
第 1 回 冬の寒さと健康 

2012 年 6 月に厚生労働省が発表したもので、日本人の「平均寿命」と「健康寿命」を比べた興味深いデータ

があります。健康寿命とは介護を受けたり寝たきりにならず、自立して健康な日常生活を送ることができる期

間のこと。 

グラフから分かるように、発表によれば日本人の健康寿命は 2010 年で男性 70.42 歳、女性 73.62 歳とされて

います。平均寿命が男性 79.64歳、女性 86.39 歳であることを考えれば、男性は約 9年間、女性は約 13年間、

サポートがなければ日常生活にも不自由する状態で暮らさなければならないということです。 

 

これはとてもショッキングなデータといえるのではないでしょうか。男性の場合、65 歳で定年退職した後、

元気に旅行などの趣味を楽しめる時間は 5 年ほどしか残されていないことになります。日本人の平均寿命の長

さは世界からも注目を集めていますが、肝心なのは今後この健康寿命をいかに延ばしていくかでしょう。 

健康寿命を延ばすために気をつけなければならないポイント、それは「冬の寒さ」なのです。死亡率は一年で

もっとも冬場に高くなります。この季節間の変動は明らかで、循環器系、呼吸器系、神経系、血管系などさま

ざまな死因で同じ傾向が見られます。 

 

実は冬が最も危険という傾向は昔からあったわけでなく、日本がまだ発展途上にあった明治時代半ばあたりま

では、死亡率がもっとも高いのは夏の暑い時期でした。その後、徐々に夏に対して冬に亡くなる人の割合が高

まってきて、高度成長期には完全に逆転しています。 



これは日本に限ったことではなく、ほぼすべての先進国で似たような現象が見られます。発展途上の社会で夏

の死亡リスクが高い原因は、新鮮な食事が調達しにくいからであり、食あたりで命を落とす人が多いからでは

ないかと言われています。 

冬の死亡率が高いのは病気だけではなく事故も同じで、11 月から 2 月頃にかけて亡くなる人が増加します。

なかでも注目すべきは、溺死、転倒、窒息などの家庭内事故で亡くなる人の割合が、夏場に比べてはっきりと

高くなるということです。家庭内事故の死亡者数の総計は、交通事故による年間死亡者数約 5,000人の 2.6倍

である年間 13,000 人。つまり、冬の家庭内事故は交通事故よりはるかにリスクが高いのです。 

このように、家庭内事故に寒さが影響していることは明らかです。現代社会において健康とは「冬をいかに暖

かく過ごすか」にかかっているということです。実際、カナダやスウェーデンなどの寒さが格別厳しい国ほど

季節ごとの死亡者数の差はそれほど大きくありません。これは長い歴史を経て、冬を乗り越えるための備えが

すでにしっかりとできているからだと考えられます。 

暖かく過ごすためには、単に厚着をすればよいというわけではありません。確かに着る枚数を増やして体温が

逃げないようにすることで改善できる症状もありますが、冷気を吸い込み肺が冷えることによる免疫力低下は、

厚着ではカバーできないのです。肺の免疫機能が下がれば当然ながら風邪などを引きやすくなります。この対

策としては居住空間の温度を上げることしかありません。 

冬場、暖房の効いた部屋と冷えたままの廊下やバス、トイレとの温度差は 15℃ほどにものぼります。また、

深夜や早朝などには、布団の中の温度と室温との差が 20℃近くにもなり、布団から抜け出るのがつらくなり

ます。急激な温度差は人の体にとって大きな負担となり、心臓発作や脳卒中を引き起こす「ヒートショック」

の危険にさらされます。夜中に目が覚めてトイレなどに行こうとして亡くなってしまうケースは後を絶ちませ

ん。こうしたヒートショックを防ぐためにも室内の暖かさを保つことが大切なのです。 

では、冬場に一定以上の室温を保つためにはどうすればよいのでしょうか。24 時間すべての部屋で暖房をつ

けっぱなしにするというのは現実的ではなく、ここで重要になってくるのが住まいの断熱性です。以上のこと

を踏まえて、次回は高断熱住宅がいかに健康に良い影響を与えるかをお話ししたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 2 回 高断熱が健康を守る 

