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　2016年現在、生 産年齢人口（15歳～
64歳）は7.7百万人で、前期高齢 者（65
歳以上～ 74歳）18百万人も含めて、後期
高齢者（75歳以上）1.7百万人を支える時
代を迎えようとしている様です。
　子育ても終わり、定年退職も視野に入り、
人生100年に向けて、「さあ～楽しもう」な
どという甘い考えはやはり許してくれなさそう
です。

　すると、いつまでも元気で働きなさいと
いうことになりますが、男性の健康寿命は
72.14歳、女性は74.79歳で、平均寿命と
の差は小さくなりつつあるようですが、まだ
男性で8.84歳、女性で12.35歳、離れてい
るとのことです。
　回りに迷惑をかけず、少しでも健康寿命
を長くし、人生後半を楽しむには、暖かい家
に住み、快適に入浴することが良さそうです。

更にきれいな空気を吸い、ストレスの無い住
宅に住めればと、私には無いものねだりにな
りそうでもあります。
　美味しい食事やお酒を少々・・・などとは、
残念ながら本特集には有りませんが、大変
貴重な情報をご執筆頂いた先生方に感謝申
し上げ、少しでも出来ることから実践してい
きたいと思うところです。（T.N）

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課企画専門官 森川　朋胤 住宅局住宅総合整備課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局住宅総合整備課長補佐 鈴木　孝太 土地・建設産業局地価調査課鑑定評価指導室課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課建築安全調査室課長補佐 西田　誠 大臣官房官庁営繕部計画課官庁施設計画推進官

H30. 4月 1日 住宅局総務課住宅企画調整官 磯崎　政宏 住宅局建築指導課企画専門官

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課企画専門官 川崎　伸義 住宅局住宅総合整備課企画専門官

H30. 4月 1日 住宅局住宅総合整備課企画専門官 鎌田　康宏 住宅局市街地建築課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局市街地建築課長補佐 松田　知之 住宅局総務課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局総務課長補佐 足立　満 国立研究開発法人建築研究所総務部会計課長

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課建築物防災対策室企画専門官 山口　義敬 住宅局建築指導課建築物防災対策室課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課建築環境企画室課長補佐 原口　統 関東地方整備局建政部住宅整備課長

H30. 4月 1日 住宅局住宅政策課長補佐 中村　英理奈 大臣官房人事課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室企画専門官 杉浦　美奈 国立大学法人政策研究大学院大学准教授

     （教育プログラム担当）

H30. 4月 1日 住宅局住宅総務課国際室課長補佐 小坂　壮 株式会社東栄住宅事業開発本部営業一部主任

H30. 4月 1日 住宅局住宅総合整備課付 竹村　好史 京都府建設交通部住宅課長

H30. 4月 1日 住宅局安心居住推進課長補佐 中島　靖浩 明治安田生命保険相互会社コンプライアンス統括部

     コンプライアンスグループ主席スタッフ

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課建築環境企画室課長補佐 島田　臣也 神戸市住宅都市局建築技術部保全課計画保全係長

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課評価・判定業務等監督調整官 宮﨑　正徳 大臣官房上席監察官

H30. 4月 1日 住宅局安心居住推進課長補佐 久保田　和幸 住宅局建築指導課昇降機等事故調査室課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課昇降機等事故調査室課長補佐 酒井　義秀 住宅局住宅生産課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課長補佐 伊東　真理子 大阪市都市計画局建築指導部建築確認課担当係長

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課長補佐 青木　亮 ミサワホーム株式会社商品開発本部技術部構造技術課

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課長補佐 飯田　和哉 株式会社日建設計設計部門スタッフ

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課建築安全調査室企画専門官 菅原　賢 中部地方整備局建政部都市調整官

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課昇降機事故調査室課長補佐 山本　大介 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

     技術監理部設計第２課主幹

H30. 4月 1日 住宅局市街地建築課付 廣瀬　公亮 岩手県県土整備部建築住宅課総括課長

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課木造住宅振興室企画専門官 恵﨑　孝之 消防庁予防課国際規格対策官

H30. 4月 1日 住宅局住宅総合整備課住環境整備室課長補佐 竹之内　優 国土技術政策総合研究所企画部研究評価・推進課長

H30. 4月 1日 住宅局住宅総合整備課賃貸住宅対策室課長補佐 亀井　明子 四国地方整備局総務部人事課長

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課長補佐 在原　雅乃 環境省大臣官房環境計画課主査
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健康になる医学的に正しい安全入浴方法とは？ 6
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松下　和彦　積水ハウス株式会社　総合住宅研究所　健康・ＵＤ研究開発グループ　課長

高齢者のニーズをかなえる住まいとは 14
青柳　恵子　東京ガス株式会社　都市生活研究所　統括研究員

ウエルネスな空質をつくりだす ～空気を水で洗う「ジアイーノ」～ 16
久保　吉人　パナソニック　エコシステムズ株式会社

活動ニュース／活動記録ほか 18
　

C o n t e n t s

表紙：ドイツ、ノルトライン・ヴェストファーレン
州、ケルン裁判所近く、トゥニス通りに面しザハ
風のデザインが目を引く複合建築。モダンなブ
ティックPeterHahn、歯科、家電量販店、郵便
局等が入居する。裏通り側の低層棟との間に
は大きな円形のボイドがあり、採光・換気に配
慮されている。2013年8月20日撮影。
裏表紙：ドイツ、ベルリン西部ラインガウ地区
にあるリューデスハイム「つぐみ横丁」と石畳。
ライン川に面した斜面は、カール大帝が葡萄
畑を作ることを命じたことでも知られる、ドイ
ツ有数の白ワインの産地。ここ「つぐみ横丁」
は世界で一番陽気な小路で年間300万人が
訪れる観光のメッカ。150mほどの石畳の小
路には、おとぎ話に出てきそうな沢山のお店。
夜になると多くの店でバンドのライブ演奏が
真夜中まで続き、翌日のライン川クルーズも
素晴らしい。2013年8月19日撮影。
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国土交通省住宅局　安心居住推進課　企画専門官

大島　敦仁

　ウェルネス住宅に関連するテーマでというお話をいただいたが、広く捉え
れば、健康に暮らせる住環境の整備には、高齢者や障害者などの方々が
安心して入居できる住まいの確保やそのために必要な地域における居住
支援の提供といった観点も含まれると考えられる。昨年10月にこうした観
点を具体化した新たな住宅セーフティネット制度が創設されたところであり、
本稿においては本制度の背景や内容をご紹介したい。

　高齢化の進展により、例えば、単身高齢者は今後10年間で約600万
世帯から100万世帯増加し、約700万世帯になると予想されている。ま
た、障害者や低額所得者の方など、住宅の確保に支障がある場合がある。
実際こうした方々が、民間の賃貸住宅に入居しようとすると、賃貸住宅の
賃貸人（大家さん）の中には、家賃滞納、孤独死、事故・騒音等の不安か
ら、その入居に対して拒否感を持つ方が少なくない。（図1）
　また、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については、依然とし
て応募倍率が高い状況にあるが、公営住宅の大幅な増加は見込めない
状況にある。一方で、全国には空き家・空き室が820万戸存在しており、
今後も増加することが予想されている。そのうち、比較的活用しやすい物

件が現在も200万戸近く存在
すると推計している。（図2）
　また、賃貸住宅に入居する際
には、以前は賃貸人から連帯保
証人を求められることが一般的
であったが、近年は家賃債務保
証会社の保証を求められるケー
スが増加しており、今後もその
傾向は続くものと思われる。そ
のため、適正な家賃債務保証
業者等の保証を受けやすくする
ことも課題の1つとなっている。

　以上のような状況を踏まえ、民間の空き家・空き室を活用して、住宅確
保要配慮者の住まいを確保するとともに、円滑な入居・居住のために必
要な居住支援等の取り組みを進める「新たな住宅セーフティネット制度」に
ついて検討が進められ、昨年4月に住宅セーフティネット法の改正法が可
決・公布され、10月25日に施行された。
　新たな住宅セーフティネット制度は、

1）住宅確保要配慮者を拒まない賃貸住宅の登録制度
2）専用住宅の改修や入居者への経済的な支援
3）住宅確保要配慮者に対する居住支援
の3つの大きな柱から成り立っている。以下、それぞれの詳細について解
説する。
（1）住宅確保要配慮者を拒まない賃貸住宅の登録制度
　賃貸住宅の賃貸人（大家さん）は、住宅確保要配慮者の入居を拒ま
ない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録する
ことができるようになる。都道府県等では、その登録された住宅の情報
を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供する。その情報を見て、住宅

確保要配慮者の方々が、
賃貸人（大家さん）に入
居を申し込むことがで
きるという仕組みである。

（図3）
　住宅確保要配慮者
は、改正法において、低

額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯が定められている。低
額所得者は、公営住宅法に定める算定方法による月収（政令月収）が15
万8千円以下の世帯となる。子育て世帯は、18歳未満の子供がいる世帯
だが、18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱
われる。これらに加えて、省令において、例えば、外国人、DV被害者、生
活困窮者等が定められている。さらに、地方公共団体が供給促進計画を
定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができ、例えば、UIJ
ターンによる転入者などを追加することが想定される。
　賃貸住宅を登録する際には、その規模、構造等について一定の基準に
適合する必要があり、耐震性を有することや、住戸の床面積が原則として
25㎡以上であることなどが求められる。ただし、戸建住宅等をシェアハウス
として住宅確保要配慮者に提供する場合も想定し、今回新たに共同居
住型住宅（シェアハウス）の基準を設けている。この場合には、住宅全体
の面積を確保すること（15㎡×居住人数+10㎡以上）や、居間・食堂・台所、
便所、浴室、洗面所等を適切に設けることなどを条件として、専用居室の
面積は9㎡以上（6畳相当）とすればよいこととなる。なお、この登録基準
については、地方公共団体が供給促進計画を定めることにより、強化・緩
和をすることが可能となっている。
　賃貸人（大家さん）は、住戸単位での登録が可能であり、登録の際に
は、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することも可能であ
る。例えば、「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額
所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができる。
（2）専用住宅の改修や入居者への経済的な支援
　新たな住宅セーフティネット制度においては、住宅確保要配慮者専用の
住宅とする場合に、改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支

はじめに

（おおしま　あつひと）
1976年生まれ。2002年国土交通省入省。住宅局、都市局などにおいて、公営住宅やまちづくりに関する
施策を担当。2015年奈良県住宅課長。2017年より現職。
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新たな住宅セーフティネット制度について

援が用意されている。この場合、専用の住宅と言っても、高齢者と障害者
と低額所得者などと複数の住宅確保要配慮者を対象とすることができる。
　まず、専用住宅の改修への支援として、改修費に対する補助制度があ
る。この補助は、地方公共団体と国が合わせて行うことが原則だが、当面、
国が直接事業者に対して補助を行うことも可能となっている。補助対象と
なる費用は、
・シェアハウスに用途変更するための改修工事
・間取り変更工事
・耐震改修工事
・バリアフリー改修工事
・インスペクション等により指摘を受け、居住のために最低限必要とされた

改修工事
・居住支援協議会等が必要と認める工事（専ら住宅確保要配慮者の住

環境の改善に資する工事で、安全性能や防音性・遮音性の向上を図る
工事、入居者の身体等の状況に応じて必要となる工事、住宅確保要配
慮者を支援する施設の整備等に限る）

・これらの工事に関連する調査設計計画（インスペクションを含む）
である。（図4）

　補助率と補助上限額
は、地方公共団体と国によ
る補助の場合は、国が工
事費の1/3、地方が1/3を
補助し、上限100万円/戸、
国による直接補助の場合
は、国が工事費の1/3を
補助し、上限50万円/戸
となる。ただし、シェアハウ
スへの改修工事など大規
模な工事の場合には、補
助上限額がそれぞれ2倍
となる。改修費の補助を

