす。また，外付けサッシを採用する等，サ ッシ面積

に対してガラス面積が大きくなるサッシの形状を工夫

図 8 1 国産のコ ンパク卜な熱交換換気設備

いと，第一種換気で住宅内外の気圧差が無くなり，住 左下の写真のような断面で，熱低抗は大きい また両サ

宅の隙間同士の自然換気が生じて しまい，その分を機 イドはレールが設置でき空気を留める構造である。
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することも重要である。東西北は，熱損失量を減らす

ことに重点を置き。ガラスはアルゴン充填， Low E 

ガラスを用いた 2-3層ガラスを地域に応じて採用す

る。関口部をこうした構成にすることによって，太陽熱

を効率よく利用した省エネが図れる。

(3）では，天井など断熱厚を容易に増やせる部分を

優先するが，やはり，壁の断熱厚を付加断熱により増や

すことが必要である。 210mm厚までは，合理化工法

の開発はめどがついている（図 8-2）。基礎断熱工法

は，断熱厚を増やしてもそれほど熱損失は減らないが，

ベた基礎で熱橋の少ない断熱形式を採用すると大幅に

減ることがわかり，コストダウンを含めた合理化工法

を開発中である。躯体の熱性能を向上させておくこと

は，耐久性の長い住宅では，重要であり，また本質的

なサスティナブルにつながると考えている。「Ql.O住

宅Jの目標を達成する上ではコス トを考えると優先順

位は低いが， 予算があればむ しろ優先的にこの手法を

取り組むべきとも考えている。次世代基準住宅にこれ

らの手法を適用して，暖房エネルギー112-114の目標

を達成するのに要する費用は，太平洋側の日射の良い

地域で、約 2万円／坪， それ以外の地域で多くとも約 3万

円／坪である。これには，暖房設備が低減するなどのコ

スト減は含まれていない。

8-2 「01.0住宅Jの暖房エネルギ一推定

図 8-3は，暖房度日数（DD1sis）と冬期の南鉛直

面日射量（W/m2h）について，2000年版日本建築学

会アメダス標準気象データを元に全国 842地点をプロ

ットしたものである。2009年 4月の改正省エネ法の

地域区分の境界と思われる位置に線を引し、であるが，

根拠とする気象データが具なるせいか，違う地域にプ

ロットされる都市が非常に多い。また日射については，

90, 130 W/m2hで 3分害ljとした。これを見ると。日本

全体では非常に広い範囲に分布するのがわかる。それ

だけに，地域によって省エネの手法は差異が生じる。

日本の住宅は，南の窓を大きくとるのが普通で， 日射

が暖房エネノレギーに大きく影響する。 日本の省エネ法

は， DDによる地域区分に基づき，住宅の熱損失係数

で基準を作るため，住宅の暖房エネノレギーは日射の少

ない地域と多い地域では，大きな差が生じる。そろそ

ろ，実際にかかる暖房などのエネルギー消費量を元に

地域区分を改訂する必要があろう。

「Ql.O住宅」では，住宅設計のプロセスの中で，

QPEX注 4）という暖房エネルギ一計算プログラムで，熱

計算を行い，目標性能を達成する仕様を決定する。

Excelベースの VBAによるプログラムで，非常に容易

に扱え，また部材を変更すると即座に暖房エネノレギー

がどのように変わるかが表示されるようになっている。

図 8-2 もっともローコストな 200mmGW断熱工法

1000 
130 170 

筒鉛iii萄毘お鏡（wlrrf)

図 8-3 暖房度回数 (DDlB-18）と冬期の南鉛直面白射量 (W/m1h)