まずご紹介したいのが、2002 年以降これまで合計で約 3 万 5 千人を対象に我々が独自に行ってきた健康調査

です。新築の高断熱高気密住宅に引っ越した人を対象としており、回答者の中心は、30 代～40 代の働き盛り

世代とその子ども世代である 10 代までの男女です。 

気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、関節炎、アレルギー性鼻炎など 15 の諸症状について、引っ越し後の変

化を尋ねたこの調査では、大半の症状に明らかな改善が見られます。特に省エネ等級 4以上など、より断熱性

の高い住宅へ引っ越した人ほど改善率が高くなっています。 

 

せきやのどの痛み、手足の冷えなどに限らず、アトピー性皮膚炎など肌の悩みについても高断熱高気密住宅へ

の引っ越しで改善が見られるというのは、注目すべき点でしょう。これは住まいが暖かくなることで身につけ

る衣類の量が減るからではないかと考えられています。 

人間の皮膚が衣類から受けるストレスは想像以上に大きく、化学繊維やウール、ゴムなど肌を刺激しやすい衣

類を多く身につければ当然ながら肌への負担は増します。着衣量が減ることでアトピーの引き金となる衣類か

らの刺激を小さくすることができます。 

 

健康の改善率については、禁酒・禁煙・運動が及ぼす影響を調べたデータもあります。例えば、ほとんど運動

をしない人が定期的に運動するようになることで、さまざまな症状が改善することが明らかにされています。



喫煙や飲酒の頻度を減らすことでも、健康によい結果が出ています。 

また、別の調査では内窓を設置することで、その家に暮らす高齢者の冬場の動作速度が上がるという結果が出

ています。高齢者に限らず、住まいが暖かくなれば行動が活発になり、健康と深いつながりがある運動量が日

常生活の中で増える傾向にあります。高断熱高気密住宅が住まいの温度差を無くし、ヒートショックの危険を

減らしてくれることはこれまでにも知られてきましたが、実際にはそれに限らずもっと幅広い面から健康を下

支えしているのです。 

私自身、5 年ほど前に自宅マンションの断熱リフォームを行いました。最上階の角部屋のため、リフォーム前

は冬場の寒さが非常に厳しく、寝室の温度が 5℃を切ることも珍しくありませんでした。真冬の朝など布団か

ら抜け出るのが非常につらかったのを覚えています。断熱性能の向上により一年を通して快適な室温を保てる

ようになっただけでなく、以前はしょっちゅう引いていた風邪をほとんど引かなくなりました。 

もうひとつ、高断熱高気密住宅が人の健康に与える良い影響として挙げられるのが、人体に害のあるカビの発

生を抑えることです。化学物質によるシックハウスが住宅の大きな問題として取り上げられたことは記憶に新

しいですが、実は化学物質を発するのは人工物のみではありません。 

MVOC（Microbial Volatile Organic Compounds：微生物揮発性有機化合物）といい、細菌やカビなどの微生物

によって放出される化学物質が健康を脅かすことがあります。湿気が多い建物でカビ臭いと感じることがある

のはこの MVOCによるものです。 

日本にはさまざまな発酵食品があるように、カビと結びついた生活文化を持つため、カビそのものを過剰に恐

れる必要はありません。ただ、カビの中には人体に有害なものがあり、その多くが結露しやすいところなど湿

気の多い場所を好みます。しっかりとした断熱施工で室内の温度差をなくし、かつ適切な換気システムを使っ

た住宅は結露しにくく、そうした有害なカビを発生させません。 

日本の医療費は伸び続け、2011 年には 37 兆 8000 億円という過去最高額を記録しました。約 1 億 2,800 万人

の人口で割ると、一人あたり年間 30 万円ほどになる計算です。これをいかに削減していくかは、日本が抱え

る大きな課題でしょう。高断熱高気密住宅への転居が健康改善につながるというのは数々の調査で明らかにさ

れている事実であり、医療費削減という観点からも住まいの断熱は真剣に考えていくべきです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 3 回 断熱が誤解されるわけ 