受けた場合には、少なくとも10年間、入居者を住宅確保要配慮者に限定
する必要があり、特に、地方公共団体と国による補助を受けた場合には、
入居者の収入が一定額以下（政令月収38万7千円以下）であることも求
められる。また、国による直接補助を受けた場合には、家賃を一定額以下

（公営住宅の家賃水準以下）とすることが求められる。（図5）
　さらに、専用住宅も含め、登録住宅の改修に要する費用について、住宅
金融支援機構の融資を受けることが可能である。前述の改修費の補助
対象工事を含めば改修工事全体が融資の対象となり、工事費用の8割ま
で融資を受けることができる。なお、改修費の補助を受ける場合も、賃貸
人（大家さん）等の自己負担部分がこの融資の対象となる。
　専用住宅の入居者への経済的支援としては、家賃と家賃債務保証料
の低廉化に対する補助がある。いずれも、入居者を住宅確保要配慮者
に限定した専用住宅に低額所得者が入居する場合に、地方公共団体と
国が協力して補助を行うものであり、低廉化に要する費用に対して地方公
共団体が1/2、国が1/2の補助を行うことが可能な仕組みになっている。
ただし、低額所得者であっても、生活保護制度の住宅扶助費等の支援
を受けている場合には対象とならない。家賃の低廉化の補助は、専用住
宅の賃貸人（大家さん）等に対して行われ、市場家賃と入居者負担額の
差額に対して上限4万円/月まで補助を行うことが可能である。また、補
助の対象期間は原則10年間だが、3年毎に補助の必要性について審査
が行われることになる。家賃債務保証料の低廉化の補助は、後述する国
の登録を受けた家賃債務保証業者又は居住支援法人に対して行われ、
通常の保証料と入居者負担額の差額に対して上限6万円まで補助を行
うことが可能である。家賃債務保証の更新料等は補助の対象とはならず、
あくまでも入居時の家賃債務保証料だけが対象となる。また、入居者に
追加的に連帯保証人を求めないことも要件となる。両方の低廉化の補助
を併用することは可能だが、補助の合計額が年間48万円を超えない必
要がある。

（3）住宅確保要配慮者に対する居住支援
　住宅セーフティネット法は平成19年に制定され、その際に居住支援協
議会が位置づけられた。この協議会は、地方公共団体の住宅部局・福
祉部局、不動産関係団体、居住支援団体などからなる組織であり、居住
支援に関する意見交換や住宅相談等の活動を行っている。平成30年2
月末現在、 すべての都道府県と23の市区町で合計70の居住支援協議

会が設立されている。（図6）
　今回の改正で、都道府県が、居
住支援活動を行うNPO法人や
社会福祉法人等を居住支援法
人として指定することが可能となる。
居住支援法人は、賃貸住宅への
入居に係る情報提供・相談、見守
りなどの生活支援、登録住宅の入
居者への家賃債務保証等の業
務を行うことが想定されている。
　これらの居住支援協議会や居
住支援法人が行う居住支援活
動に対して、国が補助を行う仕組
みも用意されている。

　生活保護受給者については、代理納付に関する新たな手続きが設けら
れる。生活保護受給者が賃貸住宅に住む場合の家賃等については、必
要に応じて住宅扶助費等として生活保護受給者に支給される。しかし、
それが家賃等の支払いに適切に充てられないことがあるため、賃貸人が
入居を受け入れにくい要因となっている。そこで、登録住宅の賃貸人（大
家さん）で一定の要件を満たすものは、生活保護受給者の家賃滞納等に
関する情報を生活保護の実施機関である福祉事務所に情報提供を行う
ことができるようになる。その情報提供を受けた福祉事務所は、速やかに
事実確認を行い、代理納付を行うかどうかを判断し、必要な場合には代
理納付が行われるという手続きが新たに設けられる。
　家賃債務保証業については、適正に業務を行うことができる者として一
定の要件を満たす業者を、国に登録する制度が、改正法の施行に合わせ
て、昨年10月に創設された。これは任意の登録制度なので、登録をしなくて
も家賃債務保証業を営むことは可能だが、一定の要件を満たす業者を国
が登録し、情報提供を行うことにより適正な事業者が選択されやすい環境
を整えることができる。例えば、登録時には、財産的基礎や相談体制など一
定の登録基準に適合することが求められる。また、業務を行う際には、契約
締結までに重要な事項に関する説明と書面交付を行うことなど一定のルー
ルに従う必要があり、違反した場合などには国が指導等を行うことになる。
　また、家賃債務保証業者や居住支援法人が、登録住宅に入居する住
宅確保要配慮者に対して家賃債務を保証する場合に、住宅金融支援機
構がその保証を保険する仕組みも創設される。これにより、住宅確保要
配慮者が家賃債務の保証を受けやすくなることが期待できる。

　新たな住宅セーフティネット制度を的確に運用していくためには、地方公
共団体をはじめとして、地域の不動産関係の方 、々福祉関係の方 な々ど多
くの関係者のご協力が不可欠である。
　地方公共団体においては、市町村の居住支援協議会の設置、都道府
県による居住支援法人の速やかな指定、住宅部局と福祉部局の積極的
な連携などによる居住支援の充実と、住宅確保要配慮者の範囲の拡大、
地域の実情に応じた面積基準の緩和、登録手数料の免除などの申請者
の負担軽減、改修費や家賃・家賃債務保証料の低廉化の補助制度の
創設などによるセーフティネット住宅の登録促進に取り組んでいただけれ
ばと考えている。
　国としても、厚生労働省とも連携し、本制度の周知普及を図るとともに、こ
うした地域におけるそれぞれの課題に応じた取組に対する支援を進め、住
宅確保要配慮者の方 が々安心して暮らせる環境の整備に努めていきたい。

おわりに
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健康に暮らせる
暖かい住宅

近畿大学　建築学部　学部長
近畿大学　アンチエイジングセンター　教授　博士（工学）

岩前　篤

　昨今、IOTが時代のキーワードのひとつらしい。私のところにも
IOTを積極的に取り入れる住宅についての相談が舞い込む。話を聞
いて率直に思うことは、一般居住者にとって、それほど奥が深くないと
いうことである。80年代終盤だったか、かつてのHA、ホームオートメー
ションの騒ぎに似たものを感じる。様 な々家電の規格を統一し、情
報・制御を一括することで夢の生活が送れます、まだ若かった自分
にもバラ色の未来を感じさせるものがあった。しかしながら、その夢は
家電会社の独自規格のエンクロージャーの波に飲み込まれ、いつの
間にか消えていった。情報通信の相互変換が格段に容易になって今、
かつてのようなことは起こらないかもしれないが、IOTが同じ轍を踏ま
ないことを切に望む。
　ただし、IOTが住まいに入ってきて、どういうメリットがあるのか、まだ
あまり理解できていない。HAとの大きな差異として、人の生活がビッ
グデータの世界に転写され、人の振る舞いの詳細が数値化されるこ
とにより、新しい商品や技術の開発が期待される点は大いに評価す
るが、一居住者としてのメリットはあまり感じない。
　この数か月、家族に加わったトイプードルが留守番の時にする排泄
物をIOTが自動的に処理してくれるようになったら、その時は大いに
評価する。太鼓判を押す。そうなるまでは日本の住宅業界は、まだ
解決していない大きな問題に取り組むべきである。
　大きな問題、それは住宅内の低温による健康障害の大きさと、そ
れにもかかわらず、夏こそ健康障害であると信じて疑わない我々のメ
ンタリティである。
　我が国の住宅は健康さという点では、欧米より格段に劣ってい
る。大草原に暮らすモンゴルの遊牧の人々の方が健康な暮らしをし
ている。自然との距離感とか、水・空気の綺麗さ、ということではない。
温度の低い暮らしを良しとしていることが大きな問題といえる。

　住宅は快適さが求められる。というか、快適な住まい、が良い家の
キャッチフレーズとして頻繁に使用される。おそらく80年代から日本
のほとんどの暮らしにかかわる産業において「快適さ」がアピールされ
るようになった。快適な車、快適な社会、快適な家。そのころに鉄骨
系の住宅会社に勤務していて、伝統木造住宅の作り手と論争をした
こともあった。驚いたのは、お互いに自分の作る家こそ、より快適と断

じていたことであった。その経験から、住宅の評価に「快適」は適切
ではないと思うようになった。
　当時、欧米にならった高断熱の住宅を建設している工務店・ビル
ダーの方々から同じようなエピソードを聞いていた。「うちの住宅に住
んだ人は元気になる」と。本当にそうなのか、本当としてどの程度、そ
うなるのか、興味を持っていた。10年ほど前、医療の専門家と協業し
て住宅を考える場に入った。そこでこの興味の解決をしようと考えた。
　当初は200人ほどの、ごく近しい人達を中心に、家が変わることで
体調がどのように変化したか訊くアンケート調査を実施した。ほとん
どの人は変化なしであったが、いくらかの割合で、症状が出なくなった
人がいた。規模を10倍に拡大して行った再調査も同様の結果を示
した。それに勇気を得て、国交省住宅局主幹で行っていた「健康維
持増進住宅研究開発委員会」にさらなる調査実施を持ち掛けた。イ
ンターネットなどを通じて24,000人分のデータを得た。過去2年から
8年ぐらいの期間内に新築の戸建住宅に転居した人が対象で、転居
前後の諸症状の有無を聞く、というアンケートであった。
　結果、調査した本人が驚く関係が明らかになった。明確に、転居
後の断熱性が高いほど、諸症状が出なくなった人が増加していた。
以降も同様の調査は続けられ、現在は10万人を超える結果が集まっ
ている。が、その結果の傾向は不動である。断熱性が高いほど、諸
症状が出なくなっている。
　このことから、「低温は万病の元」と結論した。寒さ、ではなく低温
である。寒さは人体が低温にさらされていることを脳が認識した状態
である。寒さを覚えると、ほとんどの場合、何らかの対策を行う。暖房
をつけたり、暖かい部屋に移動したり、服を重ねたりする。「低温」は
心が認識していない状態である。案外、多い。寝ている間。夢中で

IOT への住宅での期待が理解できない

（いわまえ　あつし）
1986年神戸大学大学院工学研究科環境計画学専攻修了、積水ハウス株式会社入社、試験研究所配属。1995年神戸
大学にて博士号取得。2003年積水ハウス株式会社退社、近畿大学理工学部建築学科助教授。2009年近畿大学理工
学部建築学科教授。2011年近畿大学建築学部学部長・教授、現在に至る。専門は建築環境工学、とくに熱・湿気分野。

低温は万病の元

写真１　モンゴル草原の一軒のゲル
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特集  「ウエルネス住宅」

健康に暮らせる暖かい住宅

本やTVを見ているとき。酔っぱらったとき。そ
ういった時に我々は低温に身をさらし、これが
健康障害になっている可能性である。
　2009年にWHOは「住宅と健康」という調
査報告書を出版している。欧州における、と副
題がついているが、調査地域を欧州にしている
だけで、人は同じである。その中で、健康障害
要因として、低温と明記している。
　2015年、LANCETに驚異的な調査論文が
報告されている。世界13の国と地域で、過去
7500万例の死亡について分析した結果、日本の低温による死亡者
は年間12万人と書かれている。高温による方はその33分の１である。
　実際、日本人は冬季に最もたくさんの人が亡くなっている。心臓発
作や脳出血のような循環器系だけではない。その他多くの病因でも、
冬季に増加しているが、その理由を明確に説明できる医療の専門家
にはまだ会っていない。

