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熱性や遮熱性）に対応する技術力の向上を目的に、1～3地域（北海

道版）と8地域（沖縄版）専用テキストの作成を新たに進めていました。

このテキストでは普遍的な基礎技術のほかに推奨ディテールを数多

く紹介しているため、リーフレットでは網羅的な技術紹介はやめて地

域ごとに生じやすい典型的問題をピックアップし対策の基本的要点

までを紹介し、詳しくは講習会テキストで知るという役割分担にする

こととしました（次ページ図2参照）［図2］。「失敗から学ぶ」……これ
がこのリーフレットの基本コンセプトとなったわけです。

　さて、住宅断熱化などの外皮性能の向上は、室内温度環境の改

善（暖房室の上下温度差や室間の温度むらの解消、夏の放射環境の改

善など）や暖冷房エネルギーの削減などの直接的な効果のほか、開

放的な住空間の形成や住空間を通年フルに活用できるなどさまざま

な効果があります。一方で、他の建築技術と同様、誤った施工をし

た場合は断熱化の効果が十分に発現しないなど設計性能と実際性

能がかい離したり、内部結露による木材腐朽や表面結露によるカビ

の発生などの湿害が発生します。特に湿害は、個人資産のみならず

社会資本の損失にもつながる問題でもあります。建築技術は設備機

器とは異なり更新スパンは長くイニシャルコストも高い……資産と安

全にも直結する「失敗」は繰り返してはいけないのです。

はじめに

「建築士向けリーフレットの作成方針を相談したい」と相談があった
のは2019年秋、その内容は、前号でも紹介されたように、建築物

省エネ法の改正内容が固まり、2020年4月からの各種評価方法の

改定・運用開始、2021年4月からはじまる説明義務制度などを受

け、特に戸建住宅を対象に建築士が施工監理や住まい手に何を伝

えるべきか……それをわかりやすくまとめたいという〝かなり欲張り〟

なものでした。

　一方、戸建住宅の技術者向けとしては、2012年より筆者が主査

を務めている住宅省エネ技術講習会（事務局：木活協）とその基準テ

キストがあり、そのころは2020年度講習会のカリキュラムの検討や

講習会テキストの改定作業を行っているところでした（木活協HP、

2021年3月公開の最新デジタルテキスト導入画面［図1］）。

　この講習はスタートしてから2019年度末で16.5万人強（2018

年度末時点では13.1万人）の実務者の方 に々受講いただき、〝相当

な市民権〟も得てきていたため、打合せ冒頭では、限られた紙面を

有効に活用するため、〝欲張り〟にならずに「これらの事業との連携
を意識し、なるべく重複しない内容にすべき」と主張しました。

何を伝えるか

住宅は数十万点以上の部品から構成される集合体であり、優れた

設計力があっても、正しくかたちにする技術力がなくては負の財産と

なるのは自明といえます。前述の講習会テキスト設計施工編では、

2019年度から全国版のほかに、地域特性やより高い外皮性能（断

C P D C o n t i n u i n g  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  L e c t u r e講座

鈴木大隆 ｜（地独）北海道立総合研究機構 理事

第2回 その1

正しい断熱外皮技術の定着と進化に向けて 
─リーフレットの監修・査読を通じて考えていたこと

木造住宅の断熱施工のポイント

図1　住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編、設計施工編　
【第2版（令和3年3月）】（出典…木活協HP https://www.shoene.org/d_book/）

─限られた紙面を有効に活用するために

─「失敗から学ぶ」を基本コンセプトに
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健全な住まいは正しい設計・施工技術から

表1は1970年代の石油危機で急速に断熱化が進んだ北海道で、

100mm断熱化した在来木造住宅の暖房エネルギーが、50mm断

熱の木質パネル工法の住宅の1.2倍以上となっているという驚くべ

き結果を示したものです［表1］。また写真1は、前述したように「湿害
対策なき断熱住宅」が内部結露により構造耐力が低下し、本来、人
の安全を発揮すべき地震発生時にそれが露呈してしまった例を示し

