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４面 防災・耐震／新システム 地震の損傷低減し住み続けられる家づくりを

６面 データ／住宅展示場 中国・四国エリア、９カ月連続で前年同月比増

11面 マーケティング／デジタル受注 集客・リード獲得・見込み客育成の３フェーズ

16面 住宅商品／蒸暑地工法 高い耐候性誇るレンガ積み外壁の木造住宅展開

独自の空調システム採用した
レベル３のQ1.0住宅を提供

暖房エネルギーを84％削減

　完成した住宅は、夫婦と子ども
３人が暮らす木造軸組の２階建て
で、延べ床面積は168.92㎡。設計を
手掛けた神長さんが現場監督も務
め、鹿沼市内にある家業の工務店・
神力建設が請け負った。
　８月３・４日に開いた完成見学会
には、地域の人たちなど約40人が来
場。見学会の日は、外気温が37℃ある
中で、来場者は家のどこでも室温が
25℃と快適に保たれていることを体
感し、一様に驚いていたという。神長

さんは「（見学会で）家の中に20人ぐら
いがとどまっている時間帯があったが、
室温は1.5℃ぐらいしか上がらなかった」
と説明する。そのほか、新住協関東支
部の会員向けにQ1.0住宅レベル３の
実例として解説したり、各地の工務
店や設計事務所の関係者らが視察
に訪れるなど、同住宅は業界内でも
注目を集めている。
　同住宅では、冷暖房にかかる年間
のエネルギーコスト（電気代）は、条件
にもよるが、間欠運転で暖房が１万

1421円、冷房が3477円と計１万4898
円に抑えられる。神長さんは「UA値
やＱ値の数字だけで断熱など住宅の
性能が判断される風潮が広がってい
るように感じる」と指摘しながら、レベ
ル３のQ1.0住宅を通して「実際に光

熱費を大幅に削減できたり、年間を
通じて安定した室温のもとで健康で
快適に過ごせるといった、暮らす人
が“実感できる性能”を提供したい」
と話す。

［２・３面へつづく］▶︎

少ないエネルギーで年間を通して快適な室温を確保
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　新住協（新木造住宅技術研究協議会）が提唱する高断熱で省エネ性能が高
い「Q1.0（キューワン）住宅」の設計を手掛けるRaphael設計（ラファエル設計、
栃木県宇都宮市）は、このほど太陽熱を利用する独自の全館空調システムを
初めて導入した。Q1.0住宅のなかでも、より性能が高いレベル３の住宅を同
県鹿沼市の粟野町に完成させた。
　現行の省エネ基準で建てられた住宅に比べ、暖房に要するエネルギーを約
84％削減（暖房負荷11.7kWh ／㎡）。この空調システムと14畳用のエアコン
１台で、約90畳分の冷暖房を行う。同社代表の神長宏明さんは「この住宅の
性能と空調システムを今後、自社のスタンダードとして地域で普及を図りた
い」と意気込みを語る。
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快適な室温を少ないエネルギーで実現
	 「自然温度差」を重視して設計

　新住協が提唱する「Q1.0住宅」は、
現行の省エネ基準でつくられた住宅
と比較して、暖房にかかる消費エネ
ルギーを60％以上に削減することを
目指す省エネ性能が高い高断熱住
宅で、削減率に応じて１（60％以下）
～４（90％以下）までのレベル（ラン
ク）がある。窓や換気の熱損失を抑
え、太陽のエネルギーも効率的に活
用して暖房エネルギーを削減するこ
とにより、CO２削減に貢献すること
も目指している。
　自身が設計を手掛け、現場監督も
こなしながら、栃木県鹿沼市粟野町
にレベル３のQ1.0住宅を完成させた
Raphael 設計の神長宏明さんは「壁
や屋根・天井、基礎、窓などの断熱
性を高め、同時に柱や間柱といった
熱橋部からの熱損失を、いかにして
抑えるかを考えることが断熱のポイ

ント」とした上で、「断熱だけではな
く、日射の遮蔽（夏季）や取得（冬季）
なども計算しながら、自然温度差（無
暖房・無冷房での外気温と室内の温
度差）についても考えることが、真の
意味での高性能・省エネ住宅につな
がる」と訴える。
　同住宅は、UA 値 0.34W ／㎡ K
の外皮性能を備え、Ｃ値は0.4㎠／
㎡。壁は、高性能グラスウール（16K）
による内と外それぞれ105㎜厚によ
るダブル断熱で、あわせると210㎜の
厚さ。屋根については、母屋間にセ
ルロースファイバー（55K）を300㎜
の厚さで施工した。基礎断熱には、
タイト・モールド工法を採用。窓は、
栗原の樹脂サッシK-WINDOWで、
北側にLow-Ｅトリプルガラスを使
い、その他は複層とした。また、温熱
環境だけでなく安全性も高めようと、

耐震については等級３
の性能を確保した上で
evoltz（エヴォルツ）制
振ダンパーも設置した。

14畳エアコン１台で 
90畳の冷暖房

　神長さんの計算によると、自然温
度差は夏（冷房期）が 8.15℃で、冬

（暖房期）が9.76℃と大きい。そのた
め約90畳ある住宅全体の冷暖房を、
14 畳用のエアコン１台で賄うことが
できる。神長さんは、既に実証デー
タのある夏場の状況について、「外気
温が36℃の時、エアコンの設定温度
は27℃で、室内はどこも24 ～ 25℃
くらいになっている」とし、「普通、ド
アで仕切られる部屋数の多い住宅を
14 畳用エアコン１台で冷房しようと
したら、設定 20℃のジェット運転に
しても厳しいはずだ」と説明する。