日本では、さまざまな誤解から断熱を好ましくないものとして考え、否定的な意見を持つ人が少なくありませ

ん。コストの制約さえなければできるだけ断熱したいと考える欧米とは対象的です。それではどのような理由

で日本では断熱が否定されてきたのかを、今回は具体的にお話しします。 

まず、意外なほど多いのが「断熱は体に良くない」とする意見です。冬の寒さが体を鍛えるのであって、断熱

して寒さから逃げれば免疫力が低下して体がなまってしまうなど。しかしこの説には全く根拠がなく、むしろ

冬に住まいの暖かさを保つことが健康改善につながることは、前回詳しく述べた通りです。 

誤解を招く原因を挙げるとすれば、高断熱高気密住宅に住む子どもが薄着のまま外に遊びに行って風邪を引い

てしまうケースなどです。これは単に着衣習慣が変わったからであって「体が弱る」などの理由ではありませ

ん。 

また、「断熱など昔はなかったから必要ない」という声を聞くこともあります。これは非常にナンセンスな意

見であり、それをいうならガラスや畳も昔はありませんでした。畳が普及したのは江戸時代末期であり、ガラ

スなどは明治時代に入ってからです。「昔はなかったものだから畳もガラスも必要ない」という人はおらず、

断熱のみを同じ理由で否定するのはおかしな話です。 

 

そもそも日本の伝統的住居に対する考え方は見直した方がよいでしょう。現存するフランスの貴族の館を見て、

昔のフランス人はみんなここに住んでいたと考える人はいません。しかし、神社や仏閣などの古い日本の建築

物を見て、私たちの先祖はこういう紙と木の家に住んでいたと思うのはなぜでしょうか。それらは古来有力者

たちが力の象徴として築いた建築物であって、住居ではありません。 

兵庫県に「箱木千年屋」という現存する最古の民家があります。室町時代からの残る土壁できた住まいであり、

開口部は最小限に留められ、熱を逃がさないように配慮した明らかな冬型住宅として作られています。これは

豪農の住まいであり、庶民の家とは少し違いますが、人が実際に暮らした「住居」を考える上では良い参考に

なると思います。 

兼好法師が書いた『徒然草』の中に「家のつくりようは夏をもって旨とすべし（家は夏を中心に考えて風通し

のよいようにつくりなさい）」という言葉が残されていて、引き合いに出されることも少なくありません。た

だ、『徒然草』には現在の常識には合わないような節も多く残っており、この「夏をもって旨とすべし」のみ

を真に受けるのはいかがなものかと思います。内容ではなく語感の良さから、美しい日本語として後世まで伝



えられたと考えるほうが常識的でしょう。 

「高断熱高気密住宅は息苦しそう」という声もしばしば聞かれます。この息苦しいというイメージはほとんど

が音に起因するものです。断熱性が高い住まいでは遮音性も高く、外の音が聞こえにくくなります。道路を走

る車の音や鳥のさえずりなど良い音も悪い音も含めて室内に入ってこなくなり、家の中がしんとした静けさに

包まれます。基本的に住まいが静かなのは歓迎すべきことですが、敏感な人では経験したことのない静けさに

独特の感覚を覚えることがあります。それを「息苦しさ」と感じてしまうのでしょう。 

また一方で、「高断熱高気密住宅は風通しが悪そう」というイメージを持つ人もいます。しかし風通しの良し

悪しは住宅設計の問題であり、高断熱・高気密であるかどうかとは関係ありません。高断熱高気密住宅であっ

ても、春や秋の気候が良い時期には窓を開けて外の風を積極的に取り入れることはできますし、そうすること

をおすすめします。窓の計画を適切に行うことで、風通しの良さと高断熱は当然ながら両立できます。 

このように、高断熱高気密住宅をめぐる誤解はひとつずつ解消することができます。これらの偏見がなくなっ

たとき、断熱が人の暮らしに果してくれる役割の大きさにあらためて気付くことができるでしょう。この連載

コラムの後半となる次回以降では、今後求められている住宅のあり方や社会、地球環境との関係から、高断熱

高気密住宅を新しい目で見つめていきます。次回は特に、「住宅の長寿命化」という点に着目します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 4 回 今求められる長寿命住宅のかたち 