たものです［写真1］。その後の研究開発から、多雨な気候風土で生ま

れた在来木造工法特有の「縦勝ちの納まりと壁内気流」がこれらの
主な原因であることがわかり、反省と教訓から高耐久で高性能な断

熱外皮技術が生まれたわけです。しかし残念ながら、相当な年月が

経ったいまもこれらの技術は定着しているとはいえないのが現実です。

　住宅の長寿命化が進みさまざまな新建材・新工法が登場するな

かで、長期的な性能変化や適切に維持管理されなかった場合にも

対応するフェールセーフ型の外皮技術を構築していくことがこれまで

以上に大切になっています。そして、今後は低炭素化への取組みが

さらに加速化していくなかで、省エネルギー化と居住環境の質の向

上を両立する住宅断熱外皮の技術は、今後も重要な基盤技術とな

ることは間違いありません。本年4月からスタートした説明義務化の

なかでは、「省エネルギーへの反省」を繰り返さないように、そしてさ
まざまな変化に対応できるように、建築士や施工技術者が「不適切
な断熱住宅で生じる典型的問題と発生原因、その基本的対策」を
きちんと理解いただくのが本リーフレットの目的のひとつといえます。

健全な住まいは正しい住まい方から

どんな住まい方をしても問題が生じない技術は存在しません。断熱

外皮が所定の性能を発現し続けるには、定期的な維持管理と適切

な住まい方が不可欠です。たとえば外皮を正しく断熱化し高効率空

調機器を導入しても、室内を過度に高温また低温に保つと省エネル

ギーは実現できませんし、適切に換気設備等を使いある範囲内の

温湿度に保たなくては湿害は発生します。4月からはこれまで以上に

省エネで健全に暮らし続けていくための住まい方を建築主に伝え

ることが建築士の大切な責務であることを認識いただくことも本

リーフレットのもう一つの目的でもあります。

最近は技術者も住まい手も関連書籍・雑誌やオンライン講習、動画

などを通じて、どこでもさまざまな情報を習得できる便利な時代に

なってきましたが、なかには思い込みや誤った情報に基づくものも少

なくありません。そして、過去の感染症が建築を変えたように、新型

コロナへの生活変容が、住まいを暮らし・学び・働く空間に進化さ

せる兆しがでてきています。目まぐるしい変化のなかで、正しい知識

を選別する能力と新たな変化を見極める力、そしていい住まいを住

まい手と共創していく力が、これまで以上に住宅にかかわる専門家

に求められる時代に入ったと思いますが、読者のみなさまはどう考え

るでしょうか？

表1　省エネルギーへの反省（表のタイトルは下記報告書原文のまま）─札幌市
内で石油危機前後に建設された住宅の暖房用エネルギー実態調査から

（出典…寒地住宅の居住水準に関する調査報告─望ましい規模水準・性能水準、1980） 図2　本リーフレットと他の講習会事業との関係性

写真1　北海道東方沖地震
（1994年）で被災した住宅。倒
壊は免れたが、内部結露によ
る横架材等の腐朽による構
造耐力の低下により著しい損
壊が生じ、使用不能となった
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本本リリーーフフレレッットト

