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1.はじめに 

住宅の冬期室内環境形成の基礎的要件として気密性能

の確保が必要であり、新省エネルギー法以降求められてき

た。気密性能の確保には、適切な気密仕様と確実な気密工

事が必要であるが、多様な構造、形状の住宅で、必要な気

密性能を実現するには、施工者の経験の蓄積が必要である。

施工者の熟練ばかりではなく、施主に対する性能保証のた

めにも、気密測定の実施が必要である。 

一般的に利用されている送風機を用いた気密測定器は、

一定の精度を実現し、その普及が望まれる。しかし、気密

測定の実施は一部にとどまっている。この要因として、測

定機器のコスト、比較的大掛かりな機器の運搬や開口部へ

の設置と機器周りの封鎖などの手間が挙げられる。また、

省エネルギー基準において気密性能の基準が除かれたこ

とも要因として挙げられる。近年の気密性能測定結果 1) 3)

においても、その測定結果に大きなばらつきがあり、気密

住宅とされる場合でも、c 値が 5.0（㎠/㎡）を超える場合

が存在する。前述の通り、気密性能は気密仕様ばかりでは

なく適切な施工と確認により実現すべきもので、全ての建物

での気密測定と、必要な場合には気密補修が望まれる。 

これまでに、簡易な気密測定法が検討 2)されてきた。ま

た、著者らは東日本大震災の木造復興住宅を対象に簡易気

密性能確認法（レンジファンを用いた 1 点法）を提案 3)

し、昨年度は埼玉県内の在来木造の新築住宅を用い、測定

精度に関するデータを取得した。 

本報告では、気密測定法における誤差の考え方を整理し

た上で、簡易気密測定法の提案内容とその検証結果の概要

について紹介する。 

           

2. 戸建住宅の気密測定の誤差 

気密測定法は、JIS A2201:2003「送風機による住宅の

気密性能試験法」に記載されている。図 1 に示すように、

送風機で内外の気圧差（以後、差圧と記す）を複数の段階

で設け、送風機通気量 Q と内外気圧差 ΔP の関係から、通

気率 a、相当隙間面積（c 値）、及び隙間特性値（n 値）を

求める。この測定法は、財団法人建築環境省エネルギー機

構による講習で普及が図られている。 

測定誤差の要因として、差圧測定誤差と風量測定誤差が

考えられる。実際の現場測定における、それぞれの測定誤

差の原因は多様であるため、これまでに測定誤差に関する

検討が行われている 3）。図 2 には、既往の知見を踏まえて

測定誤差を抑制するための要点について検討した結果を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 に示す風量(Σq)は、隙間を介して流れる空気量の合

計を意味するが、この測定法では、この風量が送風機を通

過する通気量に等しいと考え送風機の通気量を測定して

いる。図 3 に外壁の内外差圧の上下分布を示すが、内外温

度差が大きい場合には、上下に内外気圧差の分布が発生す

るために、上階で逆流が発生する可能性が生じる。また、

中性帯（内外気圧差がゼロとなる高さ）より高い天井及び

屋根においても逆流が発生する。特に、気密性能が低い場

合には、内外気圧差が全体的に小さくなるため、逆流域が
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住宅の簡易気密測定法の可能性 
Q=Σq
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Q:通気量
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ΔP：差圧

n:隙間特性値

q:隙間風量

図 1 気密測定の原理（排気の場合） 

図 2 気密測定における精度維持の要点 

図 3 外壁における差圧（内外気圧差）と逆流 

気密性が高い場合       気密性が低い場合 

図 4 内外温度差と逆流発生防止に必要な差圧 
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大きくなりやすい。逆流がある場合には、送風機通気量 Q

よりも逆流量の分だけ、風量（隙間経由の流入量）Σq が

大きくなり、測定誤差が生まれる。これによる誤差は、c

値ばかりではなく n 値にも発生する。従って、図 4 に示

すように、階数が大きいほど、内外温度差が大きいほど、

より大きな差圧を確保することが必要となる。 

差圧誤差については、外部風の影響を避けるために、外

部風速が大きい場合の測定を避けることが基本である。ま

た、内外温度差によって生じる気圧差の影響を避けること

が望ましい。なお、既往の気密測定法ではこの影響を考慮

しておらず、送風機を塞いだ状態での差圧が 3（Pa） 以

下であることのみを条件としている。 

従って、風量と差圧の誤差を抑制する基本は、外部風速

が低いことを前提に、十分な風量と差圧を確保することで

ある。一般的に用いられている気密測定器（コーナー札

幌：KNS シリーズ等）でも、50(Pa)程度の差圧を確保で

きることを想定して、十分な能力を持つ送風機が用いられ

ている。しかし、前述のように内外温度差が大きい場合は、

差圧計のゼロ設定、逆流防止などへの配慮が重要となる。 

 