　つい先日も、東北の一部の地方では寒さを我慢することが、その
地域の美徳とされているとのレポートを見た。東北の一部だけではな
いように思う。筆者の暮らす関西でも普通の考え方であろう。かつて、
伝統木造住宅に暮らす方に言われた。仮に暖かさが大事だとしても、
だからといって住宅に手を加える必要はない、服をたくさん着れば解
決する。それが日本人の知恵だと言われた。このことは永い間、私に
とっての大きな命題であった。確かに服を着れば解決するのであれば、
住宅に断熱材などを張り付ける必要はない。しかしながら前述の調査
の結果、分かったことは厚着で解決しない低温の影響もたくさんある
ということである。着衣に覆われた部位を局所的に高温化することは
できても、剥き出しの部位は低温のままである。
　皮膚炎は着衣の接触に起因することも多いらしい。特に、靴下の
口ゴムや下着のゴム部はふだん特に問題のない人でも乾燥の進む春
先には皮膚のただれをもたらす。最近では、低温の床に足裏が接触
することにより、瞬間的に血圧が上昇し、その影響が数時間残ると聞
いた。やはり、空間自体をある程度、高温化することが重要であろう。
　先に冬季の死亡者が増加していると書いた。では、昔はどうだっ
たのか、わが国の過去のデータを遡ってみた。最も古いデータが
1910年に残されていた。明治43年である。そのデータでは驚いたこ
とに、8月に最も多くなっていた。今とは真逆で6月から上昇し、8月が
ピーク、9月に下がり始める、という結果である。
　それからの経緯を時系列で追うと、全体には夏に亡くなる人が減
少し、冬に亡くなる人が増加していることが分かった。兼好法師は鎌
倉時代に徒然草の中で「すまいはなつをむねとすべし」と書き残し
た。いまでもこれを金科玉条のごとく掲げる人も少なくない。特に木
造住宅の関係者に。兼好法師が存命の頃は、夏にたくさんの人が亡
くなっていた。ゆえに、そのころはこれが正しいと思う。今は真逆であ
る。状況の変化を顧みず、過去の知見にこだわることこそ、兼好法師
が最も嫌った生き方ではないか。今は「冬を旨とすべし」時代である。

　昨年の11月から、実際に高断熱住宅に暮らす家庭を訪れ、そのよ
うな住まいに暮らして生活がどのように変化したかを調べている。30
件ほど、東北から九州まで訪れた。そこで全く予想していなかった多
くの知見を得ている。

　入浴時間が変わった家庭がある。正確には入浴のタイミングであ
る。以前の寒い家では、誰かが入った後、湯が冷めやすいので、そう
ならないように連続して風呂に入る。省エネには効果的であるが、そ
のために友達とLINEできない、家事の手が止まる、TVが生で見ら
れない。様 な々面倒さがあった。高断熱住宅に転居後、お風呂が冷
めなくなったので、いつでも入りたいときに入れるようになった。ほか
の家族の動向を気にする必要がなくなった、という。
　家の中の居場所が変わった家庭がある。以前の寒い家では、リビ
ングの炬燵がすべてであり、どのようなコンディションでも、嫌な時でも
炬燵に入らざるを得なかった。転居後は、それぞれの居場所を見つ
けた。父親は１階のリビング、母親は2階のダイニング、子供はそれぞ
れの居室。それで家族の仲が悪くなった、コミュニケーションが疎遠
になったか、と問うと全くそうではない、むしろ以前より仲良くなったと。
常に顔を合わせているからといって、始終、喋っているわけではない。
自分の居場所ができることで暮らしに余裕ができ、その分、家族にも
気を向けることができると。
　20歳の老猫が暮らす家があった。以前の家では炬燵周辺から動
くことなく、食事の量も減ってお別れの日が近いように感じていた。転
居後、階段を上り下りするようになった。お客がくれば興味をもって見
に降りてくる。その日もその猫はゆっくりとだが、上から降りてきて調
査に訪れた私たちの顔を一瞥した。
　豊かな住まいとは、高価な調度品に囲まれた家ではない。雄大な
眺望に恵まれた家でもない。まして、地震に強い、IOTに支えられた、
自然素材で構成されている、そんな家ではない。本当に豊かな住ま
いは暖かい。
　寒さは精神で克服することはできるが、無意識の低温は精神で
克服できない。低温の健康障害をしっかり認め、これの本質的な対
策を行い、家族の幸せを考えることが今こそ重要と考える。
　2年前の夏、知人の案内でモンゴルの大草原を訪れた。草の上
に生まれ、草の上で暮らし、草の上で死んでいく遊牧の民の暮らしを
垣間見た。伝統的な暮らしを行う遊牧の民であるが、現在のテクノロ
ジーを却下、あるいは無視しているわけではないことも学んだ。ゲル
の外被には厚いフェルトが断熱材代わりに用いられている。ゲルの中
には冷蔵庫が置かれている。草原に電線は通っていないにもかかわ
らず。風力発電のプロペラと太陽電池パネルがゲルの横に鎮座して
いた。伝統的な暮らしも続けている。冬季は一晩中、ゲルの中では
暖房を続けている。したがって、ゲルの内部の温度はけっこう、高い。
　就寝時、暖房を切って低温空間で寝ている人は日本では普通で
あるが、日本以外ではレアであるといえる。すべてにおいて世界の中
で先進的なわが国で、住宅内の温度は明らかに後進である。健康な
住まいを考えるときに、まずは低温対策。これが最重要である。

住まいが変われば暮らしが変わる

「住まいは夏をむねとすべし」の正しい理解
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図2　月別死亡率の変遷
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図１　住宅高断熱化の居住者健康改善効果

まあまあ断熱 ちゃんと断熱 もっと断熱
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健康になる医学的に
正しい安全入浴方法とは？

　１日の疲れをお風呂で癒す……とても良い生活習慣である。
湯船に浸かる入浴（以下、お風呂）は疲労を回復し、リラック
ス効果があることが多くの医学研究で報告されている。実際
にお風呂から上がるとすっきりした爽快感を覚えるであろう。
私たちが以前3千人を対象に行った大規模な調査でも、毎日
湯船に浸かる方は、健康状態が良く、良い睡眠が取れ、幸福
度が高いという結果であった。その理由として、お風呂は医
学的にいくつかの効果があることが知られている。入浴には
心身に与える作用が、大きく分けて以下の5つある。

　これらの知識を蓄えておくと正しい入浴法が身につき、入
浴がもっと楽しくなる。聞きなれない用語もあるが、簡単に
説明する。
　まず温熱作用である。湯につかり体を温めると血管が広
がり、血の流れがよくなる。皮膚表面の温度が上がると、全
身で血の流れがスムーズになる。血流が良くなると酸素と栄
養素が体中に行き渡り、老廃物が体外に排出され、新陳代
謝が進む。温まると関節が緩くなり、筋肉痛や筋肉疲労が
緩和される。
　湯の浮力にはリラックス作用がある。肩まで湯につかると
人間の体重は通常の10分の1程度になる。60㌔㌘であれば
6㌔である。陸上では、私たちは重力に抗するため無意識に

筋肉を緊張させて姿勢を保っている。お風呂は地上で唯一
重力から解放される場所でもある。とくに肥満などで膝や腰
などの関節に痛みがある人は、水中であれば転びにくく、浮
力を生かしたリハビリもできる。
　水圧で体が締め付けられると、下半身にたまった血液が
体の中心部に押し戻され足のむくみの改善になる。胸郭が
圧迫され、それに抵抗すれば呼吸筋の運動になる。ただ、
心臓や肺の病気を抱える人は負担になるので注意が必要で
ある。
　洗浄も大きなお風呂の作用である。湯につかる間に体の
汚れはほとんどとれる。タオルで強くこする必要はない。手
にせっけんの泡をつけて皮膚をなでるくらいでちょうどいいだ
ろう。
　また、水には粘性・抵抗性がある。空気中では簡単な動
作も水中だと力が必要になるのはこの水の性質のためである。
手や足を動かす軽いトレーニングも入浴時にできる。

　一方、国の調査では年間にお風呂で5千人前後の人が亡く
なっており、別の調査では、1万9千人もの人がお風呂で亡く
なるとの推定もある。お風呂で亡くなる原因は脳卒中や心筋
梗塞などの脳心疾患、また重い熱中症や溺死とも言われて
いるが、詳しいことはまだよく分かっていない。また、特徴と
して、亡くなる方のうち、65歳以上の方が8割以上を占める。
しかし、正しい入浴法を守れば、お風呂は安全に入ることが
できる。

　とくに秋から冬、春先の寒い時期にお風呂で体調を崩す人
が多くなるが、それにはいくつかの理由がある。第一に「寒

お風呂の医学的効果とは？

お風呂の事故は寒い時期に多い

お風呂での事故は 65 歳以上で多い！

東京都市大学　人間科学部　教授　博士（医学）　
温泉療法専門医

早坂　信哉
（はやさか　しんや）
1993年自治医科大学卒業後、地域医療に従事。2002年同大学院修了、浜松医大准教授、大東文化大学教授な
どを経て現職。温泉・入浴の医学的な研究を行いメディアへの出演も多い。主な著書として『たった１℃が体を
変えるほんとうに健康になる入浴法』『入浴検定公式テキスト』がある。

① 温熱作用
② 浮力作用
③ 水圧作用
④ 洗浄作用
⑤ 粘性・抵抗性
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健康になる医学的に正しい安全入浴方法とは？

さ」である。お風呂に入る前に暖房の効いた暖かいリビング
から脱衣室へ行くが、一般家庭では脱衣室には暖房がない
ことが多く、とても寒くなっている。以前真冬に行った簡易な
計測ではリビングと脱衣室では10℃以上も温度差がある家
庭があった。春先も、とくにお風呂に入る夜間はまだまだ寒
い地域もあり、油断できない。

　寒いところでぶるぶる震えながら服を脱ぎ裸になるが、体
はこの「寒冷刺激」によって反応し血圧は急上昇し、不整脈
を引き起こす可能性も高まる。とくに50歳以上になると動脈
硬化が進んでくるのでこの血圧の急上昇は血管に負担をかけ
る。血圧の急上昇が脳卒中や心筋梗塞を引き起こすと言わ
れている。最近よく耳にする「ヒートショック」とはこの急激
な温度差による体調不良の発生のことを言う。これらの予防
には、脱衣室の暖房が大切である。最近は脱衣室用や浴室
用の暖房装置も出てきた。暖房がない場合は浴室にシャワー
をかけ流す、浴槽の蓋を開けてお湯を張る、などの方法で温
める。リビングとの温度差は5℃以下にするとよいという報
告もある。もっともよいのは、全館空調である。とくに高齢
者の住宅には、段差などの物理的なバリアフリーだけでなく
温度差にも気を配りたいものである。

　入浴事故の第二の原因は、熱い湯である。まだ寒いからお
風呂でしっかり温まろうとばかりに、お湯の温度を高くしがち
になる。しかし、42℃以上の高温浴は交感神経を刺激し、血
圧を上昇させる。つまり暖かいリビングから、寒い脱衣室で
の震えながらの脱衣、さらに熱い湯にドボンと飛び込むとな
ると血圧の急上昇が続く。それゆえ脱衣室は暖房し、湯温
は40℃までが安全である。とくに高齢者は加齢現象で温度
への感覚が若い時に比べて鈍くなってきている。自分の感覚
だけで湯の温度を判断するのではなく、給湯器できちんと湯
の温度管理をするべきだ。
　