Ⅰ 断熱施工の要点
Ⅱ 注意すべき点

各部位別の問題点と対策

木木活活協協

住住宅宅省省エエネネ技技術術講講習習事事業業

Ⅲ 省エネな暮らしのために
住まい手に伝えておくべきこと

省エネ技術講習会テキスト
設計・施工編
〔全国版・北海道版・沖縄版〕

改改正正建建築築物物省省エエネネ法法

オオンンラライインン講講座座（（動動画画））

省エネ住宅の考え方と
設計・施工のポイント

省エネ技術講習会テキスト
基準・評価編〕

・説明義務制度について
・説明義務制度＜実演ドラマ＞

構造種別
断熱レベル

在来木造工法
50mm断熱

在来木造工法
100mm断熱

木質パネル工法
50mm断熱

サンプル数（戸） 22 27 64

断熱水準 GW10K45mm GW10K100mm GW10K-50mm

換気回数（回 /h） 1.2～1.5 1.0～1.5 1.0～1.2

開口面積率（%） 29.6 27.3 28.4

延床面積（㎡） 92.4 100.7 90.0

暖房面積（㎡） 30.9 36.4 33.3

内外温度差当たり暖房用 
灯油消費量（㍑ /℃） 0.58 0.45 0.37

暖房面積当たり暖房用 
灯油消費量（㍑ /㎡） 63.6 54.1 47.9

※不正解の場合は、単位に登
録できない場合があります。
※自習型教材の選択欄におけ
る会誌『建築士』選択項目は、
平成28年1月より建築士会会
員のみの表示項目になります。

認定教材の設問への回答は、
CPD情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/
にアクセスのうえ、お願い致します。

自習型認定研修の設問

説明義務制度に関して正しいものは次のうちどれか。

a. 建築士から施工管理者への説明義務を課すものである。
b. 建築士から施工技術者への説明義務を課すものである。
c. 建築士から建築主への説明義務を課すものである。

北海道立総合研究機構理事。博士（工学）。国土
交通省社会資本整備審議会、経済産業省エネル
ギー調査会など各種委員会に参加し、国の省エネ
ルギー・環境施策等の基準検討・立案に参画。
3.11以降は陸前高田の住宅再建に関与。専門は
地域・住宅・建築のエコロジカルデザイン、復興ま
ちづくりなど

すずき・ひろたか
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充填するので、躯体内気流が生じるとダウンジャケットの内側を外

気が通るのと同じこととなり断熱効果が十分得られなくなる。そうし

た問題を回避するため、床下から壁内部への気流、壁内部から小

屋裏への気流をストップすることが大原則となる。それが気流止め

である［図1～3］。

「気流止め」と「高気密化」の違い
気流止めは断熱効果を発揮させるための設計施工上のポイントを

端的に表す対策と言える。気流止めを適所に施すことで、結果的に

いわゆる外皮の気密性が向上することはあり得る。一方で、外皮の

気密性を向上させることが断熱材の効果を発揮させるために十分

ダウンジャケットの比喩

著者は2005年に「自立循環型住宅への設計ガイドライン」を鈴木
大隆氏等の外皮技術及び設備技術の研究者と共同で作成し、講習

会において断熱外皮の箇所を話させていただく際には、毎回と言っ

てよいほど木造住宅の外皮断熱をダウンジャケットに喩えてきたの

だが、紙面に書かせていただくのは今回が初めてである。

　ダウンジャケットが非常に暖かいのは、水鳥のむく毛（ダウン）がつ

くる動かない空気の層の断熱性によるのだが、裾のひもをギュッとし

めなければ、襟を開けておいては暖かさも半減する。ダウンが雨で

濡れてしまっては空気も萎み、家に帰ったら乾かさないではいられな

い。外皮断熱の設計と施工に関する留意点も同じことである。

省エネ住宅の設計の基本と、 
断熱施工のポイント

省エネのためには設備が消費するエネルギーの削減が大事であり、

本稿のテーマに特に関係するのは定格エネルギー効率の良い暖房

設備と、適切な容量（kW）のものを選ぶことである。他にも給湯設備、

換気設備、照明設備、場合によっては冷蔵庫等の家電製品もしかり

である。国土交通省の支援による木活協の講習や資料（無料）を利

用するべきである。講習会が開かれる時には自立循環型住宅の設

計講習会にもご参加いただければと思う。外皮の断熱化は、主とし

て暖房設備が処理すべき暖房負荷の削減に効果がある。

気流止め

従来の木造軸組工法では、床下、壁内、小屋裏などの構造空隙が

連続しており、そこに生じた躯体内気流によって柱・梁などの構造

木材の乾燥維持が図られてきたと言える。しかし、現在の断熱住宅

で多く用いられている充填断熱ではそうした構造体内部に断熱材を
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澤地孝男 ｜一般財団法人日本建築センター建築技術研究所 副所長