50 90 

円
叶

υ
ワム

住宅総合研究財団研究論文集恥 37,2010年版



熱計算プログラムは一般に精密に大量の計算をするシ

ミュレーションを行うが，設定データの入力が難しく，

研究者以外はとても使えない。このプログラムは，ビ

ジュアルに建物の断熱構成を確認でき，取り扱いを容

易にすることに重点を置いている。これを使って，工

務店と施主が一緒に仕様を検討するという話はよく聞

くことである。このプログラムで，約 40坪の総二階

木造住宅の暖房エネルギーを，地域別に決めた 3段階

の断熱仕様で図 8-3の中にプロットした代表都市に

ついて計算したものが図 8-4である。

都市ごとに，次世代基準住宅，その 112～1/4の「Ql.O

住宅」の目標値， 3段階の仕様の暖房エネルギーを表

示する。①仕様でほぼ「Ql.O住宅」の仕様を満たして

いるが，日射の少ない C地域では②仕様が必要である。

③仕様は，地域的に可能なレベルで一杯に仕様を強化

したもので，殆ど無暖房で済む地域もある（表 8-1

に仕様の詳細を示す）。図中に，ドイツのパ ッシブ、ハウ

スの基準， 15kw/m2を線で記入してみた。 ドイツのパ

ッシブハウスは，熱交換換気の新鮮空気を 50数℃に

加熱して供給すれば暖房設備が不要になるということ

から，断熱強化のコスト増を暖房設備のコスト減で補

うという考え方で，この基準値を決めたといわれ，全

国一律にこの基準としている。 ドイツの気象データを

詳しく把握しているわけではないが，ほぼ日本の H～

皿地域で，日射が日本より大幅に少ないようである。

これと， Ql.O住宅を比較すると，同じ気候の H～皿地

域ではパッシブハウスの基準を満たしてはいないが，

N-A, B地域では，殆どクリアしていることがわか

る。 I～皿地域では②～③の仕様が必要である。

Ql.O住宅は，すでに 500戸程度，全国で建設され

ている。今後，設備や基礎のコストダウンを達成しな

がら，日本の百年住宅としての仕様を検討していきた

いと考えている。

9 残された課題

9一1高断熱住宅がもたらしたもの

高断熱住宅は， 日本の木造住宅に大きな変革をもた

らした。それらを，以下に挙げる。

・日本の住宅は，元来，襖などで仕切られただけの開

放的な住居であったが，近年の暖房する生活によっ

て，個室化した住居を，冬は閉め切るという生活を

余儀なくされてきたが，高断熱住宅によって，寒く

なし、から閉める必要もなく，吹き抜けなどを持つ開

放的なオープンプランの住宅で，快適な生活を実現

した。

・それにより ，冬のこたつやストーブのそばにしがみ

つく生活から，行動的な生活を実現した。

－同時に，高齢者の心臓や脳疾患による冬の発病率を
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大きく低下させたといわれている。

・住宅内の結露の被害を一掃し，ダニやかびの問題を

解決した。

－細かな点であるが，厚い冬布団が不要になり，その

ための収納スペースが不要になった。

・トイレや，浴室の寒さが無くなり，冬でもシャワー

という生活が始まっている。また，浴室の換気も，

室内側に開放しておくだけで十分で，冬の乾燥した

室内の加湿源となっている。

－高温多湿な日本の温暖地に適合するかという意見も

あったが，構法上も，また夏の冷房の問題も問題な

く，むしろ一般住宅より涼しい，冷房負荷の少ない

住宅が実現できることがわかった。今後，こうした

住宅の設計手法を普及させる必要がある。

－従来，台風による雨漏りや高温多湿な梅雨によると

されてきた，木材腐朽が，通気層工法と気流止めに

より，住宅内部結露が一掃され，通気層工法による

外壁防水性能向上によ りおおむね解決された。また

これにより ，木材腐朽による耐震性能低下の問題も
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次世代基準住宅 010住宅仕様 1 。10住宅仕篠2 01. 0住宅仕様3

熱損失係数Q(l'l/mK) 1. 600 1. 082 0. 918 0. 841 

天井断熱厚 BGW300mm BGW400m『「l BGW400mm セJ＞日 7.77イJγ400mm
壁断熱厚 HG¥'1148mm HGW150mm HGW210mm HG¥V340mm 