日本の住宅の使用年数は平均 30 年ほどで、これは世界的に見て著しく短いといえます。ヨーロッパでは平均

80 年、特にイギリスでは平均 140年使用されることと比べると分かりやすいでしょう。「日本は地震が多いか

ら仕方ない」と言われることも多いですが、実際には最近建てられた住宅であれば地震で全壊するようなこと

はほとんどありません。 

長く住み続けられない理由、それはもっと根本的に日本の住宅には魅力がないからではないでしょうか。「こ

こにずっと住みたい」または「中古でもこの家を買いたい」と思えるような快適性が住まいに実現されていな

いということです。 

事実、住まいのリフォームや建替えを考える人にその理由を尋ねたアンケートでは、「今の家は寒いから」「汚

くて、住んでいて気持ちよくないから」など快適性に対する不満が常に上位を占めています。 

断熱が重要なのは、それが家そのもののクオリティを高めることになるからです。結露を発生しにくくするこ

とで家自体を長持ちさせる効果もありますが、それ以上に「一年を通してずっと心地よい温度で過ごせる」な

どそこに暮らす人の快適性をつくり、家の魅力を高めることができます。 

 

日本には新築住宅を好む文化が根強くあります。何らかの形で建築業に関わるのは日本では 20 人に 1 人とい

われており、次々と新築住宅を建てることが日本経済を支えてきたという歴史もあります。しかしその構造も

もはや転換期を迎えているといえるでしょう。2009 年には認定長期優良住宅が定められるなど、長く住める

住宅の価値を国として見直す動きが起きています。長持ちする家をつくることは、建材をはじめさまざまな資

源を大事にする観点からも不可欠です。 

現状では、築 30 年ほどの戸建住宅でありがちなのが、子どもたちが巣立っていった後に年老いた夫婦ふたり

暮し、もしくは一人暮しとなっている家です。不要な部屋が多く生まれ、2階は一年中雨戸を閉めっぱなしに

して 1階の限定された空間のみで暮らしている例などが目立ちます。そうした場合、住まい手が亡くなった後

に家が再び誰かに使われるということはまずなく、家の寿命もそれで尽きることになります。身につまされる

ような、家族にとっても住まいにとってもさみしい現実です。 

長く住み続けるためには、さまざまなライフステージに対応できる可変性も重要になります。いかに生活に合

わせて家のあり方を変えていけるかということです。例えば 20年、30年先には公的医療機関が受け入れの限

界に達していることを考えると、在宅医療・介護とどう向き合っていくかは無視できない課題になります。住

まいをバリアフリー化し、寝室・バス・トイレを連続したひとつの空間とできるよう間取り変更するなども必



要でしょう。 

おすすめしたいのは、そうしたとき断熱改修も一緒に行うことです。第 2回でもご紹介したように、健康にと

っては冬場が一番リスクの高い季節であり、ヒートショックはもちろん、風邪やぜんそく、アレルギーの症状

などが強く出やすいほか、転倒や溺水といった事故の危険も高まります。また、寝たきりになる人も夏に比べ

て格段に増えます。リフォーム時に一緒に断熱材を入れるかどうかが、ご本人の健康とともに、家がその後も

長く使われ続けるかどうかに影響するといって過言ではありません。 

前述のような、お子さんがすでに独立されて夫婦ふたり暮し、ないしひとり暮しのケースであれば、普段使っ

ている 1 階の LDK と寝室、洗面所、バス、トイレのみを部分断熱するのも十分有効です。50 代、60 代になっ

て家全体の改修をするような金銭的ゆとりがないという場合でも、生活スペースのみに限ったリフォームなら

それほどの負担はかかりません。部分断熱であっても日々の暮らしの快適性は確実に改善し、いずれ家族に残

す家としても価値を高めることができます。 

住まいの長寿命化が意識されてきた昨今、新築住宅では 100年、200年という長期にわたる使用を前提に建築

されることが増えてきました。だからこそ私はあらためて家の住み心地を考えてほしいと願うのです。長く受

け継ぐ家であればこそ、子どもや孫、そしてその先の子孫たちから感謝されるような良いものを残すことが大

事でしょう。少なくとも負の遺産となるものを次世代に渡すのは避けたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 5 回 ゼロエネルギー住宅は実現できるか？ 