第2回 その2

建築士の設計監理の重要性

木造住宅の断熱施工のポイント

図2（左）　外壁と床下及び小屋裏との取合い部における気流止めの必要性
（出典…「住宅省エネルギー技術講習テキスト 設計･施工編」、企画･発行…一般
社団法人木を活かす建築推進協議会、2020年）
図3（右）　間仕切壁と床下及び小屋裏との取合い部の気流止め（これ無しで
はダウンジャケットのチャックをしめないようなもの）（出典…「自立循環型住宅への
設計ガイドライン」、IBEC、2015年）

図1　床下と間仕切壁下部の取合い部における気流止めの必要性（出典…
「木造住宅の断熱施工の大切なポイント 6･7地域版」、作成…公益社団法人日本建
築士会連合会、2020年）
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気流止めの欠落

シロアリによる被害

オーバーハングした
床下空間の換気口の欠落

床下点検の未実施

シロアリによる被害

コンクリートからの
発湿による結露やカビ

外壁や間仕切りの下部が床下に開放されていると壁
の中に床下の冷気が流入し、断熱性能が低下して快
適さを損なうと共に暖房負荷が増大する。❷❸❹
▶合板や乾燥木材、フィルム付き断熱材による気
流止めを必ず設ける。B

床下空間に湿気が多いと、シロアリが好む環境にな
りやすく被害が発生しやすくなる。❷❸❹
▶床下を乾燥維持するために地盤からの防湿を行
い、通気パッキンや床下換気口を使用して床下
換気を促進する。B

▶早期発見の為に床下高さを 330 ㎜以上確保し、全
ての床下を点検できるよう適切に点検口や人通口
を配置する。T

跳ね出し部分の床下空間の通気が滞り換気が不足すると、断熱材からの湿気の排出が妨げ
られ、結露の発生リスクが高まる。❹
▶外気との通気を促すために軒天には必ず換気口を設置する。B

床下の点検を行なっていないケースが多く、シロアリ被害だけでなく、さまざまなトラブ
ルが見逃されている可能性がある。❷
▶床下を点検できるように床下点検口と人通口を設け、床下断熱材の落下、結露、カビな
どがないかを、不具合が発生しやすい夏や冬に点検する。  

基礎断熱の場合は床下が断熱層の内側となるため、シロアリの好む環境（暖かい・暗い・
湿度が高い）になりやすい。シロアリが床下空間に入らないよう、施工にあたっては十分
な配慮が必要である。❷❸❹
▶基礎底板と立上りの一体打設が望ましい。複数回打設の場合は打継部のレイタンスの除
去や、止水板の設置等により隙間を防止する。 

▶気密パッキンと基礎との間に隙間ができないよう、基礎天端を高い精度で管理する。 
▶外側で断熱する場合は断熱材の中をシロアリがはい上がらないよう防蟻剤入りの断熱材
を使用してメーカー指定材料で外装して劣化を防止する。  

竣工後１年程度は、コンクリートから発生する湿気
で結露が発生しやすい状態になる。床下の結露で著
しくカビが発生すれば、木材が腐朽したり、室内空
間に侵入して健康を害することもある。❷❸❹
▶コンクリートの湿気の放出を促すために、1 階よ
りも 2 階の床の施工を先行させる等、乾燥時間
を長くする。

▶湿度の高い梅雨や夏の工事中は、床下で除湿器
や送風機を運転する。

基礎・床 ６,７地域では床断熱が主流ですが、基礎断熱も採用されています。それぞれポイントを押
さえた施工で断熱性能を確保すると共に、漏水や結露に伴う躯体の劣化、シロアリの被害
を防ぎましょう。床断熱の場合は床下の冷気が壁内に入ると室内温度環境の悪化や暖房負
荷の増大を招くので、気流止めは必ず設置します。

根太と間仕切り壁に隙間

床下に入り込んだシロアリの蟻道

根太と間仕切り壁に隙間

床下に入り込んだ
シロアリの蟻道

カビの生えた床下地
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な対策であるかと言えば、答えはNoである。たとえば内装材料に