I a b 
基礎断熱形式と厚さ

標準外断熱IOOmm
へ・ 1基礎両側断熱100+50mm ，・？基礎両側断熱1oo+50mm へ・1基礎商側断熱100+50mm 

（土 λ＝1. 01'1/mK) スカト50幅450(0=22 9) 土間全面50(0=18. 48) 土問全面100（日＝15.46) 
地域 南 PVCArlowE外付け＋ハニカム 南 木窓トリJ'晶外付け＋ハニカム 甫 木窓トリ7＇品外付け拡大＋ハニカム

関 口部 PVC・LowEベア
北木窓3ArlowE 北 木 窓3ArlowE 北 Super木窓3Ar2LowE

関口面積 s s s M 
換 気 第31量0.5回 熱父換換気70崎 0.5回住宅Ci直10 熱χ換換気70%0. 5回住宅C値 10 熱交換換気70同 0.5回住宅C値 1.0 

熱損失係数Q(IY/mK) 1. 900 1115 0. 962 0. 977 

天井断熱厚 BGW199 BGW300mm BG¥'1400mm セルロ－7.400mm

壁断熱厚 HG¥'182 HG¥'1150mm HG¥'121 Omm HGW210mm 

II 
基礎断熱形式と厚さ

標準外断熱75mm
へ＇1基礎両側75+50 へ’9基礎両側75+50 ,. 1基礎両側100+50 

（ヰ λ＝1 OW/mK) 対ト50幅450(0=24 73) 土問全面50(0=19. 92) 土問全面50(0=18 48) 
地域

南 PVCArlowE外付けハニ仙 南 木窓トリプル外付け＋ハニ払 南 木窓トリ7ル外付け紘大＋ハニカム
開 口部 PVC • LowEペア

北木 窓3ArlowE 北 木 窓3ArlowE 北 木 窓3ArlowE

関口面積 s s s M 
換 気 第3！重0.5回 熱交換換気70%0. 5回住宅C値 10 熱交換換気70同 0.5回住宅C値 10 熱父換換気70%0 5回住宅Ci直I0 

熱損失係数日（W/mK) 2. 400 1214 1. 174 1. 064 

天井断熱厚 BGW204 BG¥V300mm BGW300mm セルロ－7.400mm

壁断熱厚 HGW65 HGW150mm HGW150mm HGW210mm 

m 
基礎断熱形式と厚さ

標準外断熱50mm
へ・9基礎両側断熱50+50mm ヘ＇1基礎両側断熱50+50mm へ.？基礎両側断熱断熱75+ 50mm 

（土 λ＝1 Ol'l/mK) 内功ト50mm幅450(0=26. 73) 土問下全面50mm(0=22. 17) 土問下全面50mm(0=19. 92) 
地域

南 ALPVCArlowE外付けハニカム 南 PVCArlowE外付けハニカム 南 PVCArlowE外付け拡大ハニカム
関口部 アルミ PVC ベア

1ヒ トリ7＇品ソヤ／＇） ~t い＇）7＇ルソヤ／'j ~t トザフ．ルソヤ／'j

関口面積 M M M L 

換 気 第31重0.5回 熱交換換気70%0. 5回住宅C値 I.0 熱交換換気70~も 0. 5回住宅C値 10 黙交換換気70%0. 5回住宅C値 I.0 

熱損失係数aO'l/mK> 2. 700 1. 458 1. 267 1. 064 

天井断熱厚 BGW199 BGW300 BGW300mm セルロ－7.400mm

壁断熱厚 HGW76 HGW105mm HGW150mm HGW210mm 
Nab 基礎断熱形式と厚さ

標準外断熱50mm
,. ，基礎両側断熱50+50mm へ・1基礎両側断熱50+50mm ヘ・9基礎両側断熱75+ 50mm 

v （土 λ＝1 011/mK) 肉スカート50mm幅450(0=26. 73) 土問下全面50mm(0=22. 17) 土間下全面50mm（か19.92) 