　まずは、最初に水分を摂ってからお風呂に入る。お風呂に
入ると汗をかくので脱水になることが分かっている。脱水に
なると、血液の粘り気が出て血栓ができやすくなる。血栓が
できると、脳梗塞や心筋梗塞の原因になる。水分はお風呂
の前と後にそれぞれコップ1杯以上の水を飲むといいだろう。
残念ながらビールには利尿作用があり、かえって脱水になる
ので水分補給として勧められない。ビールの後も、別に水を
飲むとよいだろう。

　湯に浸かってゆっくりくつろぎ、額が汗ばんだら、そろそろ
湯から出るタイミングである。ダラダラと汗が出るまで我慢し
ていると夏でなくても熱中症になる。上がった後は湯冷めし
ないよう、すぐにタオルなどで肌の水滴を拭き取る。そして前
述の通り、水分を再度摂るとよいだろう。その後は、ゆっくり
休憩するようにする。風呂は思ったより疲れることがあり、30
分以上は休憩を心がけよう。安全な入浴法でお風呂を健康
づくりに役立てて欲しい。

　とくに春は、新生活となる人も多く、新しい環境に身をおく
と、その環境に対応しようとして、身体の自律神経のうち、交
感神経が高ぶる。その結果、血圧が上がり、脈が速くなり、
汗をかき、筋肉は緊張して体はこわばる。交感神経の高ぶり
が続くとこの緊張状態が継続して、知らず知らずのうちに身
体は疲労していく。春は交感神経が刺激され緊張状態が続
きやすい環境だが、この緊張を解くカギは副交感神経にある。
もともと自律神経は交感神経、副交感神経がシーソーのよう
に対になって人の体のバランスを取っている。交感神経は興
奮・戦闘態勢の神経、副交感神経はリラックス・休憩モード
の神経である。新生活の疲れを取るためには過敏になってい
る交感神経の働きを抑え、副交感神経を刺激して心身を休ま
せてあげることが大切である。

　ぬる湯に浸かると交感神経の活動が抑えられ、副交感神
経が刺激されることは多くの研究から明らかになっている。
お風呂はちょっとしたことに気を付ければもっと安全にそし
て健康づくりに役立てることができる。今晩から試してみて
欲しい。

安全入浴のコツ②：湯は 40℃以下で

安全入浴のコツ③：たっぷり水分補給

お風呂は欲張らない

安全入浴のコツ①：脱衣室の暖房

春のお風呂の入り方のコツとは？

　副交感神経を刺激する入浴法はいたってシンプル
である。

・38℃～ 40℃のぬるめのお湯に
・時間は15分ほど
・肩まで全身浴
　これだけである（病気のある方は主治医へ相談し
て欲しい）。
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建築概要
名称：Diagonal Boxes
所在地：埼玉県所沢市
設計者：川島範久＋佐藤桂火＋ 

高瀬幸造＋平岩良之
施工者：株式会社　山崎工務店
構造：木造軸組構造
階数：地上2階
延べ面積：134.48㎡
竣工年月：2016年2月

外皮平均熱貫流率：0.35W/m2K
冷房期の平均日射熱取得率：2.1%
設計1次エネルギー消費量：85.3GJ

（※断熱ブラインド、水蓄熱、通風、太
陽光発電は計算に見込んでいない）

相当隙間面積（実測値）： 
0.16cm2 /m2

太陽光発電：10.08kW（20年間固
定価格買取制度）

 環境シミュレーションを活用して
良好な温熱・光環境を創出する

－所沢の住宅「Diagonal Boxes」の設計プロセス－

建築家　東京工業大学　助教

川島　範久

　近年、環境シミュレーションを活用したエビデンス・ベースドな設
計プロセスが注目されている。本稿では、戸建住宅「Diagonal 
Boxes」の設計プロセスの紹介を通して、その可能性の一端を示す。

　「Diagonal Boxes」は、埼玉県所沢に建つ、祖父母・夫婦・子
供2人の3世代の家族のための住宅である。地球、都市、近隣と
いった環境を他者とシェアしながら、自分たちも最大限享受し、自

然との繋がりを日々感じられるDelightfulな建築を目指した。分
譲住宅団地の一角にある敷地は角地で、西側が畑に面して開けて
いる。周辺環境を考慮して、大小の正方形平面の箱を重ねたシン
プルなボリュームを、1階は敷地境界に沿って南東側に寄せて配置
し、その上にリビングの大開口が真南に向くように、45度回転させ
て2階の箱を重ねた。この配置により、駐車場と庭が自然に分節
されるとともに、街路への圧迫感も抑えられる（写真１、図１、図2）。
　この配置によって分節された南西側と北西側のふたつのスペー
スは、それぞれ庭と駐車場とした。2層吹抜けのリビングが生活
の中心となる。真南に向いた大開口をもつため、冬季には長時間
日射が入り込み、夏季には庇によって日射が遮られる。リビングの
前には半透明の壁と穴の開いた屋根で囲まれた半屋外的なバッ
ファー空間を設け、街との距離感を調整できるようにした。玄関を
挟んでリビングの反対側には祖父母のための和室を配し、2階に
は父母の寝室と子供部屋、書斎や第2リビングといった主に子世
帯が使う諸室を配置した。和室や子供部屋は間仕切壁を追加可
能とし、将来の家族変化に柔軟に対応できるようにしている。高
い外皮性能、水蓄熱と組み合わせた全熱交換式の換気システム
等により、暖冷房なしでも快適な温熱環境とし、「自然との繋がり」
を一層楽しめる住宅とした。

　所沢市は、省エネ基準による地域区分では、東京より一段階
寒い5地域に属する。所沢市の拡張アメダス気象データを参照し、
年間の温湿度データを空気線図上にプロットすることで、冬季の

建物概要

気象解析から導かれる有効なパッシブ手法

（かわしま　のりひさ）
1982年神奈川県生まれ。2005年東京大学工学部建築学科卒業。2007年同大学大学
院修士課程修了。2007年～2014年日建設計。2012年カリフォルニア大学バークレー
校客員研究員。2016年東京大学大学院博士課程修了。現在、東京工業大学助教、慶應
義塾大学非常勤講師、首都大学東京非常勤講師、川島範久建築設計事務所主宰。

図2　断面図 1：150
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図３　気象解析（年間温湿度データの空気線図へのプロット ）
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・ダイレクトゲイン（南面大開口）
・ 熱容量の付加
・自然通風

Passive Design Strategy

・寒い/ 暑い時間が多い → 断熱＋気密

※拡張アメダス気象データ（地点：所沢）
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ダイレクトゲイン、熱容量の付加、自然通風などの手法によって快
適時間が増加することがわかった（図3）。しかしそれでも寒い／
暑い時間が残るため、断熱と気密を十分に行うことが重要である。
また、日射量と風のデータから、冬季に晴天日が多く十分な日射量
が見込めること、卓越風は南からの風であることがわかった。

　以上のような気象条件を踏まえ、日射解析やCFD解析を行
い設計にフィードバックすることで、ボリューム配置と形状を検討し
た。隣家の敷地に落ちる影をできるだけ減らし、風を受け渡し、街
路への圧迫感を抑えるとともに、住宅自体も存分に太陽と風を享
受できるような建ち方を考えた。敷地のグリッドに沿ったボリューム
を考えると、主開口面は南西となり、冬季に十分な日射を得られず、
夏には西日が差し込んでしまう。これに対し、主開口面が南に正対
し冬季の日射を豊富に受けるとともに、2Fのセットバックにより北
側隣家への日射も遮らないボリューム配置とした（図4）。庇を設け
夏季の日射遮蔽に配慮するとともに、南面以外の開口は採光と通
風のために必要最小限の大きさとし、夏季の西日の侵入を抑えた。
このボリュームにより、南からの風に対して各面に風圧差が生じ、自
然通風が促進される。また、周囲に十分な風が流れており、周辺
の風の流れを阻害しない形状にもなっている。

　納戸を除いたすべての空間を昼光で生活可能にすることを考え、
廊下・玄関では建具を半透明素材とすることで、吹き抜け空間に
入る豊富な自然光を隣室に導く計画とした。玄関はリビングとの間
に設けた欄間によっても光が導かれる。Radianceによる光環境シ
ミュレーションで、その効果を確認しつつ設計を進め、直達日射が
ない条件においても多くの時間帯において十分な昼光利用が可能
であると判断した（図5）。1Fでは、納戸を除いたすべての空間で
自然光が導かれ、日常生活に十分な明るさとなる。2Fではリビング
2・書斎・子供コーナーは曇天時でも勉強等に十分な明るさとなる。
　室内のCFD解析を行い、室内居住域で空気が停滞することな
く風が室内を巡るよう、窓の配置等を調整した。1Fでは、外部風
はバッファー空間（＝テラス）で弱められ、適度な風速でリビングに
導かれる。テラス窓から取り入れられた風は、停滞することなく室

内を巡る。2Fでは吹抜けを介して上昇した風が、負圧となった各
面の窓から引き抜かれる。

　充填断熱と付加断熱、真空トリプルガラス（アルゴンガス封入）、
樹脂サッシ、断熱ハニカムブラインドおよび高気密処理により外皮
性能を高めた。ＵＡ値（外皮平均熱貫流率）は0.35W/m2Kであり、
HEAT 20 G2相当となる（断熱ブラインドを含まない試算）。また、
床下に水の入ったペットボトルを蓄熱体として敷設し、冬季の日射
を蓄熱できる全熱交換式の換気システムとすることで、暖冷房なし
の自然室温状態でも快適な温熱環境とした。
　Energy Plusによる熱負荷・エネルギーシミュレーションを行うこ
とで、以上のような手法を取り入れた際の温熱環境の改善を、段
階的に検証した。その際、非空調状態での作用温度（OT）を
算出し、快適域からのずれを365日24時間分集計することで、
Thermal Autonomy（年間在室時間において快適となる時間率）
を可能な限り高めるよう設計を進めた。省エネ基準相当の仕様で
は年間快適時間は約2000時間であるが、本計画では約3500時
間に増加するとともに、寒い／暑い時間も大幅に減少することが
わかる（図6）。HEMSによる実測結果としては、冬季代表日では、
床暖房によるガス消費量は僅かで、室温は18 ～ 20℃を維持して
いた。夏季代表日では、僅かな冷房により室温は26℃程度に維
持されていた。

　以上のような高性能外皮・設備の採用に加え、昼光利用と
LED採用の効果を合わせ、電力消費量の試算を行うと、空調・
照明による電力消費の半減が可能であることがわかった。また、
屋根には出力量10kW分の太陽光パネルを設置し、20年間の固
定価格買取制度を利用している。発電量の試算によると、太陽光
発電システムの導入コストに対し、売電により約10年で元を取れる
試算となった。6人世帯を想定して求めたガス消費エネルギーを考
慮しても、余剰電力量が上回りゼロエネルギーとなる試算となった。
実測値としても、年間1次エネルギー収支を見ると、用途により予
測値と異なるものもあるが、総量としては概ね一致しており、年間
で発電量がエネルギー消費量を大きく上回っていた。

　Diagonal Boxesは、 工学的な技術およびコンピュテーショナル
な手法を活用して、「自然と繋がるDelightfulな建築」をめざした住
宅である。そのような建築における歓びDelight（と苦労）を通し、
自身の価値観を見直し、自身も変化していく。そのような人間の価
値観やふるまいの変化こそが現在求められていると考えている。

自然と繋がる Delightful な建築へ

太陽光発電とゼロエネルギー

温熱快適性

昼光利用・自然通風

配置と形状

図6　Thermal Autonomy解析（Energy Plus)
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図４　積算日射量解析（Radiance）と風圧解析（CFD:Flow Designer）
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図５ 昼光解析（Radiance）と通風解析 （CFD:Flow Designer） 
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地域での子育て支え合いと
子育て向け住宅の供給