よって室内側表面で気密を確保したとすれば、計測結果としての気

密性はそこそこの値になるであろうが、間仕切壁内部の気流や充填

断熱された外壁内部の気流を止める対策にはなっていない。6地域

以西の温暖地においては、気流止めの考え方が高気密化に卓越し

ていると言える。

壁体内への雨水漏入防止、通気層の重要性

壁内部を断熱材で充填した場合、どこか1カ所に雨水が漏入した

時に、水分が蒸発拡散しにくくなり、長時間にわたり木材が湿潤状

態に置かれ、腐朽のリスクが上がってしまう。そこで、断熱施工と同

時に重要な配慮事項が従来にも増して雨水が躯対内部に漏入する

ことを防止する対策である。軒や庇を設けて開口部周囲からの雨水

浸入を防止する対策を軽視してはならない［図4］。バルコニーの設置
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おわりに
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図4　雨水浸入の対策としての軒や庇（出典…「木造住宅の断熱施工の大切な
ポイント 6･7地域版」、作成…公益社団法人日本建築士会連合会、2020年）

図6　断熱材の室内側に防湿層を設けることに関する配慮（出典…「木造住宅
の断熱施工の大切なポイント 6･7地域版」、作成…公益社団法人日本建築士会連合
会、2020年）

図5　雨水浸入の対策としての通気層の設置（出典…「木造住宅の断熱施工の
大切なポイント 6･7地域版」、作成…公益社団法人日本建築士会連合会、2020年）
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屋根通気層の閉塞
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漏水のリスク軽減にも効果を発揮する。S

通気胴縁をサッシ枠に接して設置すると、サッシ枠
下の通気層が閉塞され、結露の発生リスクが高まる。
❸X
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て施工し、窓枠下部の通気層の空気が横方向に
抜けるようにする。B
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▶外部に雨戸、室内に障子を取り付ける。

間仕切り壁上部と小屋裏との取り合い部分の気流止
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ルム付き断熱材で気流止めを施工し、断熱材も隙
間なく敷き込む。B

換気量が不足すると小屋裏での結露の発生リスクが高まると共に、夏季の冷房負荷が増大
する。X
▶断熱方法、屋根形状に応じて、住宅性能表示評価基準で定める基準以上の換気口面積を
確保する。N

▶台風時は、雨水の吹き上げによる思わぬ雨水浸入のおそれがあるので注意する。
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▶寄棟屋根の場合は通気経路が複雑になるので、通気垂木の配置には特に注意する。
▶昼夜の温度差の大きい地域では、夜の冷気で通気層内が結露する場合があるので注意する。

開口部 開口部は熱貫流率が大きいため、断熱性能を確保しようと開口部の面積を小さくしがちで
すが、日射遮蔽に相応しい窓の検討、雨戸・外付けブラインドや内障子による性能向上な
どの工夫で、通風や明るさを適切に得られる開口率とすることが望まれます。建物を雨水
から守るように軒をしっかりと出し、窓には庇を設けましょう。

天井断熱

天井断熱

屋根断熱 充填・外張り共通

天井・屋根 昼は日射を直接受け、夜は空に放射冷却する部位なので、夏涼しく、冬あたたかい家にす
るためは、十分に断熱性能を確保すると共に、小屋裏空間の換気や防湿層の確実な施工が
必要です。近年、気候変動による集中豪雨なども多く、軒の出や庇の重要性がますます高
くなっていることに留意しましょう。

気流止めがない

通気胴縁が窓枠に接しているので、
通気層が閉塞
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外壁や間仕切り壁上下の
気流止めの欠落

断熱材に湿気が
侵入することで生じる
内部結露のリスク

外壁通気層の閉塞 
　　　　　

筋交い部の断熱欠損

防火構造の不備

防湿フィルム付き
断熱材の施工不良

モジュールに合わない
断熱材や石膏ボードを使用

外壁や間仕切り壁の上下が換気された床下や小屋裏に接する場合は、気流止めが欠落してい
ると冷気が壁に侵入して室内温度の低下を招くと共に、暖房負荷の増大につながる。❷❸❹
▶外壁や間仕切り壁が断熱層の外側となる床下や小屋裏と接する際は、乾燥木材や防湿
フィルム付き断熱材を用いて、気流止めを必ず施工する。BH

