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佐藤社長のパワフルコラム！！ 
 

今回のパワフルコラムは…工場見学及びモデルハウス兼宿泊体験ハウスの見学に来社された、一

般ユーザーさんにジョイ・コス住宅システムの説明資料として新たに作成したものを会員の皆さん

にもご紹介したいと思います。 

 この説明資料は…なぜ断熱が必要か？なぜ気密にしなければいけないのか？なぜ 24 時間換気

が必要なのか？ 

そしてこの基本要素３点さえしっかり対応できていたら、どこの工務店さんでも省エネルギーで快

適な住宅をつくることが出来るということになります。 

そこでジョイ・コスでは、この３点の課題をクリアーするためにどんな断熱材を選択し、どのよ

うな気密化工事をしてそして住む人の健康に最も重要な、24 時間換気を、どんなシステムでセッ

トするのが一番適正かを考え、結果、現在の省エネ・健康の快適住宅の躯体システムとしてまとめ

上げたものとして解説しています。 

 

 

 

工場見学ではこのあとに続く空気や水蒸気の特性を身近にあるモノや現象に例え 

解説していきます。お客様にもわかりやすくハウスメーカーでは聞けない話に 

いつもひきつけられます。 

 

 

              それでは今回の紙上研修会スタートです！ 

   

     

 



 

～省エネ・健康・快適住宅のポイント～ 

＜知る前と知ってからでは住宅を見る目がこんなに変わる＞ 

※これだけは知っておきたい見えない空気が引き起こすしわざ‼ 

 

※空気は温度、湿度、気圧、濃度によって構成され、ある条件の変化によって一定方向へ移動する

習性を持っています。（実はこの見えない空気のしわざが、住宅内で起きている諸悪の根源となっ

ているのです） 

 

～いきなりこんな質問～ 

◎考えたことな～いチェック‼（どっちに動くと思いますか？矢印で示して下さい） 

 

 

 

 

 

例） 高い    低い 

 

 

1. この見えない空気の特性を知らずしてあったかくて燃費がかからず、結露もせず健康快適な住

宅を求めようとするのは不可能です。 

残念なことですが造り手の工務店さんの中には、断熱・気密に無頓着で 24時間換気も付けていれ

ばいい的発想の方も多く、高気密・高断熱省エネ住宅とうたっているからどこの工務店さんも同じ

だろうと思いお願いしたら、、、、やられたという話を聞きます。 

国の住宅施策にも問題ありますが、省エネ快適住宅に真摯に向いあってこなかった業界の姿勢に大

いに問題があると思います。 

 

2. 今まで起きていた住宅内での現象、この全てが空気の特性が原因だったとしたら、どう思いま

すか？！ 

・マド・ドア押入れ等に結露する（水蒸気・断熱・気密） 

・足元の温度が低く、頭の方が熱い（気密） 

・トイレ、ふろ場の臭いが流れてくる（換気） 

・一台のエアコンで暖冷房と言いながら、、あったまらない、冷えない（断熱・気密） 

・オール電化にしたらビックリするほどの電気代（断熱・気密） 

・外の音が気になる、中の音もモレている（気密） 

・夏は 2階が熱い、冬は下が寒い（気密） 

※この現象はすべて基本的つくり方を実行したら解消できます。 

 

温度 高い     低い 

湿度（湿気） 多い    少ない 

気圧 高い     低い 

濃度（化学物質） 濃い     薄い 

空気は温めると膨張し、軽くなる 

反対にひやすと縮小し、重くなる 

湿気（水蒸気）は 1/350万ｍｍの大きさで 

640m/秒で動く、目に見えない、大きさ、 

速さでどんな小さな穴でもすり抜ける 

冷たいものに触れると水に変身する 



◎考えたことな～いチェック！！の解説 

 

温度 高い     低い 対流・熱伝達（熱伝導）の形で移動 

湿度（湿気） 多い    少ない 水蒸気の姿で瞬間移動 

気圧 高い     低い 膨張した気体となって圧力移動 

濃度（化学物質） 濃い     薄い 濃い方から薄い方へ希釈する形で移動 

 