太陽熱＋24時間換気＋空調 
を一体化した独自システム

　神長さんは、より少ないエネル
ギーで快適な空間（室温）を実現す
るため、今回初めて、「鎌田先生（新
住協の鎌田紀彦代表理事）が考えた
原理原則を応用して発案したオリジ
ナルの“太陽光蓄熱全館空調システ
ム”を採用した」。「簡単に言えば、太
陽光の集熱と24 時間換気、空調の
３つを一体的に考え、24時間換気に
よって汚染空気を排出しつつ、冬場
は室内の暖かい空気を極力排出せ

ずに循環させ、夏場は冷やされた空
気を循環させるというもの」と神長さ
んは説明する。

１階床下を換気経路に 
蓄熱材は地場産「大谷石」

　太陽光により集熱するため、屋根
にはタニタハウジングウェアのエコ
テクノルーフを搭載。換気は、ケィ・
マックインダストリーの第一種全熱
交換型セントラル換気システムの
AVH-95サベストを採用した。また、
暖気や冷気をためる蓄熱槽の蓄熱
材には、地元・宇都宮市の大谷地区
で採掘される「大谷石」を用いた。大
谷石は「ゼオライト成分が含まれ蓄
熱性に優れる上、多孔質の構造のた
め臭いや湿気を防ぐ効果も発揮す
る」という。
　神長さんは独自の全館空調シス
テムについて「ダクト計画や換気設
備の機器選定について、冷房によっ
て全室一定温度に成功する前例が
ないため試行錯誤した」と振り返る。

「ダクト式の換気システムを、ほぼダ
クトレスにして、１階の床下すべてを
換気経路にしたことや、トイレや洗
面所の換気扇を設けず、ガラリで床
下へ局所換気としたところなどがオ
リジナルな要素」と説明する。
　同空調システムでは、夏場は太陽

Raphael設計の神長宏明代表
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光による集熱はせず、自然給気の空
気が蓄熱槽を通って、冷房の空気
と一緒に、２階のホールの１カ所か
ら吹き出す。これに対し冬場は、太
陽が出ている間は蓄熱槽の大谷石
に太陽熱が蓄熱され、その熱が、エ

アコンの設定温度以上であり続けれ
ば、エアコンは作動せず、太陽熱だ
けが１階の床下と２階のホールの計
３カ所から吹き出す。
　神長さんは、施工のポイントとし
て「グラスウールは裸のものを使い、
気密シートを0.2㎜のものを別張り
するなど気密性を高めた。基礎断熱
のコンクリートが見えている部分や、
ダクトの外壁貫通部にも熱損失を防
ぐ気密処理を施した。階間部分を空
調経路とするため、気密処理は非常
に重要だった」と話す。「住まい手に
見える部分だけでなく、見えない部
分こそ大切にすることが、プロとして
のこだわりで、高い性能を実現する
ための肝」（神長さん）。

子どもの健康に最大限の配慮

　神長さんは、通常は大きめの砂利
などを使用する蓄熱材に地場産の大
谷石を用いたことについて、「蓄熱だ

けでなく臭いを消し、空気をきれい
にする効果をもたらす特性に注目し
た。施主夫婦のお子さんの中に、アト
ピー性皮膚炎や喘息に悩まされる子
がいる。室温だけでなく室内の空気
も含めて、少しでも良い環境をつくっ
てあげたかった」と思いを語る。その
ほかにも室内の壁を、大谷石を粉末
状にした塗り壁の「大谷塗」で仕上
げたり、床材には栃木県産の「八溝
杉」の無垢材を用いるなど、「肌触り
が良く、快適で健康的な暮らす人に
優しい環境を生み出そう」と最大限
の配慮をした。

今後もQ1.0住宅レベル３

　外観や内観のデザインについて
は、施主の希望を全面的に採用し「ア
メリカンなイメージ」とした。「デザイ
ン的な部分については、できるだけ
施主の希望を尊重する」のが神長さ
んの基本的なスタンスだ。

　ただ、その一方で、今後の家づくり
で「今回と同じQ1.0 住宅レベル３の
性能は譲れない」と力を込める。施
主の暮らしの満足度を高めるために
こそ、自身の性能へのこだわりを貫
いていきたいと考える。既に性能を
重視した家づくりにより、集客は安
定してきている。昨年は３棟の設計
を手掛け、今年は現時点で６棟につ
いて設計する予定が決まっており、
来年以降２年間についても「予約で
埋まっている」状態だ。
　神長さんは「今回、具体的な形と
して示すことができた家づくりの考
え方や性能、施工方法に今後もこだ
わりながら、それによって施主の満
足度が高い快適で健康な暮らしを広
げていきたい」と先を見据え、「自分
が手掛けた事例が、他の工務店さん
や設計者の参考になるなら、積極的
に公開して、Q1.0 住宅を普及してい
きたい」と話す。

独自の全館空調システムで施工中の蓄熱槽。蓄熱
材には蓄熱性に優れるだけでなく、臭いや湿気を
抑える効果もある地場産の「大谷石」を用いた

温熱環境の性能を示すQPEXによる計算結果

大谷石を粉末状にした材料で仕上げた「大谷壁」や栃木県産材「八溝杉」の無垢の床に囲ま
れた空間は、住む人の体に優しい。家中のどこでも快適な室温が保たれているのが最大の
特徴だ


