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ジョイ・コス通信  佐藤社長のパワフルコラム  

 ウイルス撲滅誌上研修会！ 

今日は 24時間換気システムの是非についてお話します。 

           

よく会員の皆さんから第 3 種がいいですか？第 1 種の熱

交換型の方がいいですか？ときかれます。質問の趣旨は、

省エネ住宅の２４時間換気設備としてどちらが「良いか？」

とういうことでしょうが、一般論として評論するとエネルギー（熱）損失

だけを考えると、第 3種は換気回数 0.5回/時 分を丸々100％捨てるとこ

ろを、第 1 種は出て行く空気と入ってくる空気の間で熱交換させ 80～

85％のエネルギー（熱）を回収できるという理屈であり、省エネ住宅とし

てはまことに歓迎される理論といえます。 

ただし、換気本体の価格差やダクト材料・施工費のコストアップ、ファン

モーター２台分の消費電力量だけでメリットを論ずる訳にはいきません。 

 

その前に！ 
第 1種、第３種の比較検討をする前にあなたの会社で施工する建物の気密

レベルはいか程か、を把握することの方が先です。 

今まで気密の重要性について何十回となく、事あるごとに口うるさく言っ

てきました。 

ジョイ・コスのメンバーは気密レベルにおいて、C 値＝0.5cm2/m2 以下

を守っており問題はありませんが、気密に無頓着で測定もしたことのない

工務店さんが第１種だとか第３種だとか 高気密・高断熱住宅と言いなが

ら、その省エネ性を自らブチ壊しているのをご存じでしょうか。 



第３種と第１種が捨てる熱ロスを簡単に計算・比較すると 

 
条件）132m2（40 坪）天井高 2.4m 換気回数 0.5 回/時 室温 20℃  

外気温－5℃ 第１種の熱交換効率 80％とする。 

 

① 第３種が捨てる換気熱ロスは 

換気量＝建物気積×換気回数＝132m2×2.4m×0.5回/時＝158.4m3/時 

換気熱ロス＝換気量×空気の容積比熱×内外温度差 

＝158.4m3/時×0.35Wh/m3K×（20℃－（－５℃））＝1386W 

となります。 
 

② ※第１種が捨てる換気熱ロスは 80％熱回収して 20％捨てるから 

第３種の換気熱ロス 1386W×20％＝277W を捨て 1386W－277W＝

1109Wを回収することになります。 
 
 

この段階で建物のスキ間が 0であれば、第３種では 1386W捨てるところ

を第１種では同じ 0.5回/時の換気をしているのに 277Wしか捨てないか

ら断然有利と言えます。コストアップした経費の回収も短時間で可能とな

るかもしれませんが残念ながらどんな建物にもスキ間は残ります。そのス

キ間を通して温度差換気と風力差換気が発生して、暖冷房計算に影響を与

えることになるのです。 
 
 

それではスキ間を通して直接出入りする漏気量を求め、エネルギー計算し

て実質どれだけ影響を与えているか説明します。（データはジョイ・コス

住宅システム換気計画資料から抜粋しています。詳しく知りたい方はお問

い合わせください。） 

                             

 

            おいワケーのオレはなに言ってるのかさっぱりわかんねーけど 

            おまえはちゃんと勉強しろよ！ 

             このあともっと難しくなりそうだぞ～ 



室温２０℃ 外気温－５℃ 風速４ｍ/秒（冬の平均風速）換気回数 0.5

回/時 換気量 158.3m3/時 

C値 温度差換気 風力差換気 合計漏気量 
漏気熱ロス

W 
合計換気ロスW 

実質 

熱交換 

効率％ 

0.1 cm2/m2 3.36 m3/時 2.49 m3/時 5.85 m3/時 51.2W 
51.2＋277＝ 

328.2W 
76％ 

0.5 cm2/m2 16.8 m3/時 12.47 m3/時 29.27 m3/時 256W 
256＋277＝ 

533W 
62％ 

1.0 cm2/m2 33.6 m3/時 24.9 m3/時 58.5 m3/時 512W 
512＋277＝ 

789W 
43％ 

2.0 cm2/m2 67.2 m3/時 49.9 m3/時 117.1 m3/時 1025W 
1025＋277＝ 

1302W 
6.1％ 

5.0 cm2/m2 168 m3/時 124.7 m3/時 292.7 m3/時 2556W 
2556＋277＝ 

2833W 
0％ 

 
 
計算例）C＝0.5cm2/m2の場合 
漏気熱ロス＝29.27m3/時×0.35Wh/m3K×（20℃－（－5℃））＝256W 
※第３種では、換気熱ロス 1386W＋漏気熱ロス 256W＝1642Wを実質捨てることになります。 
※第１種では、換気熱ロス 1386W×20％＝277W ですから、漏気熱ロスを加えると、277W＋
256W=533W 
を実質捨てることになり、機械換気＋漏気による実質熱交換率を計算すると 
100％－（533W÷1386W×100）＝62％となります。 
 
 
 
 

結論 難しい計算になりましたが、なぜジョイ・コスでは C＝0.5cm2/m2

以下を基準に決めたか？！ 

0.5cm2/m2 でかろうじて熱交換効率が 62％をクリアーできるレベ

ル！！ということからも理解できます。 

 

つまり 0.5cm2/m2を超えて 0.7cm2/m2になると熱交換効率は 50%を切

ってしまい、第１種熱交換型を採用する意味がなくなります。 

 