※濃度を除いて温度も湿度も気圧も、、気温の高い方から低い方へと物を伝わって移動する 

形と、エネルギー（熱）を持った水蒸気（気体）の姿で移動する習性を持っています。 

つまり冬は室内から外に向かって床、カベ、天井（屋根），マド（開口）を熱伝導の形と膨張 

（気圧が高い）した空気となって周壁内部全体を空気圧で押しスキ間や穴を見つけそこから出てい

く形で移動します。（夏はこの逆の現象で外から内へと移動） 

 

・温度  物体を伝わって高い方から低い方へと移動する習性！これを阻止するのは断熱材、、、 

（各種様々な商品がある）できるだけ熱伝導率の低い素材で厚さは厚い程効果がでる。 

 

・湿度  熱エネルギーを持った水蒸気と言う眼に見えない粒子の大きさ 1/350万mmという気

体の形で秒速 640m（マッハ 1.9）の超音速で動きまわり、ピンホールは勿論薄いべニヤ、石膏ボ

ード程度もスリ抜けるすごい技の持ち主で、水蒸気の量の少ない空気を探し均衡になろうと移動す

る。冬は温度の高い室内側の水蒸気量が多いため外の冷たい乾いた空気と均衡になろうと移動する 

習性を持っている。壁の中に潜りこまれたらやっかいなことになるのでこれを阻止するには室内側

の気密を固める、とにかく徹底してスキ間をつくらないことです。特にグラスウール等の繊維系断

熱材や現場吹付硬質ウレタン A 種 3（ジョイ・コスの硬質発泡ウレタンの 2 種 3 号とは別物）等

は内壁側に防湿シートの施工をするように国の指導を受けているが、、、？！ 

（※まだまだ知らずに未施工の方や、知っていてもやらない方も、、） 

 

               ← 水蒸気はこんぐらい早い～！！ 

 

 

・気圧・・・  住宅の中で気圧が高い低いを表現するのはむずかしいが、簡単に言うとあたため

られた空気は膨張してふくらもうとしています。これを気球に例えると気球の中の空気をバーナー

であたため気球の内部から外に向かってあたためられた空気がふくらみ浮き上がるしくみになっ

ています。 

同じように住宅の中でもあたためられた空気が周壁（床、カベ、天井、マド）を中から一生懸命押

しているイメージになります。 

もしこの状態で周壁にスキ間や穴があったら圧力差で内と外の空気が入れ替わってしまいます。 

これが空気の特性です。 



 

 

 

・濃度・・・気温（温度、湿度、気圧）とは別物で濃度の濃い気体が濃度の薄い又はゼロの方へ均

衡になろうとして希釈する形で移動する特性を持っている。 

この特性を利用している最たるものが LPガス、都市ガスで元々無味無臭のモノ、ガス漏れは命に

かかわるからと人間のイヤがる臭いを付け注意を促している。 

 

この見えない空気（気体）の持っている特性をジョイ・コスはいかにとらえ問題視して、住宅シス

テムに取り入れたか「なぜ断熱か・なぜ 24時間換気が必要か」に絞って説明します。 

 

1.ジョイ・コスの断熱材の選択 

（1）断熱性能は出来るだけ上位のモノ（フェノールフォーム熱伝導率 0.022W/mKについで第 2

位の 0.026W/mK（旧 JIS規格値）を選択） 

（2）パネル化するため厚さ形状が自由に加工できること。 

（3）水蒸気を透過せず水を吸わない素材 

（4）断熱性能劣化は限りなく“0”に近いもの！ 

（5）形状変化の起きにくいもの！（ヤセ、フクラミ） 

（6）製品化後、化学物質を発散させないこと！ 

 

