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1.はじめに 

中古木造住宅を改修し初期費用を抑えて全館暖房を試

みた事例を紹介します。実は、これは私自身の家のことで

す。改修工事は工務店に依頼したのですが、私自身も手を

加えています。私自身は生理学が専門であって建築に関し

ては素人なので、専門家の方々に対してこの試行を公開す

るのはためらわれるのですが、何かの参考になることがあ

るかもしれないと考えて、この原稿を頼まれた機会に書く

ことにしました。 
建物は、岩手県の住宅供給公社が開発した大規模団地内

の購入当時建築後 17 年の木造 2 階建住宅で、延床面積は

30 坪(100 ㎡)程度です。基本性能については、建築時の

1980 年ころの基準に合っていたものと想像しますが、袋

入りの厚さ 5cm 程度のグラスウールが柱の間に隙間が多

い状態で入っていました。 
 
2.工務店に依頼して行なった改修 

断熱性能が大きく不足していると考え、厚さ 50mm の

硬質ウレタンフォームを使って建物の外壁と基礎とを外

断熱し、同時に気密性もある程度向上させました。窓は、

単層硝子のアルミサッシでしたが、樹脂製の単層硝子サッ

シを内側に追加しました。 
天井については、グラスウールを細断して綿状にした断

熱材を天井裏に厚さが 20cm 程度になるように吹き込み

ました。屋根/天井の断熱/気密について全く不勉強で、何

年も住んでみてようやく気がついたのですが、軒下には有

孔ボードがあって屋根裏には外気がほぼ自由に出入りで

き、天井の気密性については特に何もなされていない状態

でした。 
床下については、全面、地面に防湿シートを敷いてから

ポリスチレンフォーム（50mm、押出法）敷き詰め、熱容

量を増やす目的もあってその上にコンクリートを打設し

ました。床下に断熱材を入れずに地面そのものを膨大な蓄

熱層として利用する方法について西方里見氏の記事で読

んだことがありましたが、盛岡では地面の温度が低くて熱

ロスが大きいかもしれないと危惧したので、断熱材を入れ

ました。 
基礎に関しては、湿気軽減の目的で、20cm×40cm 程

度の、手で開閉でき、断熱・気密性能を持つと称する換気

口を四方に 5 個設けて、暖房時に閉鎖し、非暖房時には開

けて換気をすることにしました。 
家の中には 2 階に上がる階段が中央部分から外壁に向

けてありましたが、暖房機をその下の外壁側に中央に向け

て設置することを目的として、階段下にあった押入れの床

板を外し、外壁の近くを 30cm 程度空けて、残りを手で開

閉できるようにしました。 
また、床暖房のために、床の窓側などに、手動で開閉で

きる幅 5mm、長さ 3cm くらいのスリットが縦に 4、横に

62 並んで付いていて、その下に金網が付けられている通

気口を各部屋に 1 つか 2 つずつ設けました。また、床下

に降りていけるよう、各部屋の床に 1 つずつ床下点検口を

設けました。 
 

3．私自身が行なった改修 

暖房方法は、室温をそれほど上げなくてすむ分、経済的

だろうと考えて床暖房を用いることにしました。床の所で

熱を広げる媒体としては熱風を用いることとし、床下に温

風機を埋め込むことにより、床に温水や温風を循環させる

管や電熱線などを設けることを省いて、初期費用を最低限

に抑えました（写真1参照）。 
暖房に必要な熱量については、いくつかの資料から、家

の内外温度差 25℃、グラスウール 100mm 相当の断熱、単

層硝子二重窓の状態において1㎡当り70-140 kcal/h位だ

ろうと考え、約 100 ㎡の家では毎時 7000 から 14000 kcal 

必要であろうと推定しました。それを発生させる暖房機の

選定については、押入れの下という限られたスペースに設

置できる最大の家庭用温風機として、FF 式石油温風機（松

下 OK-C1102）を選びました。これの最大出力は、9300 

kcal(10.8 kW)/h であり、足りない可能性がありましたが、

熱量が足りない分は、後で述べる給湯機からの管により補

おうと考えていました。電気ドリルを購入し、給排気管と

灯油の管を壁に通す穴が必要最低限の径になるように慎

重に作業しました。 

 窓について、二重窓にはなりましたが、気密性が高くな

いことを、気泡緩衝材などを何枚も双方のサッシ間に詰め

込んで補いました。 

実際に住んでみると、空気が乾燥しすぎて喉の変調など

人の健康を損ない、また、建物の木材が収縮してひび割れ

が生じるようにもなったので、加湿器を作りました（写真

2参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風呂の残り水を隣部屋のポリ容器に手で移し、そこから

温風機の近くまでホースを床下に這わせてサイフォンの

原理により水を移動させ、小穴を多数開けたホースより温
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写真 2 ポリ容器と三方弁 写真 1 床下温風機 



風機前に設置した数枚の布に水を広げながら少しずつ落

下させました。その布は、針金ハンガーを組合せて30cm

くらい高さで櫛状の形になるようにし、櫛の歯のそれぞれ

に布を吊るすことにより、垂直に広がった布面が平行に何

枚か並ぶようにしたものです。床にはセメントを10cm程度

の高さに盛って縁を作り、温風機の前に池が2重に合計数

㎡の広さにできるようにし、温風により水が布の表面およ

び池の表面から蒸発するようにしています（写真3参照）。

また、サイフォンは、三方弁を用いて水道の水を必要に応

じて導入し、ホース内の気泡を取り除くことにより実現し

ています。三方弁のつまみの角度及びホースの途中に取付

た水道用の栓のハンドルによってホースの半透明の部分

を流れる水量を調節できるようにしました（写真2参照）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 改修の結果 