断熱材の室内側に防湿フィルムを施工しないと、室内で発生する湿気が壁体内に入りやす
くなり、断熱材の室外側において内部結露を招くことがある。❹
▶断熱材の室内側には防湿フィルムを施工し、室内で発生する湿気が断熱材の内部に入り
にくくする。また、室外側には通気層を設け、壁体内の湿気を排出しやすくする。A

▶温暖地においても、断熱材に付属する防湿フィルムの正しい施工で、防湿層を必ず形成
する。❷

壁体内へ侵入した水蒸気を排出するために設ける通
気層が閉塞されると、湿気が排出されずに結露が発
生するリスクが高まる。❹
▶透湿防水シートは既定の重ねを確保し、シワなく
垂木の下端まで張り上げると共に、通気ルートが狭
くなったり塞がれる部分が無いよう施工する。D

▶通気層は雨水が躯体内に入ることを防ぐ役割もあ
るので雨水の排出を阻害しないよう注意する。D

外壁に筋交いを計画すると断熱施工が難しく、断熱欠損や防湿層の不連続が起こりやすい。❷❸
▶外壁に筋交いを設ける場合は、押し込まれた断熱材が筋交いと同面になるよう施工する
と共に、防湿フィルム付き断熱材を使用している場合でも別張り防湿フィルムを用いて
防湿層を形成する。B

▶外壁では筋交いを避けて面材による耐震壁とし、筋交いは外壁を避けて間仕切り壁に設
ける等の工夫も考えられる。B

外壁に防火構造が要求される場合に天井内が防火性
能不良になっているケースが多い。❸
▶外壁の石膏ボードを天井裏の桁まで張り上げて
から、天井工事に着手する。B

４,５,６,７地域では防湿フィルム付き断熱材の使用割合が高く、付属する防湿フィルムの施
工不良があると断熱材に湿気が入りやすくなる。❷
▶胴差・桁、柱・間柱の見付け面に防湿フィルムをタッカーで止め、石膏ボード等により
確実に押さえる。B

関西以西では柱間モジュールが大きく、モジュールの寸法にあわない断熱材を使用すると隙
間ができる。❸
▶断熱材両側に隙間ができる場合は、隙間を埋める木材を付加する。
▶あるいは、吹込みや吹付け工法の断熱材を採用する。

壁 ６,７地域で主として採用されている充填断熱工法では、断熱性能を発揮させるためには壁
体内の乾燥を保つことが求められ、防湿層や通気層の設置が必要です。通気層は躯体への
雨水浸入を防ぐことにも有効に機能します。また、壁の上下が床下や小屋裏に接する場合
は、床下や小屋裏経由で冷気が壁内に入らないよう気流止めを壁の上下端部に設けます。
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外張り断熱

左側は小屋裏となる外壁の室内側に
石膏ボードが貼られていない

通気層上部に誤って詰められた
バックアップ材
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※不正解の場合は、単位に登
録できない場合があります。
※自習型教材の選択欄におけ
る会誌『建築士』選択項目は、
平成28年1月より建築士会会
員のみの表示項目になります。

認定教材の設問への回答は、
CPD情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/
にアクセスのうえ、お願い致します。

自習型認定研修の設問

次の文章のうち最も不適切なものはどれか。

a. 通気層には必ず気流止めを設ける必要がある。
b. 気流止めを設置することで外皮の断熱性を向上できる。
c. 通気層には湿気の排出の促進とともに 
雨水浸入対策の効果もある。

1985年東京大学大学院博士課程修了。工学博士。
1985～1990年6月豊橋技術科学大学助手、
1990年7月国立研究開発法人建築研究所、
2017～2021年同理事。現在、一般財団法人日本
建築センター建築技術研究所副所長、日本建築士
会連合会環境部会副部会長

さわち・たかお
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