地域
関口部 アルミサッシ・ベア

南 ALPVCArloE外付けハニカム 南 ALPVCAr LoE外付けハニカム 南 PVCArlowE外付け拡大ハニ払

北 ALPVCArloE ~t PVCArloE ~t トリJ'ルソヤ／'j

関口面積 M M M L 

換 気 第3！重0.5回 熱又換換気70怖 0.5回住宅Ci直I.0 熱x換換気 70~も 0. 5回住宅C値 10 熱交換換気70%0. 5回住宅C値 I.0 

表 8ー 1 図 8 4の 010住宅のモデルプラン断熱仕様①～③の詳細

解決された。

これらは，実際に高断熱住宅に住んでみなければ，

なかなか実感できないものである。 日本では，関東以

南で，まだ高断熱住宅の普及は進んでいないため，多

くの研究者や，住宅設計者，住宅供給業者にとって，

未体験の，単にコストのかかる，寒冷地から始まった

住宅の手法として，差別され，それに真剣に取り組ま

ない，言い訳にしているところが，日本の大きな問題

であろう 。

9-2 行政上の課題

高断熱住宅は，全室暖房を前提とする。 しかし，こ

れは，必ずしも，住宅を 24時間一定の 20℃程度に保

つことを意味してはいない。就寝時は，それより温度

が低い方が良いとする人も多く ，家の中でそれほど温

度を保つ必要のない部屋は，結露せず寒くない程度の

温度でよい。入居した最初の年は，体が順応していな

いためか，温度を高くする傾向があるが，翌年からは，

大体，住宅全体の一日平均温度を 18度ぐらいで計算

すると，実際の暖房エネルギー消費量に合う こと が多

い。もちろん， こたつ中心の生活を続け，平均温度 15

度ぐらいで生活する人もいるが，多くは，寒くない快

適な生活を実現している。こうした生活は，冬の寒さ

を堪え忍んできた，寒冷地のみならず温暖地も含めた

日本中の人達にとって，賛沢というものではない。高

断熱住宅では，こうした生活がようやく実現して，し

かし，地球温暖化問題には，暖房エネルギーが増える

から問題だと私たちは指摘している。何がおかしし、か

といえば，省エネ基準がおかしいのである。 日本の次

世代省エネ基準から始まる，昨年の改正省エネ基準は

こうしたものなのである。 さらにいえば，改正省エネ

基準の解説書は，分厚い 3冊からなり，総計 1200ペ

ージにものぼり，中は，難しい研究者の報告書の観で

ある。このまま義務基準とするならば，世の中は混乱

するだけである。 もっとシンプルに，すべき ことを明

快，簡潔に表記しつつ，増エネではなく省エネになる

基準を追加すべきと考える。

また，長期優良住宅と称する，補助金政策は，何の

ために行っているのであろうか。高断熱住宅の実現に

よって，住宅の長期耐久性能はおおかた実現している。

それなのに，木材を太く，さらには 10年しか有効性

のない防腐剤の塗布を義務づけたり，基礎の下に設備

円
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配管を通すことを禁じたり，多くの疑問点が挙げられ

る。研究者の根拠のない思い込みとしか考えられない

項目が並んでいる。省エネ性能でいえば，とても百年

を見据えた基準とは到底いえない。そして， 100万円

の補助金をもらうために，膨大な書類作成によ って，

数十万円の経費が余分にかかってしまう。補助金政策

は，住宅を誘導するためには，有効であるが，問題を

きちんと整理して，優先順位をはっき りさせた，シン

プノレな補助金政策に帰るべきと考える。

9-3 技術・構法上の課題

高断熱住宅に残された，技術的な問題は多く，私た

ちはそれに取り組んでいる。しかし，日本全体で見る

と，そうした人達は少数派である。 ヨーロッパでは，

各国がドイツのパッシブ‘ハウス基準を参考に大幅な省

エネ化を進めようとしている。 日本は，とても間尺に

合わない次世代省エネ基準を 10年も引きずり ，それ