～子育てしやすい港北ニュータウン メゾンふじのき台～

ＵＲ都市機構　ウェルフェア総合戦略部　企画課長

諸隈　慎一

　ＵＲ賃貸住宅には、豊かな緑、見通しの良い公園、保育所・幼
稚園・学童保育所、小児科等といった子育てしやすい環境が整っ
ていることに加え、エレベーターやスロープの設置、集会所のキッ
ズルーム化といった共用部改修と、時代のニーズや子育てに配慮
した住宅供給、そして、「子育て割」・「そのママ割」・「近居割・近居
割ＷＩＤＥ」といったお得な家賃プランを揃え、子育て世帯にとって
暮らしやすい住環境が整っている。

　社会全体の高齢化が進み若者・子育て世帯の人口が減少して
いることを受け、ＵＲ賃貸住宅でも若者・子育て世帯を取り込む
ことが重要課題となっていることが背景となり、前述のような子育
てに配慮した住宅やお得な家賃プランを揃えている。そして更な
る試行的施策を、平成29年１月より港北ニュータウン メゾンふじ
のき台（以下、団地という。）で開始した。
　神奈川県横浜市都筑区に所在する団地周辺には、多くの公園、
保育施設、小学校等の子育て施設や商業施設が整っており、子
育て世帯にとって暮らしやすく人気のエリアである。また、団地集
会所ではサークル活動、夏祭り等も行われ、ハード面だけではな
くソフト面の取組みも活発で、子育てのポテンシャルが高い団地で
あることから、団地を中心とした地域のネットワークを通じ、子育て
における悩みや困り事について地域全体でお互いにできることを
助け合う「共助」を推進するものである。この「共助」を推進する
ことで、ＵＲ都市機構が行う３年間の施策終了後も自立した地域
コミュニティが維持され、さらに子育てしやすい地域として、世代を
越えてこの地域に住み続けたいと思ってもらえるよう地域の付加

価値向上に繋がることを目指している。
【団地概要】
　所在　神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南４－12
　交通　横浜市営地下鉄ブルーライン
　　　　またはグリーンライン「センター南」駅徒歩７分
　管理開始　平成元年３月～平成２年４月
　供給戸数　456戸
　子育てにおける「共助」の実現を目指す具体的な取組みとして、
地域交流等の事業を実施する株式会社ＡｓＭａｍａと連携し、月
３回団地集会所で交流イベントを実施、子育ての仲間づくりの支
援を行っている。その参加者の中から、地域子育てのお世話役で
あるママサポを発掘・育成し、無料のインターネット会員サービスの
子育てシェアを通じて、悩みや困り事を解決するというスキームで
ある。例えば、「上の子どもが熱を出してしまい下の子どもを預かっ
てほしい」、「急な残業のため代わりに子どもの迎えに行ってほしい」
といった時に、子育てシェアを通じ助けてほしいとメッセージを送
ると、友人・知人や近くのママサポが支援を行い、当事者間で謝金

（500円/時間～）を支払うという仕組みである。メッセージを送る
相手は、団地集会所で行われている交流イベントに参加した顔見
知り同士であるため安心して利用できること、また謝金ルールが設
定されているため気兼ねなく利用できること、万が一の際は保険
が適用となることがメリットである。
 

図２　取組みイメージ

※ママサポとは、自身の経験や強み、得意分野を活かし、一緒に
子育てを頼り合える環境づくりに取り組む株式会社ＡｓＭａｍａが
認定する共助サポーターである。取組み内容や子育てシェアを紹
介する“つたえるママサポ”、子育てを頼りたい親子と支援者・団
体とをつなぐ“つなぐママサポ”、託児や送迎支援を行う“あずか
るママサポ”の活動があり、子育て中の方以外にも、子育てが一
段落したシニア層や学生、男性も参画することができる。（各種活
動での活動奨励金あり。）

はじめに

（もろくま　しんいち）
平成３年、住宅・都市整備公団入社。共通部門、賃貸住宅部門等を経て、平成28年４月より現職。多様な世代が生き
生きと暮らし続けられる住まい・まちを目指すため、地域関係者と連携及び協力しながら、地域に必要な住宅・施設・
サービスの整備を推進する地域医療福祉拠点化の取組みに従事。 

子育て共助の取組み

図１　団地外観
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特集  「ウエルネス住宅」

地域での子育て支え合いと子育て向け住宅の供給

　　　　 

図３　
つなぐママサポイメージ
イラスト提供：
株式会社ＡｓＭａｍａ

　交流イベントでは、最初に参加者同士の交流時間を設け参加
者同士がリラックスをし、イベントを楽しみ交流が深まる工夫をして
いる。平成30年１月までに計38回開催し、その中でもアロマ系
制作やヨガコンテンツは大盛況であった。参加者の声として、「同
じ年頃の子どもを持つ人と話ができるのでまた参加したい」、「まだ
自身の子どもが小さいゆえママサポとして活動することは難しいが、
子どもが大きくなったら子どもと関わる仕事をしたい」といった声が
寄せられ、実際に子育てシェアを通じて託児依頼をした利用者か
らは、「急な残業と電車遅延でお迎えが間に合わない時、緊急で
友達に支援を発信。近所のママサポが保育園までお迎えに行っ
てくださり、大助かりでした」、「以前、自身の子どもを預かってもらっ
たので今度は友人が困った時に子どもを預かってあげたい」といっ
た声も挙がっていた。このように、まずは自分自身を助けてほしい

という思いで子
育てシェアを利
用し子どもの
送迎や託児依
頼を行うが、同
じ子どもを持つ
親同士、困った
時はお互い様
という意識が
潜在的にある
ことから、こう
いった意識が
団地を中心とし
た地域全体に
根 付き、持 続
的な「共助」と
なるよう取り組
みを推 進して
いく。
 

　一方、団地は管理開始から約30年経過し、リノベーションが必
要な時期となったことから、ＵＲ都市機構の女性職員を中心とし
たプロジェクトチームを結成し、「子育て世帯が嬉しいのはどのよう
な設備・仕様か」を念頭に置き、外部機関の調査結果や自身の
子育て経験を踏まえ、以下の３点を意識した改修メニューとした。
　１　子育てする上での安全・安心
　２　ママのストレス軽減
　３　子育てにやさしい空間づくり
　※図６　改修概要参照

　平成29年５月の交流イベントで住戸内覧会を実施し、乳幼児か
ら小学校低学年の子どもを持つママの参加があった。アンケート

では、「広いキッチンからいつも子どもを見守ることができて安心」、
「お手伝いカウンターで子どもと一緒に料理や宿題ができそう」、「玄
関のシューズボックスにベビーカーを収納できるのは便利」、「和室
が樹脂畳なので、子どもがジュースをこぼしても手入れがしやすそ
う」といった一定の評価が得られ、実際の入居者募集においては
子育て世帯が契約・入居している。
　子育て向け住宅以外にも、現在子育て層を意識した住棟エント
ランス改修や、多目的トイレ・全開口サッシ設置等、団地や地域の
方が使いやすい集会所への改修を実施しており、更に子育てしや
すい住環境の整備を推進している。

　前述の子育てにおける「共助」によって生まれる“地域と繋がり
を持つことによる安心感”と、子育て向け住宅に住むことにより生
まれる“気持ちのゆとり”の２つの相乗効果が生まれ、団地を含
む地域コミュニティは更に活性化し子育てにやさしい街として地域
全体の付加価値向上に繋がっていくと考えている。この子育てに

やさしい街に住
み始めた若 者・
子育て世帯が地
域と繋がる暮ら
しを実現するこ
とで、５年、20年、
30年後と地域に
根付き世代を越
えて団地や周辺
地域に長く住ん
でいただけるよう、
引き続き取組み
を強化していく。

最後に

子育て向け住宅供給の取組み

図10　目指すべき将来像

図６　改修概要

図４　参加者同士での交流の様子

図５　地域の方も交えたミニ運動会

図７　お手伝いカウンター（写真手前） 図８　樹脂畳採用の和室

図９　業務終了後のイメージ
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空気質に配慮した
住まいづくりと更なる健やか

住環境創造研究
積水ハウス株式会社　総合住宅研究所　健康・UD 研究開発グループ　課長

松下　和彦

　住宅の高断熱高気密化に伴い建材や家具などから発散され
る化学物質による室内空気汚染が顕在化したことから、シックハ
ウス症候群対策として厚生労働省による室内濃度指針値策定や、
2003年の改正建築基準法においてはホルムアルデヒドを含む建
材の規制と24時間換気システムの設置義務付けがなされた。こ
の他、住宅性能表示制度では特定測定物質（ホルムアルデヒド、
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン）を示し新築住宅や
既存住宅の室内濃度を任意測定する制度を運用、（社）日本建材・
住宅設備産業協会では「化粧板等からの4VOC（トルエン、キシ
レン、エチルベンゼン、スチレン）放散に関する自主表示制度」が示
されるなど様 な々取り組みが行われてきた。しかしながら、これ等
対策は一定の効果を示したものの未だシックハウス症候群が無く
なっていないのが現状であり、当社においても居住者からの健康
影響に関する問合せが少ないながら存在することも事実である。
　シックハウス症候群は個人差が非常に大きく、成人と小児では
化学物質に対する感受性が異なることや、低濃度環境で敏感に
反応する成人もいる。また、医学分野における臨床分類では化学
物質による影響だけでは説明できない心理的要因の関与が考え
られる型なども存在するなど、今後本問題に取り組むにあたり建
築分野だけでなく医学分野との連携の重要性を強く感じるところ
である。そこで、本問題に係る積水ハウスのこれまでの取り組みと
現在実施中の研究について紹介することとする。

（1）プロジェクト概要
　ケミレスタウン・プロジェクトは、千葉大学予防医学センターが主
幹となり進めてきたシックハウス症候群など環境由来の健康影響
を予防できる街づくりを実現するための産学連携の共同研究で、
社会全体が持続可能で将来世代の健康を守り維持することを目
指したプロジェクトである。
　2005年から2013年には約30社におよぶ企業により環境改善
型予防医学（環境を改善することで環境汚染物質などから引き
起こされる疾患を予防するという考え方）の実証実験や情報発信、
指針提案、人材育成、企業間交流などが進められた。
　ケミレスタウンの研究施設は千葉大学の敷地内に建設され、主

に「住居ラボ」、「ユニラボ」、「テーマ棟」で構成されている。「住居
ラボ」は住宅建設会社４社が独自の技術で建設した化学物質を
できる限り低減した実験住宅で、気中濃度の季節変化を調査す
るとともにボランティアによる体感評価試験や宿泊実験が実施さ
れた。「ユニラボ」は建材メーカーの材料を使用した部屋単位のユ
ニット研究施設で、個々の建材の放散速度試験と気中濃度測定
結果について包括的な分析が行われた。また、「テーマ棟」は本プ
ロジェクトの中心施設としてシックハウス症候群予防の研究や情
報発信を担う場所であり、シックハウス症候群の診察や検査を行
うための「環境医学診療科」を設置するほか、シックスクールに対
応するための空間（ケミレス教室）なども設置された。

（2）実験住宅建設
　「住居ラボ」のうち1棟は積水ハウスが建設した実験住宅で、化
学物質の放散量が少ない内装仕上げ材、下地材、接着剤、断熱
材などの建材を用いた建物である。これ等建材の評価は小型チャ
ンバー法JIS A 1901に準じて行い、竣工後のTVOC濃度が厚
生労働省の暫定目標値400μg/㎥を満たすことを目標とした放散
速度数値を予め設定したうえで、本数値を満たすものを中心に選
定した。TVOC濃度の測定結果は、リビング空間が竣工直後に