住宅の長寿命化を目指す今、断熱材にもさらなる発展が求められています。100年住み続けられる住宅が今後

主流になったとしても、現在製造されているほとんどの断熱材は、その期間の使用に耐えうる耐久性を持って

います。正しく施工されていれば、経年劣化という点では大きな問題はありません。むしろ今、断熱材が乗り

越えるべき壁はエネルギー問題との関係であり、より高い断熱性能をいかに実現するかです。 

断熱性能を示す値として Q値（熱損失係数）があり、これは値が小さいほど高い断熱性能を持つことを示しま

す。現在定められている「次世代省エネ基準」では、比較的温暖な本州から九州にかけての大部分の地域で Q

値 2.7が求められています。Q値 2.7の住まいに住むと仮定した場合、年間で必要とされる暖房エネルギーは

7 ギガジュール（電気代に換算して約 4万 3千円）ほど。冷暖房、給湯、換気、照明等の全エネルギーを合わ

せるほど 43 ギガジュール（電気代に換算して約 26万円）ほどになります。 

必要なエネルギーをすべて自宅でつくれる住まいを「ゼロエネルギー住宅※」と呼びますが、仮に 43 ギガジ

ュールのエネルギーをすべて屋根に取り付けた太陽光発電でまかなうとしましょう。年間 43 ギガジュールの

電力をつくるためには、4.5 キロワット程度の出力が必要となります。 

しかし問題は、4.5 キロワットの太陽光発電ではかなり大きなパネルが必要となり、一般的な住宅の屋根には

置けないということです。東京都内など都心部の住宅では 3キロワットがせいぜいです。ここに物理的な限界

が出てきます。。 

太陽光発電が盛んな海外と比較すると、例えばアメリカのフロリダ州の住宅の平均屋根面積は約 180 ㎡です。

一方日本の平均屋根面積は約 60 ㎡で、フロリダ州の約 3 分の 1 しかありません。海外で太陽光発電が浸透し

てきたからといって、住宅の条件が異なることを無視したまま日本に導入しても必ずしもうまくいくわけでは

ありません。 

日本でゼロエネルギー住宅を実現するためには、住まいの断熱性能をいっそう高めることが不可欠になります。

太陽光発電によって住まいで必要なエネルギー量をすべてカバーするためには、Q 値では 1.3 レベルが求めら

れます。断熱材を厚くすれば断熱性能を高めることができますが、Q値 1.3を実現するには、今普及している

どの断熱材を使っても 150 ㎜～270 ㎜ほどの厚みが必要になります。これでは壁の厚みを超えてしまいます。

日本の木造住宅で一般的な充填断熱工法で施工するには、断熱材の厚みは 120㎜が限界です。 

 

在来工法こだわらなければ、壁の厚みをクリアする方法はあります。例えば近年普及が進んでいるツーバイフ



ォー工法では 38 ㎜×89 ㎜の規格材を用いるため壁の厚みは 89 ㎜となりますが、38 ㎜×140 ㎜のツーバイシ

ックス工法や 38 ㎜×184 ㎜のツーバイエイト工法により壁の厚みを増やせば、断熱材を充填する空間にもっ

とゆとりを持てることになります。 

また、充填断熱に外張り断熱（または内張り断熱）を組み合わせた「付加断熱」も、確実に断熱性能を高める

手段として有効です。付加断熱はこれまでは寒冷地を中心に採用されてきましたが、今後のさらなる省エネル

ギー化のためには、温暖地でも 2つ以上の断熱工法を併用するという考え方は必要になるでしょう。 

その他、グラスウールの芯材などをフィルムでくるんでその内部を真空化した「真空断熱材」など、断熱材を

厚くしないで断熱性能を上げるための技術も開発されてきています。 

建築業界ではさまざまな方法で断熱性能を上げる方法が提案されており、今後もさらにこうした研究は進めら

れます。これらはゼロエネルギー住宅の実現を支えるものであり、住まいの省エネルギー性を考える上で目が

離せません。 

最終回となる次回では、「本当のエコハウスとは何か」というテーマでこれからの住宅について考えたいと思

います。 

（注釈） 

※ゼロエネルギー住宅 

国土交通省が 2012 年に始めた「住宅のゼロ・エネルギー化推進事業」では、「住宅の躯体・設備の省エネ性能

の向上、再生可能エネルギーの活用等によって、年間での一次エネルギー消費量が正味（ネット）で概ねゼロ

となる住宅であること」と定義される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 6 回 本当のエコハウスとは 