をようやく義務化を検討し始める段階である。技術者，

研究者として，今後の日本の住宅への目標をきちんと

提示する必要があると考えている。

私たちが， 技術上の問題として今意識していること

を，いく つかあげて，締め くくりとしたい。

第一は，これから百年以上使い続けることができる

住宅とは，どうあればよいかいう ことである。品確法

に基づく技術的な議論よりも もっと大事な議論をす

る必要を感じている。

高齢化社会と いわれるが，あと 30年もすれば終わ

って しまう 。将来の地球環境問題はどうなっているか

わからないが，エネノレギーを殆ど使わない家は，私た

ちにとって次のテーマではあるが，実現可能なテーマ

である。一番の問題は，どんなプランでどんな規模の

住宅を日本の住宅ストックとして建てていけばよし、か

ということである。 日本の住宅研究は，いつの聞にか

住宅の寿命を 30年として研究されてきたのではない

かと思う。百年を見据えた研究はとても少ない。

第二は，住宅の熱源設備とエネルギーの長期的な展

望について考えることである。日本の住宅は， 10数年

前高断熱住宅に対して，北海道電力が始めたオーノレ電

化住宅に向かつて，大きく動き始めている。深夜電力

を安くする料金設定であるが，北海道，東北は深夜電

力の余力が無くなってきている。（北海道は，原発が稼

働しだし余力が復活したが，更に，昼間電力を安くし

てオーノレ電化を推進している）電気に移行する ことの

是非を論じる声は少ない。エコキュートと太陽電池一

辺倒でよいのか。太陽熱給湯や， 良質な電気をいつで

も作れる家庭用ガスコージェネはどう か。 こうした問

題は，確かに検討されている。 しかし，それは断熱性

能の低い既存住宅や，せいぜい次世代省エネ住宅を前

提としているのである。今までとは飛躍的に性能を向

上させた住宅を前提にした長期的な視点での検討は少

ない。たとえば，そうした設備機器は，機械系の人達

がメ ーカーの論理で商品として開発される。建築の立

場からいえば，大きな蓄熱槽を全ての住宅の床下に設

置されている ことを前提としたらどうだろうか。スマ

ートグリ ッドによ って，家庭のガスコージェネや燃料

電池は，住宅地全体として好きなときに発電できる発

電所と化す。だいぶ話が飛躍してしまったが，住宅に

おける中長期的なエネルギー選択について議論する必

要があろう。

最後に，サスティナフツレ社会，サスティナブノレ住宅

という問題は，論点や課題が，非常に多岐にわたり ，

理念的な議論が多いことに，戸惑うものである。住宅

に関していえば，省エネと高耐久 ・高耐用化が中心課

題となると考える。そして具体的な各論を，始めるこ

とが必要だと感じている。

<i主＞

1) 高断熱に改良された在来木造の詳細については，ここで

は詳しく述べるスペースがない。NPO法人新木造技術

研究協議会発行の「新在来マニュアル 2002J2002.10.30 

を参照されたい。

2) 高断熱工法を取り入れた，ローコストな断熱 ・耐震改修

工法については，私と，北海道立北方園地区総合研究所

（北総研）との共同研究で生まれた。北海道から，「住宅の

性能向上リフォームマニュアルJ2007.10として刊行さ

れた。北総研の HPからダウンロードできるので参照さ

れたい。

3) Ql.O住宅については，雑誌ではあるが，「エコ住宅 Ql.OJ

Vol.l発千子，札促干土2008.1.28,Vol.2 2009.1.20, Vol.3 

2010.5.17を参照されたい。実例を含めて，その技法な

どにつて詳解している。

4) QPEX Ver.2.05 住宅の熱損失係数と暖房エネルギー

を計算するプログラム。室蘭工業大学鎌田研究室で開発。

NPO法人新木造住宅技術協議会，技術情報第四号

2008.5.12 
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