はじめに

（まつした　かずひこ）
1993年同志社大学工学部工業化学科卒。同年積水ハウスに入社。営業所における業務経験を経て2003年より現職に配
属され住まいと暮らしの健康、主に空気環境についての研究開発に携わる。

ケミレスタウン・プロジェクトについて

図1　ケミレスタウン全景（千葉大学柏の葉キャンパス内）

表１　ケミレスタウン・プロジェクト（2005年～ 2013年）の取り組み内容

①実証実験 化学物質を低減した実験住宅や実験空間の建設、気
中濃度測定、発生源調査、建材の放散量調査、ケミ
レスポンプの開発、ケミレス必要度テストの開発、体
感評価試験、宿泊実験

②情報発信 ケミレスギャラリーの一般公開、市民講座の開催

③指針提案 ケミレス規準の作成、ケミレス認証制度の運用

④人材育成 海外・国内大学院講義

⑤企業間交流 合計 30 社との共同研究
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特集  「ウエルネス住宅」

空気質に配慮した住まいづくりと更なる健やか住環境創造研究

500μg/㎥を少し超過したもののその後減衰しており、寝室は竣
工直後から225μg/㎥という低い濃度であった。本実験住宅の
主な仕様は図2に示すとおりである。

（3）ケミレス規準と認証制度
　実験住宅で実施した体感評価の結果、室内空気中のアルデ
ヒド類を含むTVOCの濃度（本プロジェクトではケミレスTVOC
と定義された）が低いほど何らかの症状を訴える人は減り、さらに

「化学物質に対して感受性が高い人」と「感受性が低い人」のグ
ループに分けると、ケミレスTVOC濃度が250μg/㎥以下の室内
では感受性の高い人でも症状を訴える人が減るという結果が得ら
れた。これによりシックハウス症候群患者の発生を抑制するため
の目安として、ケミレス「Ｓ規準」250μg/㎥以下、ケミレス「Ａ規準」
400μg/㎥以下が示され、現在本数値はNPO法人日本健康住宅
協会により室内空気質に配慮された住宅であることを認証する制
度として運用されている。

　エアキスは空気環境配慮仕様の住宅で「化学物質の抑制」と
「換気・空気清浄」技術により健やかな暮らしを実現することを目
的とし2011年から販売しており、現在は積水ハウスの鉄骨戸建住
宅の約9割に採用され、順次集合住宅等にも展開している。本
仕様はケミレスタウン・プロジェクトにおける実験住宅の建設とその
後の研究成果から実現したもので、住宅性能表示制度の5つの
特定測定物質について、大人の約2倍空気質の影響を受けやす
いとされる子どもを基準に考え、厚生労働省指針値の2分の1以
下の濃度を提供するものである。実際の濃度については建物完

成時に測定
を行 い、そ
の結果を住
まい手に示
すことで 安
心して暮らし
ていただけ
るように配
慮している。
　また参考

に、研究データとして取得している鉄骨戸建エアキスのTVOC濃
度実態を図3に示す。竣工から約１ケ月後に測定した結果は、概
ね厚生労働省の暫定目標値400μg/㎥を下回る数値が得られて
おり、TVOCにおいても低濃度空間を実現していることが分かる。
 

　2014年4月から2年間、千葉大学と積水ハウスの共同研究によ

り鉄骨戸建エアキスに約3ヶ月間居住された59邸134名に対して
アンケート調査を実施した。この結果、居住前に化学物質過敏症
の診断を受けていた2名が居住後に症状の発現が無かったこと、
化学物質の感受性が高いと考えられる子ども10名全員に何の症
状の訴えも無かったこと、52％の人がアレルギー疾患の既往歴や
体質を持っていたがこの方々に症状の発現が無かったこと等が分
かった。このことから、良い空気環境で暮らすことが健康リスクを
低減する可能性があるのではないかと考えた。また、本居住者等
は自ら良い空気を選択しそれを理解して暮らしておられ、この意
識や行動が健康リスクを低減している可能性も考えられた。
　健康で快適な空気環境を実現するためには、指針値が示され
ている物質やTVOCを低減することは大切な取り組みである。し
かし、TVOCには個別のリスク評価がされていない物質も数多くあ
り、例えばピネンなど木材からの揮発成分で人によっては良い香り
として感じられるような物質も存在する。この場合にTVOC濃度
が高くなる木造住宅のほうが健康リスクが高いかというとTVOC
の成分次第であり、更に木材が人の生理や心理に与える影響も考
慮するとそう単純なものではないと考えられる。
　このような状況を踏まえ、2017年4月から5年間の計画で千葉
大学に「健やか住環境創造のための広義シックハウス症候群対
策 寄附研究部門」を設置し、健やかな住まいの提供に向けてエ
アキスの更なる健康効果を予防医学の観点から検証し、健康維
持増進を目的としたココロとカラダの健康を実現できる住空間の
創造を目指すこととした。本研究におけるテーマ概要は以下に示
すとおりである。

　人が生涯健康に暮らしていけるための住まいは、少なくとも健
康を害さない環境に維持しつつ、日々の疲れを癒すくつろぎや安
らぎが感じられ、更には明日の活力を与えてくれるような住空間で
はないかと考える。空気環境や温熱環境、ユニバーサルデザイン
などは誰にとっても一定の配慮は必要であり、ここでは特に空気
環境の向上についての取り組みを記載してきた。ただ、上記寄附
研究のテーマにあるように人の心理が健康増進に関与する可能性
も無視できず、今後くつろぎや安らぎなどココロに働きかける住空
間要素の研究開発も積極的に進めていきたいと考えている。

最後に～住まいと健康について～

健やか住環境創造に向けた千葉大学寄附研究の取り組み

空気環境配慮仕様＜エアキス＞の研究開発

図4　千葉大学寄附研究の実験住
宅プランと体感評価の様子

①TVOCに配慮した住空間のさらなる健康効果を医学的観点から検証
②シックハウス症候群発生機序の解明、心地よさなど心理的な健康増

進要素の探索
③医療診断を追加したシックハウス症候群対策住宅のコンサルティング

システムを構築

２ＬＤＫの実験住宅において、空調や換気を
コントロール、光環環境や視覚的影響は統
一、被験者が日常生活に近い状態でストレ
ス無く滞在できるように配慮し評価を実施

図3　鉄骨戸建エアキスのTVOC濃度実測値
住
宅
A・
LD
K・
4月

濃
度（
μｇ
/ｍ

3 ）

住
宅
A・
寝
室・
4月

住
宅
B・
LD
K・
3月

住
宅
B・
寝
室・
3月

住
宅
C・
寝
室・
7月

住
宅
D・
寝
室・
12
月

住
宅
E・
寝
室・
12
月

住
宅
F・
寝
室・
12
月

住
宅
G・
LD
K・
5月

住
宅
G・
寝
室・
5月

図2　積水ハウスが建設した実験住宅の仕様

構造 軽量鉄骨造

換気設備 第１種機械換気（全熱交換）

床 クリ無垢材 自然塗料仕上げ

壁・天井 珪藻土入り石膏プラスター

建具 オレフィン系樹脂シート貼り

断熱材 ＰＥＴ樹脂
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高齢者のニーズをかなえる
住まいとは

東京ガス株式会社　都市生活研究所　統括研究員

青柳　恵子

　今後65歳以上の高齢者のみの世帯が急増すると見込まれて
おり、高齢者が住み続けられる住まいの確保が社会的な課題と
なっている。一方、都市生活研究所の既往調査によると、現在
の住まいが高齢者対応になっている高齢者は約3割にとどまっ
ており、高齢期の生活がイメージできないことも住まいの高齢者
対応が進まない一因と考えられる。都市生活研究所では高齢者
への訪問調査や定量調査を行う事により、高齢者の生活実態
や住まいへのニーズを明らかにした。その結果を高齢者のニー
ズをかなえる住空間の一例として住宅プランで表した。

　高齢者の生活実態と意識の調査から、高齢者の暮らしにおけ
るニーズを3つにまとめた。
１）自立
　自分でできることは自分でやりたい
　家族や周りの人に迷惑をかけたくない
２）自由
　自分のペースで好きなことを存分に楽しみたい
　仕事の責任や他人の目から解放されたい
３）自衛
　自分の身は自分で守りたい
　介護や認知症の不安に備えたい

　次に、住まいに関する高齢者の６つのニーズを紹介する。
１）体がつらくない工夫
２）居住空間はコンパクト＆収納はたっぷり
　高齢者はできる限り、自分のことは自分で行いたいと考えて
いる。特に後期高齢者になると、家事や家の中の移動に負担を
感じるようになるため、自分で家事をし続けるために、体の負担
を減らす設備や家事空間の工夫が求められる。掃除や移動の
負担を減らすためにも広すぎない居住空間が好まれるが（図１）、

ものが多いため、収納空間の広さは必要である（図２）。

★対応例
・キッチンは、手の届きにくい吊り戸を無くし、物を見渡しやすく

取り出しやすいパントリーを作る。

３）好きな物に囲まれた、居心地の良い空間
４）着脱可能なコミュニティ
　子育て、仕事、親の介護から解放され、自分の好きなことに時
間を使えるようになった高齢者。年代が上がるほど家にいる時
間が長くなるため（図３）、日当たりや窓からの眺めなど、住まい
の居心地の良さを重視する。また年代が上がるほど人づきあいが
活発になるが、子供とは同居より近居を望むなど（図４）、友人や
子供と必要な時に必要なだけ繋がれるつきあい方を求めている。

はじめに

（あおやぎ　けいこ）
1993年東京ガス株式会社入社。厨房機器の企画・開発部門を経て、現在は都市生活研究所にて、1990年から3年ごとに行っ
ている「生活定点観測調査」を担当。生活者の経年的な行動・意識の変化を分析し、ライフスタイルやニーズの予測を行っている。

高齢者の暮らしのニーズ

高齢者の住まいのニーズ

(%)定量調査２

図1　住まいは狭いくらいがちょうど良いと思う

生活分野別調査(%)

図2　収納に困っているもの（複数回答）

➡上の年代の方が、居住空間は大きくなくても良いと感じている。

➡年代が上がるほど、収納に困っている。
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特集  「ウエルネス住宅」

高齢者のニーズをかなえる住まいとは

★対応例
・日当たりや眺めの良い空間
・趣味が楽しめる土間や書斎
・近居する子世帯が泊まれる和室
・友人と交流できるコミュニティスペース

５）不慮の事故や病気を防ぐ
６）災害や犯罪に備える
　自立した生活を送るため、また周りの人に迷惑をかけないため
に、病気・ケガ・災害・犯罪から自分の身を守りたいと考える高
齢者。特に後期高齢者で傾向が強くなる。心身の健康を維持
すること、お風呂での急病やケガが起きにくいこと（図５）、災害
時や停電時にも困らないことへの対策（図６）が求められている。

★対応例
・冬場のヒートショックを防ぐ、暖房のある浴室・脱衣室　
・災害時のための水や電源の備えにもなるエネファーム

　高齢者のニーズをかなえる住空間の一例として、住宅コンセプ
トと具体的なプランを作成した。ここでは集合住宅のコンセプト
と、プラン概要を紹介する。プランについては文末に記載の都
市生活レポートを参照されたし。
１）住宅コンセプト
　さまざまな世代の住人との交流や、日常生活の中で歩くこと
を通じて、楽しく、心身の健康を維持して住み続けられる集合
住宅。
２）プラン概要
　散歩ができるテラスや共用廊下など、マンションの敷地内を歩
くことで健康を保ち、多世代の住人とのコミュニケーションが図
れる集合住宅。高齢者世帯と子世帯との近居や、単身高齢者
同士の隣居など、多様なニーズに応える間取りを用意している。