※第１種熱交換型を採用するなら C＝0.1cm2/m2 を出してから胸を張っ

て採用しましょう。 

 



＜注意＞同じスキ間でも温度差が大きくなる、風力が強くなると、熱交換

効率は更に悪くなります。 

逆に温度差が小さく風力が弱くなるとその逆の現象となります。 

 

まとめ 

ジョイ・コスの会員の皆さんは C＝0.1cm2/m2 を出せるウデを持ってい

ます。安易に熱交に頼らずコストも安くメンテも簡単な第３種換気を徹底

的に使いこなしてから第１種の能力を最大限に利用されたらいかがでし

ょうか！！ 

 

一般的な第１種熱交換型換気システムの仕組み！ 

給気側と排気側で二個のモーターを使い 24時間 365日稼働し外 20℃室

内 20℃の時も、外－5℃室内 20℃の時も、熱交換のしくみが働いている

ことになる。 

 

よって冬はどこのエリアも内外の温度差が大きく頻繁に熱交換運転をす

ることになりますが、仮に内外の温度差が５℃～10℃で熱交換してもそ

れ程のメリットはないと考えるべきと思います。 

3種に比べ１種はメンテに手間がかかる上、常に本体内のカビの発生に注

意が必要になる。 

 

良く耳にする話で、東北ほど寒くないからむしろ夏の対策が必要だと言い

ながら、その割に断熱材も適当にしておきながら、換気だけは第３種より

第１種だと言う神話が根強く残っています。 

ホントに南のエリアで熱交換を必要とするのでしょうか？冬、外気温５℃

室温２２℃で 17℃の差、夏は外気温 32℃室内 27℃にして温度差が小さ

い程熱回収も微々たるものになりはしないだろうか？！ 

もし使うなら南のエリアは全熱式を、北のエリアは顕熱式をおすすめしま

す。 

 



ジョイ・コス集客研究所 会社訪問に行ってきました！ 

佐賀県 くが工務店 様 

、私 

 

 

 

お世話になっている㈱ツタエルさんの主催で 2 月 10 日佐賀県大和町にあるくが工務店さんの会

社訪問に参加してきました。私の個人的感想を交えてご報告いたします。 

 くが工務店さんはツタエルさんの研修でも度々成功事例として紹介されていた方。受注０集客０

から今はお客様が 2 年待ちの行列のできる工務店になっているとのこと。それだけ聞いてもかな

り興味があったんですが、実際行ってお話をきくと、なるほどと思うことが沢山ありました。 

一番感じたのは 田舎だから、営業がいないから、なにかが足りないからという否定的な考えでは

なく、あるものを生かし、足りないものは勉強しアイディアを出し自社の強みを見出しているとい

うことでした。 

★もともとお蕎麦屋さんだった建物を事務所と 

打ち合わせスペースとして改装したそうです。 

                         ★口こみを意識した OBフォロー 

                         定期点検は自ら行い、満足と感動を仕掛けること

を意識しているそうです。 

                         お客様からの困りごとにプラスアルファーで満足 

                         していただくことで口こみが広がる。 

 

 

★自社のモデルハウス兼ご自宅も見学させていただきました。 

ここにも久我さんのこだわりや思いが感じられ 

ました。 

 

 

 

 

 

 

 



★そして今回私がとても参考になったのは久我さんの奥様による手づくりチラシです。 

  写真をカーボン紙で写して水彩絵の具で色付けしてスキャンすると独特の雰囲気になります。  

丁寧に作り方を教えていただきました。 

     

  

 

 

 

 

 

 

             

いつもネタ探しで困っている私としては 

TTP（徹底的にパクる）させていただきました 

今号の表紙をご覧ください！ 

 

 

左から久我社長 

棟梁 中島さん 

棟梁 田中さん 

造作大工 古川さん 

現場管理 古賀さん 

 

 

自社の経営理念を社員、お客さまにもつたえることで自社ブランドができ人が集まる。 

 

★今回の会社見学では今いる場所や規模には関係なく、自分や会社がどうなりたいかを実例を通し

て感じることができました。まさに「ないものねだりではなく、あるもの磨き」でした。 

くが工務店さん、すべて公開していただき、本当にありがとうございました。 

 



ジョイ・コス体験ハウス絶賛公開中！ 
昨年 9 月から公開しているジョイ・コス体験ハウスは多くのお客様にご利用していただいいてお

ります。その中で実際に宿泊したお客様の声の一部をご紹介致します。            

生の声をお伝えするため原文のまま、掲載はお客さま了解を頂いております。 

 

栃木県 K 様 宿泊当日は事前に工場見学、社長レクチャーを聞いての宿泊。温かさや換気の良さ

に気づかれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県M様 宿泊体験することで安心して新築計画を進めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



長野県 T様  根拠のある説明で高性能住宅の必要性を理解されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工場見学と体験ハウスは 

ジョイ・コス住宅システムを 

理解していただくには最強のツールです。 

一歩踏み出してお客様をご案内してみましょう！ 

 

 

 

 

 

 編集後記  世の中自粛ムードで先日WEB飲み会に参加した菅原です。 

今回のジョイ・コス通信いかがだったでしょうか。社長の誌上研修会はかなりマニアックな内容

ですがやはりスキ間があったらすべてが台無しになるということですね。 

まさに「気密は国家機密より重要」©べすとほうむ EP  です！ 

  

ではまた第 5号でお会いしましょう！！ 