結論から言うと、全館暖房はなんとか実現できて、家族

で 15 年以上住んでいます。床の所に高熱の管や電熱線が

ないので、床の温度は 20℃前後に保たれていて、床の温

度が高くなるという床暖房にありがちな問題は回避でき

ています。また、購入した温風機にはタイマーが付いてい

たので、部屋を使用する数時間前に温風機を起動させるこ

とができ、寝る際や外出時にはオフにして少し節約するこ

とができます。温風機メーカーの技術者が教えてくれたと

ころでは、温風機にある端子を短絡させることによりオン

にできるそうなので、外付けの週間タイマーで制御したり、

携帯などで遠隔操作したりすることもできそうです。 
また、詳しくは後で述べますが、もし普通の家庭用加湿

器で加湿しようとすると、1 台当りの水量が限られるので、

何台かの装置の水タンクを頻繁に満たすという手間がか

かりそうです。しかし、手作りの加湿器では、水を満たし

たり水量を調節したりする作業はしばらく怠っていても

床下の池が干上がるのに 1 日以上はかかりますので、それ

ほど手間には感じません。また、水を気化させる熱量は灯

油温風機が供給しているので、電気ヒーターが気化させる

タイプの加湿器よりは経済的だと考えられます。 
以下、気がついた問題点をいくつか述べます。まず、改

修工事により家は高断熱になったのですが、特に天井の気

密が低いため、高気密とは言えないようです。暖房時に加

湿のために使う水は毎時数リットルになります。床下まで

含めた全館の容積約 300 ㎥の空気中の水分量は、25℃で

相対湿度 50%として、3 リットル程度と計算されるので、

毎時 1 回以上の自然換気が生じていると考えました。強制

換気が不要になるという点では楽なのですが、気密性能が

悪いために暖房の効率が悪くなっています。給湯機に使用

している灯油の分も合わせて、年間の灯油使用量は 2000

リットル近くになり、東北地方の平均のほぼ倍になってい

るようです。 
床下の湿気については、逃がすことの重要性を聞いてい

たので、基礎の周囲に設けた換気口を毎年、暖房期の前後

に手で開閉することを数年間行ないました。しかし、過乾

燥による問題はありましたが、加湿に使った流水量が多す

ぎた時以外には結露の発生は気付きませんでした。また、

本間氏の論文を読むと、床下の換気は不可欠だということ

ではなさそうです。基礎の周囲に設けた換気口は断熱・気

密性があると称しているものですが、断熱材は厚さが 1cm
もなく、隙間も目につきます。そこで、居住開始 5 年目あ

たりに、この部分を断熱材で覆い、内側の隙間にウレタン

吹付けを行ない、断熱・気密性能を向上させることにしま

した。これにより床下の空間は年間を通して居住空間と一

体となりました。暖房期に床下に水を貯めて加湿に使って

いることから湿気による木の腐食が気になりますが、相対

湿度を調べると居住空間は 50%前後に保たれています。

壁の中の木の状態を調査していないので厳密なことは言

えませんが、これまでの十年位の間では、基礎の換気口を

閉じたことによって湿気による問題は特に発生していな

いようです。 
床下の高さは 40cm くらいであり、しかも大引などによ

り所々さえぎられた状態なので、床下での温風の循環はそ

れほど順調ではありません。家の中心部では寒くなくても

周辺で寒さを感じることがあります。正確に測定したわけ

ではありませんが、暖房機から 1m 離れるごとに 1℃ずつ

くらい室温が低下しているのではないかと感じます。 
温風機から離れた所の温度を上げるために、給湯機に備

わっていた風呂水を加温するための循環口に管をつない

で、温水を床下に循環させる装置を半分自作しようと試み

ましたが、作業は容易ではなく途中で挫折しました。床下

を利用する場合には、床下の高さが高いほうが、空気を循

環させやすく、また作業もしやすくなるので望ましいとい

うことを痛切に感じました。 
二重窓の間に気泡緩衝材などを詰める作業を、毎年、暖

房期の初期に全ての窓について行ない、また抜くというこ

とをしばらく繰り返していましたが、面倒になったので、

数年前に高断熱の Low-E 複層ガラスの樹脂サッシの窓に

替えてもらいました。厳密に調べたわけではないですが、

高性能の窓に替える前と後とで灯油使用量が大きく変わ

ったという印象はありません。二枚窓の間に気泡緩衝材な

どを根性で詰め込めばかなり断熱/気密性を上げることが

できるのではないかと感じています。 
 

5．まとめ 
建築に関して素人の私が自らと家族をモルモットにし

て試行してみた全館暖房ですが、中古住宅であっても、家
の周りの断熱さえしっかりすれば、温風機 1 台と手作り加
湿器とを使って低初期費用でなんとか実現できることが
わかりました。ただし、毎年の運転費用は高くなっていま
す。屋根・天井の気密性能を上げることができればかなり
節約できそうです。また、床下の高さがもっとあれば温風
機からの距離の違いによる家の中での温度差を改善する
ことができるでしょう。 
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道大学博士論文 http://hdl.handle.net/2115/51503／香西 里美, 立松  
宏一, 本間義規他：竣工初年度における基礎断熱床下空間に関する熱水 
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写真 3 押入れ床の温風機前に設けた加湿用の池 

H&E レターvol.42 2014 年 6 月 30 日 － ２  for Human,House,Environment&Energy   

Vol.４３号：２０１４年８月３１日発行予定 
 

発行：住まいと環境 東北フォーラム  

〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町３-８春日町ファインビル４F 

Tel.022-221-9042 Fax.022-221-9243 E-mail.htoenv@rio.odn.ne.jp 

URL http://www1.odn.ne.jp/~htoenv/   

http://www.nisikata.co
http://hdl.handle.net/2115/51503
http://www1.odn.ne.jp/~htoenv/