2.断熱化工事・気密工事の施工精度を考慮したパネル化！ 

（1）高温多湿（多雨多湿）四季の明確な気候を考え、、、！ 

   早くて簡単確実に誰がどこでいつ施工しても精度の高い結果を期待できるパネル形状 

（2）日本古来の在来軸組構法専用工法として寸法決定、3.5寸・4.0寸柱用、芯壁・大壁対用パネ

ルを用意。 

（3）現場での切断、ケズリ、穴開け欠き込み、補修への対応可 

（4）徹底した気密化工事を前提に断熱パネルの形状、気密化、テープ、現場は発泡スプレーウレ

タン等の専用開発 

3.住む人の健康を第一に、、換気による換気ロスのムダを徹底して排除した、、換気経路と住む人数

用途別換気量の設定と強制排気、自然給気（第３種）換気システムの採用 

4.UA計算、Q値、C値、24時間換気量の計算値と実測値で保証証明可能 

 

 
 

 いやぁ今回のパワフルコラムはオイラもためになったなぁ 

 なんたって計算がねぇのがよかったよ～ 

            いつか社長の話きいてみてぇな！！ 

 
 
 
 



 
□□□サポートセンター佐々木のワンポイントアドバイス③□□□ 

 
UA値→Q値の換算 

 

皆様、来年 4月から始まる省エネ性能説明義務化に向けた準備は進んでいますでしょうか。 

この制度に関する説明会は、結果としてインターネットを利用したオンライン講座で実施されており、時間

もそれなりにかかるためなかなか視聴できないでいる方も多いのではないでしょうか。 

参考までにサイトのご案内です。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html 

 

各種様式や広報ツール（チラシなど）も徐々に充実してきており、お手すきの際にでもアクセスしてみては

いかがでしょうか。 

さて、3 回目の今回は省エネ性能説明義務化とは直接関係はないのですが Q 値について少し触れたいと思

います。 

 

平成 25年の省エネ基準改正にともない、断熱性に関する基準は Q値から UA値に変わりました。 

この二つの性能値はどちらも建物の断熱性を表す値なのですが、どちらも計算値であり、また単位も

「W/m2K」と同じ。さらに計算方法もほぼ同じ内容となっております。大きく違う点は、換気による熱損

失を計算に入れるか入れないか、それと最後に割り返す値が延床面積か総外皮面積かです。UA値が基準と

してある以上、私も Q 値を計算する機会はほとんどなくなってしまったのですが、Q 値は暖房設備の容量

選定にもある程度使えるため、計算して損はありません。ただ Q 値も計算し、UA 値も計算するとなると

少々面倒なので、UA値の計算結果から簡易的に Q値を導き出す方法をご紹介します。 

 

UA値（W/ m2K）＝ 外皮からの総熱損失量（W/K）÷ 総外皮面積（m2） 

（↑この値＋延床面積×0.42）÷ 延床面積 ➡ 概算 Q値（W/ m2K） 

                ※ただし、天井高 2.4m、第三種換気の場合 

 

例えば、UA＝0.40W/ｍ2K（外皮からの総熱損失量 120W/K、外皮面積 300ｍ2）で延床面積が 125ｍ2だ

ったとすると、（120W/K＋125ｍ2×0.42）÷125ｍ2＝1.38W/ｍ2Kがこの建物の概算 Q値となります。 

参考）暖房設備容量（必要暖房能力）（W）＝Q値（W/ｍ2K）×延床面積（ｍ2）×内外温度差（℃） 

上記の例だと Q 値 1.38W/ｍ2K × 延床面積 125ｍ2 × 内外温度差 27℃（室温 22℃外気-5℃の場合）

➡ 4,658W（約 4.7kW）がこの建物に必要な暖房能力となります。 

        （※気密が悪い場合、別途安全率を見込む必要アリ） 

今回は少々マニアックな内容になってしまいましたが、UA計算をする機会がありましたら是非試してみて

ください。 

 

 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html


若い夫婦 

 

      ジョイ・コスオーナー お客様インタビュー  

 
 
「家に帰ってくるのが楽しみ愛猫と暮らす二人のコンパクトな住まい」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           黒猫ですが名前はしろちゃんです！ 

 

Q家づくりでのエピソードをお聞かせください。 

 2人暮らしなので大きな家は考えていませんでした。住宅メーカーさんに聞くと 36坪が基準で

それより小さい家が希望なのに減築割り増しがかかると理不尽なことを言われたりしました。そん

な時花和建設さんを紹介されジョイ・コスのことを知りました。 

 