　子育て・仕事・親の介護等から解放されたことで、誰にも迷惑
をかけずに自由に自分の好きなことを楽しみたいと考える高齢者。
そのために自立した生活ができることが高齢者にとって重要な要
素となっていた。また、人づきあいが活発だが、子世帯とも同居
より近居を望むなど、会いたい時や必要な時だけ会うという人が
多いようだ。高齢者住宅を考える時、バリアフリーだけでなく、こ
のような高齢者の実態をふまえることが重要ではないだろうか。

【調査概要】
定量調査１
・調査時期：2014年7月
・回答者：一都三県在住20歳以上男女4295名
定量調査２
・調査時期：2016年11月
・回答者：一都三県在住65歳以上男女480名
※データ、住宅プランの詳細は

都市生活レポート「高齢者の住空間研究」参
照   http://www.toshiken.com/

おわりに

ニーズをかなえる住宅コンセプト

NHK国民生活時間調査（時間：分）

図3　起床在宅時間（平日）

定量調査１

図4　今後最も頼りにしている親族とどのような距離で暮らし
たいか

定量調査２(%)

図5　入浴頻度が減った理由

定量調査２ (%)

図6　防災リュックや懐中電灯等の防災グッズを用意している

都市生活レポート
「高齢者の住空間研究」

➡年代が上がるほど、自宅にいる時間が長い。 ➡上の年代の方が、災害への備えをしている。

➡高齢者はこどもを頼りにしており、近居を望む人が多い。

➡入浴頻度が減った理由の二番目に、急病やケガの心配が挙がる。
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ウエルネスな空質を
つくりだす   

　～空気を水で洗う「ジアイーノ」～

パナソニック エコシステムズ株式会社

久保　吉人

　近年、室内空間や各種施設の環境において、空中浮遊菌や
壁・床表面の付着菌への対策が問題となっている。とりわけ、
感染弱者である高齢者が集団生活する介護老人施設や、子供
たちが過ごす保育施設・学校などでは、安全かつ効果的な除
菌・ウィルス抑制が求められている。また、高齢者施設や各種病
院などでは、来訪者や従事者が感じる臭気への配慮から、空間
における臭い対策も必要となる。
　これらを踏まえて当社では、2013年7月、旧三洋電機が開発し
た水道水を電気分解することで得られる電解水 1） の生成技術を
ベースに、次亜塩素酸水で空気を洗う「業務用空間清浄機（ジア
イーノ）」2） の発売を開始した。本稿では、空間に対する各種空気
浄化方式を説明したのち、｢ジアイーノ｣が採用した空気洗浄方式
の特徴について説明する。その後、次亜塩素酸の特徴と家庭用
空間除菌脱臭機「ジアイーノ」の紹介、結びに導入事例を述べる。

　日本国内に住む女性を対象にした「気持ちのいいお部屋の空
気」に関する調査 3） （有効回答数3,218名）によれば、回答者の
54％が“空気清浄機”を使用していた。また“空気清浄機”を
必要とする理由の順位は、①ハウスダスト、②花粉、③家族の健
康、④ウィルス、⑤PM2.5となっており、家族の健康維持のため
に、室内空気浄化への関心が高まっていることがうかがえる。
　一般的に、空気浄化の方式としては、主に4つの方式が知ら
れており、以下、簡単に説明する。
1）ろ過フィルタ方式
　現在、“空気清浄機”の主たる方式。ファンによって汚れた空
気を吸い込み、フィルタでろ過し、きれいになった空気を空間に
吹出す方式で、フィルタを有するため、本体サイズおよび消費電
力が大きく、定期的なフィルタ交換も必要となる。
2）吸着方式
　活性炭等の吸着剤を用いた方式。簡便に汚れた空気が除去

でき、臭気除去用として広く使用されている。ただし、吸着飽和
により徐々に性能が劣化するので、定期的に吸着剤を交換する
必要があり、ランニングコストが高くなる傾向にある。
3）触媒方式
　吸着剤を用いて汚れた空気を除去しつつ、触媒作用により吸
着した汚れを分解して吸着剤を再生処理する方式。これは、吸
着剤と触媒を併せ持つフィルタと、触媒反応を起こすための熱
源または紫外線、オゾン発生装置などが必要となる。吸着剤の
安定した性能維持が可能だが、触媒の定期交換が必要となり、
他方式に比べ、ランニングコストは高額となる。
4）洗浄方式
　汚れた空気を薬液や水に気液接触させて吸収し除去する方
式。水や薬液を供給することで性能が継続できるという特徴が
あるものの、汚れを吸収した薬液を下水に流すには、有害物質
を事前に浄化処理しておく廃液処理が必要となる。これに対し、
食塩水を電気分解することによって得られる次亜塩素酸を用い
る次亜塩素酸気液接触方式 4） は、洗浄方式の一種ではあるが、
吸収した汚染物質を次亜塩素酸が分解処理をするので、有害
物質の発生がなく廃液処理の必要もないという利点を持つ方式
である5）。

　上述した次亜塩素酸とは、塩素のオキソ酸の一種であり、組
成式ではHClO（欧米ではHOCl）と表される。人や環境に対す
る安全性が高く6） 、医療・歯科分野での消毒用として使用され
ている。また、電気分解で生成した次亜塩素酸水は、薬剤で作
製された同濃度、同pHの次亜塩素酸水よりも除菌効果が高い
ことがわかっている7）。
　一方、2017年10月、経済産業省は、塩化物イオンを含む水
溶液を電気分解し、低濃度の次亜塩素酸を含有する次亜塩素
酸水生成装置についてJIS規格（JIS B 8701）を制定した 8）。
このことで、次亜塩素酸水を安心して使用できる環境が整備さ
れた。

はじめに

（くぼ　よしと）
1987年東邦大学理学部卒業、東京大学大学院工学系研究科建築学専攻研究員を経て、名古屋市立大学大学院経済学研
究科博士前期課程修了。現在は、IAQ（Indoor Air Quality）ビジネスユニット事業企画部主幹職。長年、住宅・オフィスの空
気調和・換気システムの開発研究に従事。 2010年、三洋電機（株）からの次亜塩素酸水生成技術移管プロジェクトを通じて、

「ジアイーノ（業務用空間清浄機）」初号機の開発を担当。

主な空気浄化方式について

次亜塩素酸とは
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特集  「ウエルネス住宅」

ウエルネスな空質をつくりだす ～空気を水で洗う「ジアイーノ」～

　2017年9月、家庭での菌・ウィルス・臭い対策に向けて、次亜
塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ（Ziaino）」の発売を開始した。
　図１に示すように、外観は空気清浄機に似ているものの、内部
は給水タンク、排水トレイ、気液接触フィルタと送風ファンから構
成されている。給水タンクに水道水を入れ、食塩タブレットを加
えることで食塩水とし、電極を用いた電気分解により次亜塩素
酸が生成される。この次亜塩素酸水溶液を含浸させた気液接
触フィルタに、送風ファンで空間の汚れた空気を通過させること
で除菌・脱臭を行う。さらに、気液接触フィルタから連続的に揮
発する次亜塩素酸を室内に吹出すことにより、壁や床に付着した
菌・ウィルスも除菌・抑制が可能となる。
　加えて運転時は、旧：三洋電機時代から蓄積された効果検証
に基づき、給水タンクの水がなくなるまで次亜塩素酸水溶液を安
定的に生成できる。このため除菌・脱臭性能の劣化が少なく、吸
着方式では不可欠となる吸着材の交換も不要である。

　ここまで、次亜塩素酸生成技術を応用した家庭用空間除菌脱
臭機「ジアイーノ」について述べてきた。
　近年、健康（ウエルネス）志向が高まる中、高齢者の増加、少子
化対策など、各種空間における空気浄化のニーズは、ますます高
度になってきており、空気環境に注意を払う受験生や、介護が必
要な高齢者が集団生活する施設で「ジアイーノ」の導入事例が増

えている9）。今後は、空間ごとのウィルス対策・脱臭提案を更に深
めて、空気浄化における貢献の拡大を目指していきたい。

【参考文献】
1） 例えば、近藤康人・小泉ゆりか・井関正博・山田淳・高岡大造・滝沢

貴久男・今井八郎「貴金属被覆チタン電極を用いた次亜塩素酸お
よびオゾンの生成とその殺菌効果」『表面技術』第56巻2号、 106 -
112頁、 2005年

2） パナソニック エコシステムズ㈱「電解水（次亜塩素酸）の力で除菌・
脱臭」『建築設備と配管工事』第52巻11号、 17-21頁、 2014年

3） Panasonic Store Woman Web「空気清浄機にもっとも期待する
性能とは？ 「空気清浄機」に関するアンケート結果発表！」： http: 
//woman.ec - club.panasonic . jp/life _ st yle/20171127 
_ans_aircleaner（最終閲覧日：2018/02/20）

4） 吉田真司・村松隆・福﨑智司「強制通風気化システムにおける水溶
液含浸繊維フィルタからの次亜塩素酸の揮発」『日本防菌防黴学会
誌』第44巻3号、 113 -118頁、 2016年

5） 掘切茂俊「次亜塩素酸を用いた気液接触方式による「業務用次亜塩
素酸空間清浄機」『環境浄化技術』第14巻5号、 1-7頁、 2015年

6） 例えば、堀田国元 「調理と機能水」『日本調理科学会誌』第43巻4
号、 275 -278頁、 2010年

7） 近藤康人・井関正博・高岡大造・滝沢貴久男「炭素繊維電極を用い
た枯草菌芽胞の高効率集胞子と不活化」『防菌防黴』第31巻3号、 
113 -121頁、 2003年

8） 経産省Web「次亜塩素酸水生成装置に関するJIS制定」： http: 
//www.meti.go.jp/press/2017 /10 /20171020004 /2017 
1020004 -3 .pdf（最終閲覧日：2018/02/20）

9） 例えば、Panasonic Web「ジアイーノで実感！ 学習環境をチェンジ！」： 
http://panasonic.jp/ziaino/jirei/jyuku.html（最終閲覧日：2018/02 
/20）

結び

家庭用 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」

図１  空間除菌脱臭機「ジアイーノ（Ziaino）」
出所：Panasonic プレスリリース「ジアイーノ」（2017年8月8日）」
http://news.panasonic.com/jp/press/data/2017/08/jn170808 -2/jn170808 -2 .html
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　2016年現在、生 産年齢人口（15歳～
64歳）は7.7百万人で、前期高齢 者（65
歳以上～ 74歳）18百万人も含めて、後期
高齢者（75歳以上）1.7百万人を支える時
代を迎えようとしている様です。
　子育ても終わり、定年退職も視野に入り、
人生100年に向けて、「さあ～楽しもう」な
どという甘い考えはやはり許してくれなさそう
です。

　すると、いつまでも元気で働きなさいと
いうことになりますが、男性の健康寿命は
72.14歳、女性は74.79歳で、平均寿命と
の差は小さくなりつつあるようですが、まだ
男性で8.84歳、女性で12.35歳、離れてい
るとのことです。
　回りに迷惑をかけず、少しでも健康寿命
を長くし、人生後半を楽しむには、暖かい家
に住み、快適に入浴することが良さそうです。

更にきれいな空気を吸い、ストレスの無い住
宅に住めればと、私には無いものねだりにな
りそうでもあります。
　美味しい食事やお酒を少々・・・などとは、
残念ながら本特集には有りませんが、大変
貴重な情報をご執筆頂いた先生方に感謝申
し上げ、少しでも出来ることから実践してい
きたいと思うところです。（T.N）

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課企画専門官 森川　朋胤 住宅局住宅総合整備課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局住宅総合整備課長補佐 鈴木　孝太 土地・建設産業局地価調査課鑑定評価指導室課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課建築安全調査室課長補佐 西田　誠 大臣官房官庁営繕部計画課官庁施設計画推進官