日本でエコ住宅を語るときに問題となるのは、冬の寒さと夏の暑さを防ぐ「断熱」と、消費エネルギーが小さ

い家電などの「高効率機器」、太陽光発電などによる「再生可能エネルギー機器」という 3 つの手法が一般的

には混同されていて、違いを意識されず「似たようなもの」として考えられていることです。ヨーロッパなど

では明確な順番づけがされていて、最初に断熱、2番目に高効率機器、最後が再生可能エネルギー機器となっ

ています。 

住宅の省エネルギーを考える際、この順番付づけは非常に大切です。長い期間住み続ける住宅に比べて、機器

類は 10 年もすれば更新が必要になります。冷蔵庫や洗濯機などの従来の家電ですら買い換えようとすると大

きな費用がかかるのに、この上さらに「省エネのため」と言って機器・設備を増やせば後々の家計の負担はい

っそう膨らみます。 

最近さかんに話題にのぼる「スマートハウス」もやはり機器・設備の充実を訴えるものです。家電やその他の

設備を IT でつなぎ、エネルギー消費を制御するのがスマートハウスですが、いずれ交換や廃棄が必要となる

機器を今まで以上に増やすことが果たしてエコと呼べるでしょうか。 

経済産業省の試算によれば、「見えるかモニターHEMS」の導入とそれに合わせた省エネ行動の喚起により、1

世帯あたり約 10％の消費電力の削減が可能になるとされています。しかしこれは当然ながら、「見えるかモ

ニターHEMS」を導入すれば自動的に電力消費が抑えられるというわけではありません。電力の使用状況や電気

料金を「見える化」することで、居住者が節電に努めることを前提とするものです。 

数年の間はそれもうまく機能するかもしれませんが、将来に渡って人間が「見えるかモニターHEMS」を使いこ

なし、節電努力を続けられるかどうかには疑問が残ります。居住者それぞれの意志に委ねられている以上、そ

の保証はどこにもありません。 

以上のことを踏まえると、省エネルギー化において機器・設備への依存はできるだけ小さい方が良いことが分

かります。断熱を最優先すべき理由はここにあり、そもそも住まいで必要となる消費エネルギーを減らすとい

う発想が重要になってくるのです。 

多くの場合、スマートハウスの断熱性能は Q値 2.7という次世代省エネ基準レベル（本州・四国・九州の大部

分である IV 地域・V 地域）を前提にしています。ですが、Q値 1.9程度までの断熱性能の向上は技術的にさほ

ど難しいわけでなく、せめてそこまでは機器・設備の導入を考える以前に実施すべきでしょう。 

断熱は家が使用される限り有効で、定期的なメンテナンスが必要となるわけでもありません。日本でこれまで

断熱の有用性が注目されなかったのは、100年以上に住み続けられるヨーロッパの住宅などに比べて、住まい

の寿命そのものが短かったことも指摘できます。しかし、本コラムの第 4回でもお話しした通り、住み心地や

快適性を向上させれば住まいの寿命は延びるのです。 

そもそも、私が一般に呼ばれるエコ住宅に懐疑的なのは、地球へのやさしさばかりが強調されすぎているよう

に思うからです。省エネ化を進めて温室効果ガスを減らしていくことは重要ではありますが、それを語るとき

人の快適性を無視したり、さらには我慢を強いてはいないでしょうか。 

地球環境への配慮は人の健康や安全と両立したうえで考えられるべきものです。省エネルギーを偏重して住む

人の健康を損ねるような住まいもまた、エコ住宅とは呼べません。人へのやさしさと地球へのやさしさが重な

る部分にこそ、本当のエコ住宅があると私は考えています。住宅が「人の住まい」である以上、地球にさえや

さしければよいというのは本末転倒でしょう。 

すでにご紹介してきたように住まいにおいて人の健康を守るために、十分な断熱性能は欠かせません。冬の暖



かさ、夏の涼しさを確保するだけでなく、家の中の温度差が人体にもたらす悪影響からも住む人を守ります。

また、適切な湿度を保つことでハウスダストの原因となるカビの発生を抑えます。そして注目すべきは、人へ

のやさしさを実現した高断熱高気密住宅では、無理なく消費エネルギーを抑えることができ、結果として地球

にやさしい住まいともなるのです。 

 