Q実際に住んでみての感想は？ 

 気密性がすごいジョイ・コスの断熱材にしたのは 

とても良かった、夏も一時間ほどエアコンを付けるだけで 

湿度も下がる。冬も薄着です。洗濯物も浴室乾燥機は不要 

で乾きやすいです。 

 

光熱費は前のアパートの半分～1/3になりました 

24時間エアコンをつけても夏は 6,000円代、冬も 

MAX23,000円くらい。他の家で感じる「すき間風」も感じず 

快適で、家に帰ってくるのが楽しみです。 

 

                    池田様からメッセージ 

                   小さい家でも快適 

 

                   高齢者にもおすすめです 

 

 

   

 

 

池田様ご夫妻（右）と㈱花和建設の川村専務（左） 

花和建設さんはこちらがジョイ・コスの一棟目、完成から 2年半、暖かくそして電気代も安く 

お客様は終始笑顔でインタビューにお答えいただき大成功の初ジョイ・コスでした。 

花巻市池田様邸 

2018年 3月完成 

20坪 オール電化 

暖冷房エアコン 2台 

 



 

 新コーナー見学会訪問 
あやこデンタルクリニック様完成見学会 

  栃木県宇都宮市 

11月 22日～23日 床暖房のいらない歯科医院を建築された 

セルシオール㈱さんの完成見学会におじゃましました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後列左から槇社長、オーナーの齋藤さまご夫妻 本間さん 

前列左 石川さん 高野さん 

 

オーナーの齋藤さまはセルシオールさんですでにご自宅を建築されており 

今回歯科医院を開業するにあたりどうしてもジョイ・コスで歯科医院を開業したかったそうです！ 

（嬉しいお言葉） 

昨年も花巻の工場見学や宮城県にあるジョイ・コスで建築したデイサービスにも栃木県から車で

来られ熱心に見学されておりました。 

空気環境の良さや光熱費などを事前に把握され今回の開院となりました。 

 

 

               ← 院内環境はとても重要、槇社長自ら 24時間換気システムの

換気量を設定 

               

 

 

   

 

 

 

 

                ★Co2センサーで空気環境をチェック！ 

 

住宅以外の完成見学会は事例が少ないので今回はとてもいい経験でした、暖かく空気環境が 

良く医療に従事する方はもちろん診療に訪れる人も安心して治療できますね！ 

 

12月 1日開院のあやこデンタルクリニックさん記念すべき第一号の 

診療は槇社長さんとのこと！（さすがです） 

 



 

 

 

集客研究所 今回は本の紹介デス！ 
 
 

業種は違いますがおすすめ本です！ 

 

電気店の話ではありますが地元という点では工務店さんも同じ立場、参考にしてみてください。 

大分県佐伯市で実際に起きた地元電気店カデンのエトウの実話。 

 

★ちょっとだけ紹介 こんなストーリー、、、 
町の電気屋の前に巨大量販店ヤ〇ダ電気が出店して絶対絶命のピンチ！ 
普通に考えれば絶対に勝ち目の無い戦いのようなものだけどなんとその結果
は・・・！？ 
キーワードとなるのは「経営理念」、その言葉がどれほど大事なのかは読めばわかり
ます。 
 

量販店も地元の電気店も同じモノを売っているけど、価格だけでなく必要な人に最も良い家電を届

けるという姿勢とアフターサービスは経営理念を土台とした会社経営につながっているという事

がこの本を読んでみた感想です。 

 

売るモノの前に自分は何屋なのか誰にどう役立つのかを考えさせられました。 

 

大手 VS地元の痛快な実話です！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□編集後記 マスクをするとメガネは雲るし小さい字は見えづらくなるし（老眼）で困っている編

集人の菅原です。ジョイ・コス通信見てますよ～って言われることがあります、そんな時はやっぱ

り嬉しいものですよね～何かしら反応があると頑張る原動力になります !(^^)! 

師走に入り寒さも一段と厳しくなりますが、お体に気をつけてお過ごしください。 

 