H30. 4月 1日 住宅局総務課住宅企画調整官 磯崎　政宏 住宅局建築指導課企画専門官

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課企画専門官 川崎　伸義 住宅局住宅総合整備課企画専門官

H30. 4月 1日 住宅局住宅総合整備課企画専門官 鎌田　康宏 住宅局市街地建築課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局市街地建築課長補佐 松田　知之 住宅局総務課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局総務課長補佐 足立　満 国立研究開発法人建築研究所総務部会計課長

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課建築物防災対策室企画専門官 山口　義敬 住宅局建築指導課建築物防災対策室課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課建築環境企画室課長補佐 原口　統 関東地方整備局建政部住宅整備課長

H30. 4月 1日 住宅局住宅政策課長補佐 中村　英理奈 大臣官房人事課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室企画専門官 杉浦　美奈 国立大学法人政策研究大学院大学准教授

     （教育プログラム担当）

H30. 4月 1日 住宅局住宅総務課国際室課長補佐 小坂　壮 株式会社東栄住宅事業開発本部営業一部主任

H30. 4月 1日 住宅局住宅総合整備課付 竹村　好史 京都府建設交通部住宅課長

H30. 4月 1日 住宅局安心居住推進課長補佐 中島　靖浩 明治安田生命保険相互会社コンプライアンス統括部

     コンプライアンスグループ主席スタッフ

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課建築環境企画室課長補佐 島田　臣也 神戸市住宅都市局建築技術部保全課計画保全係長

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課評価・判定業務等監督調整官 宮﨑　正徳 大臣官房上席監察官

H30. 4月 1日 住宅局安心居住推進課長補佐 久保田　和幸 住宅局建築指導課昇降機等事故調査室課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課昇降機等事故調査室課長補佐 酒井　義秀 住宅局住宅生産課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課長補佐 伊東　真理子 大阪市都市計画局建築指導部建築確認課担当係長

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課長補佐 青木　亮 ミサワホーム株式会社商品開発本部技術部構造技術課

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課長補佐 飯田　和哉 株式会社日建設計設計部門スタッフ

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課建築安全調査室企画専門官 菅原　賢 中部地方整備局建政部都市調整官

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課昇降機事故調査室課長補佐 山本　大介 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

     技術監理部設計第２課主幹

H30. 4月 1日 住宅局市街地建築課付 廣瀬　公亮 岩手県県土整備部建築住宅課総括課長

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課木造住宅振興室企画専門官 恵﨑　孝之 消防庁予防課国際規格対策官

H30. 4月 1日 住宅局住宅総合整備課住環境整備室課長補佐 竹之内　優 国土技術政策総合研究所企画部研究評価・推進課長

H30. 4月 1日 住宅局住宅総合整備課賃貸住宅対策室課長補佐 亀井　明子 四国地方整備局総務部人事課長

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課長補佐 在原　雅乃 環境省大臣官房環境計画課主査
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事務局員新任報告
　平成30年4月1日付で清水建設株式会社
より立石 寧俊氏が研究部長として、株式会社
長谷工コーポレーションより山村 浩一氏が計
画部長として着任されました。現在、立石部
長はCFT造普及委員会（構造）､ 耐火構造技

術研究開発部会を担当し、山村部長は長寿
命建築システム普及推進計画全般を担当し､
活動しています。
　なお、3月31日付で藤崎 忠志氏、尾﨑 憲
一氏が退任されました｡ 山村 浩一氏立石 寧俊氏

■平成29年度第3回開催報告
　平成29年度第3回アーバンハウジングフォーラムは18名が
参加され、下記の要領で開催しました｡
　日  時：平成30年1月30日（火）15：00 ～17：00
 （終了後懇親会を予定 17：00 ～19：00）
　場  所：日本総合住生活（株）スクエアJS（技術開発研究所）
 埼玉県さいたま市桜区田島7-2-3　
 JR武蔵野線　西浦和駅　徒歩3分
 048 -714 -5000
 http://www.js-net.co.jp/about/lab-square-js.html
　D棟2階のプレゼンテーションルームにて、スクエアJSの概
要のビデオを見たのち、A,B 2班に分かれJSギャラリー、リ
フォーム提案モデル、緊急事故受付センター等を案内していた
だき、説明を受けました。
　JSギャラリーでは住宅公団の歴史や新旧の設備機器の比
較、開発製品等が展示されていました。
　リフォーム提案モデルでは、40年代の公団住宅がベースと
なり、1階には40年代の一般的な住居設備が再現され、2階
～５階にはそれぞれのコンセプト（夫婦2名の住居、高齢者住
居、介護対応型住居等）に基づいたリニューアルが提案され、
なかなか興味深いものがありました。また、後付けのエレベー
ターの設置状況も確認できるようになっていました。

　緊急事故受付センターは24時間、365日体制で公団住宅
の緊急事故受付や給排水等施設監視業務も行っており、大
変な業務であると痛感いたしました。
　参加メンバーも随時積極的な質問を行い、関心の深さを示
しており大変有意義な時間を過ごさせていただきました。ご
案内戴いた荒川所長をはじめ、担当の皆様、お世話になりま
した。厚く御礼申し上げます。

アーバン・ハウジング・フォーラムの開催

総会・理事会
● 総会 
● 理事会 
運営委員会・幹事会関係
● 運営委員会 1/10 2/7 3/7
● 表彰選考委員会 
　・CFT構造賞選考部会 
● 広報部会 1/15
　・HN編集委員会 1/25 2/21
　・IN編集委員会 2/27
● 調査研究発表会 
● 知的財産権部会 
● 情報・担当者連絡会 
● 設備システム部会 10/6
● 耐火構造技術研究開発部会 1/16 2/1 3/1
CFT造普及委員会関係
● CFT造普及委員会 1/17 2/14 3/14
● CFT造適合部会 2/23
● CFT造耐火設計部会 1/16 2/1 3/1
● CFT造施工部会 1/15 1/24 2/13 2/26 3/12 3/26
● CFT造施工管理技術者制度部会 
● 技術普及小委員会 2/9 3/6
● CFT造技術基準等小委員会 
● CFT造研究開発小委員会 3/14
　・CFT造構造設計法研究会 2/2 2/16 3/9

　・CFT造耐火設計法研究会 
　・CFT造施工技術研究会 3/9
● CFT造施工管理技術者更新講習 
● CFT造設計/施工講習会 
都市居住研究委員会関係
● 都市居住研究委員会 1/18
● 都市環境研究会 
　･ユニバーサルデザイン分科会 
　･マンションLCP分科会 1/30 2/15
● 住宅計画研究会 
　・次世代住空間分科会 3/5
　・都市型住宅分科会 1/18 2/8 3/8
● エネルギーシステム研究会 2/27 3/22-23
長寿命建築システム普及推進委員会関係
● 普及推進委員会 
● 普及推進幹事会 
    長寿命建築システム普及部会 
    建築基礎WG 2/23
    技術インフラWG 1/19 2/23 3/19
    住棟インフラWG 1/25 2/19
    長期優良住宅等検討部会
● 調査研究報告会 
受託共同研究委員会関係
● 既存集合住宅･調査補修方法等研究委員会 

活 動 記 録 2018.1/1 ～ 3/31
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　2016年現在、生 産年齢人口（15歳～
64歳）は7.7百万人で、前期高齢 者（65
歳以上～ 74歳）18百万人も含めて、後期
高齢者（75歳以上）1.7百万人を支える時
代を迎えようとしている様です。
　子育ても終わり、定年退職も視野に入り、
人生100年に向けて、「さあ～楽しもう」な
どという甘い考えはやはり許してくれなさそう
です。

　すると、いつまでも元気で働きなさいと
いうことになりますが、男性の健康寿命は
72.14歳、女性は74.79歳で、平均寿命と
の差は小さくなりつつあるようですが、まだ
男性で8.84歳、女性で12.35歳、離れてい
るとのことです。
　回りに迷惑をかけず、少しでも健康寿命
を長くし、人生後半を楽しむには、暖かい家
に住み、快適に入浴することが良さそうです。

更にきれいな空気を吸い、ストレスの無い住
宅に住めればと、私には無いものねだりにな
りそうでもあります。
　美味しい食事やお酒を少々・・・などとは、
残念ながら本特集には有りませんが、大変
貴重な情報をご執筆頂いた先生方に感謝申
し上げ、少しでも出来ることから実践してい
きたいと思うところです。（T.N）

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課企画専門官 森川　朋胤 住宅局住宅総合整備課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局住宅総合整備課長補佐 鈴木　孝太 土地・建設産業局地価調査課鑑定評価指導室課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課建築安全調査室課長補佐 西田　誠 大臣官房官庁営繕部計画課官庁施設計画推進官

H30. 4月 1日 住宅局総務課住宅企画調整官 磯崎　政宏 住宅局建築指導課企画専門官

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課企画専門官 川崎　伸義 住宅局住宅総合整備課企画専門官

H30. 4月 1日 住宅局住宅総合整備課企画専門官 鎌田　康宏 住宅局市街地建築課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局市街地建築課長補佐 松田　知之 住宅局総務課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局総務課長補佐 足立　満 国立研究開発法人建築研究所総務部会計課長

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課建築物防災対策室企画専門官 山口　義敬 住宅局建築指導課建築物防災対策室課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課建築環境企画室課長補佐 原口　統 関東地方整備局建政部住宅整備課長

H30. 4月 1日 住宅局住宅政策課長補佐 中村　英理奈 大臣官房人事課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室企画専門官 杉浦　美奈 国立大学法人政策研究大学院大学准教授

     （教育プログラム担当）

H30. 4月 1日 住宅局住宅総務課国際室課長補佐 小坂　壮 株式会社東栄住宅事業開発本部営業一部主任

H30. 4月 1日 住宅局住宅総合整備課付 竹村　好史 京都府建設交通部住宅課長

H30. 4月 1日 住宅局安心居住推進課長補佐 中島　靖浩 明治安田生命保険相互会社コンプライアンス統括部

     コンプライアンスグループ主席スタッフ

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課建築環境企画室課長補佐 島田　臣也 神戸市住宅都市局建築技術部保全課計画保全係長

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課評価・判定業務等監督調整官 宮﨑　正徳 大臣官房上席監察官

H30. 4月 1日 住宅局安心居住推進課長補佐 久保田　和幸 住宅局建築指導課昇降機等事故調査室課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課昇降機等事故調査室課長補佐 酒井　義秀 住宅局住宅生産課長補佐

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課長補佐 伊東　真理子 大阪市都市計画局建築指導部建築確認課担当係長

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課長補佐 青木　亮 ミサワホーム株式会社商品開発本部技術部構造技術課

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課長補佐 飯田　和哉 株式会社日建設計設計部門スタッフ

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課建築安全調査室企画専門官 菅原　賢 中部地方整備局建政部都市調整官

H30. 4月 1日 住宅局建築指導課昇降機事故調査室課長補佐 山本　大介 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

     技術監理部設計第２課主幹

H30. 4月 1日 住宅局市街地建築課付 廣瀬　公亮 岩手県県土整備部建築住宅課総括課長

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課木造住宅振興室企画専門官 恵﨑　孝之 消防庁予防課国際規格対策官

H30. 4月 1日 住宅局住宅総合整備課住環境整備室課長補佐 竹之内　優 国土技術政策総合研究所企画部研究評価・推進課長

H30. 4月 1日 住宅局住宅総合整備課賃貸住宅対策室課長補佐 亀井　明子 四国地方整備局総務部人事課長

H30. 4月 1日 住宅局住宅生産課長補佐 在原　雅乃 環境省大臣官房環境計画課主査
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