2 簡易気密性能確認法（レンジファンを用いた１点法） 

復興住宅をはじめ、より多くの住宅において気密測定を

実現することを目的に、簡易な気密測定法の可能性を検討

した。簡易気密測定法は、簡易な機器を用い、短時間で測

定することが出来ることが条件であり、場合によっては、

居住者による測定も視野に入れることが必要である。この

場合には、マニュアルの整備や、機器が現場や工務店に郵

送される貸出しのシステムが必要となると考えられる。 

このような簡易な気密測定法は、新築や改築などでの気

密性能の確認、既存住宅の気密性能劣化の確認で利用でき

ると考えられる。必要な気密性能を広く実現するためには、

簡易気密測定による診断の結果を見て、必要に応じて精度が

高い気密性能値を行う体制が整備されることが望まれる。 

新省エネルギー基準では、c 値が 5.0(㎠/㎡以下、2.0(㎠

/㎡)以下を、地域に対応した気密住宅の基準としている。

近年では、c 値が 0.5(㎠/㎡)以下の事例も多数報告されて

いる一方で、5.0(㎠/㎡）を超える報告もある。 

簡易気密測定では、c 値が 2.0(㎠/㎡)以下または、5.0(㎠

/㎡)以下であることを確認できることが望ましいと考え

られる。換気気密測定の結果が設計時の想定と異なる場合

には、必要に応じて従来の気密測定を実施するとすること

で、気密測定の普及が図られ、気密性能の底上げにつなが

ると考えられる。上記のような簡易気密測定の要求精度で

あれば、すべての住宅に設置されている厨房レンジファン

の利用の可能性が出てくる。レンジフードファンの最大風

量は、300～500(㎥ /h)程度であり、既往の気密測定器

（1000 ㎥/h 程度）より少ない。低風量では差圧が小さく

なり、測定精度が低下すると考えられるため、その実用性

に関する研究が必要となった。 

以下に、既往研究 3)による簡易気密性能測定法の概要を

示す。簡易気密測定法では、c 値と n 値の関係を仮定する

ことで、差圧と風量を 1 点のみ測定する。既往の気密測定

結果から、c値と n値には一定の相関があると考えられる。

原理的には、気密性能が高い住宅では、個々の隙間経路の

幅が小さく毛細管隙間に近いと考えられるため、n 値が

1.0 に近くなると考えられる。また、気密性が低い場合に

は、隙間経路の幅の大きい n 値が 2.0 に近い隙間が多く、

建物全体のｎ値も 2.0 に近づくと考えられる。 

上記の原理に基づいて、c 値が 0 に近づくと、n 値が 1.0、

1/n が 1.0 に近づくこと、c 値が大きくなると、n 値が 2.0、

1/nが0.5に近づくことをモデル化して以下の式を仮定した。 

 
DCen  0.50.5/1 　　 ……………………………式 1 

C：c 値、床面積当りの相当隙間面積 (cm2/m2） 

D：既往の測定結果から最小 2 乗法で算出 

 

 一般的に、気密測定時の通気量 Q1 (m3/ｈ)は、次式で示

すことが出来る。 
n

f PbCSQ
/1

11 / 　  …………………………式 2 

Sf:床面積(m2),  b:通気率 a [m3/(hPa1/n)]に対す

る相当隙間面積の比=0.627*ρ0.5,ρ:空気密度

(kg/m3) =353/(273＋t),  t:空気温度(℃ ),  ΔP1:

内外気圧差(Pa) 

 

式 2 を変形して、式１を用いると、下式が得られる。 

0//
5.05.0

11 
 DCe

f PSQbC  ……………式 3 

 

Q１,ΔP１が既知となれば、式 3 をニュートン法などで解

けば C が得られ、さらに式 1 を用いて n が得られる。 

図 5 に示すように、レンジファンを運転した状態で、差

圧計による ΔP１と、燃焼ガス消費量による CO2発生量換

算値と排気の CO2濃度及び温度から算出した Q１から、c

値及び n 値が得られることとなる。なお、CO2 発生量は

燃焼ガス消費量から化学反応式を用いて算出することが

出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の方法に基づく、簡易気密測定の手順は以下のよう

になる。必要な機器は、差圧計、炭酸ガス濃度計、温度計

である。 

① 従来の気密測定法と同様に目張り等の建物条件を設

定する。 

② 排気の CO2濃度、温度の測定（測定間隔 1 分程度）

を開始する。 

③ 厨房レンジファンを停止した状態（ダンパー閉また

は目張り）で、差圧計のゼロ設定を行う。 

④ レンジコンロのガスメータの表示を記録する。（電化

図 5 レンジファンを用いた１点法による気密性能測定 
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厨房など、レンジコンロがない場合にはカセットコ

ンロのカセットの質量を記録する。） 

⑤ レンジファンを運転し、レンジコンロに点火して、

点火時刻を記録する。 

⑥ 排気のCO2濃度の安定を待つ（濃度計の時定数を考慮）。 

⑦ レンジコンロを消火して、消火時刻を記録する。 

⑧ ガスメータの表示を記録する。（カセットコンロの場

合は、カセットの質量を記録する。） 

⑨ 以上の記録から、式 3 における Q1,ΔP1を算出し、c

値、n 値を求める。 

以上によって、簡易気密測定が可能であると考えられる。

なお、測定には 30 分程度が必要となる。 

 

4.新築戸建住宅における１点法の検証 

埼玉県内の新築住宅を対象に、レンジフードにカセット

コンロを設置して燃焼させ、ファンを運転した状態で排気

の濃度を測定した。CO2発生量は、燃焼前後のカセットの

質量変化から算出した。また、図 6 に示すように、燃焼前

後の安定濃度の平均値と、燃焼中の安定濃度の差を用いて、

排気温度を考慮して風量を算出した。なお、内外差圧は、

気密測定器（コーナー札幌 KNS-1000）の差圧計を用いた。

比較対象として、JIS の気密測定法に準じ前述の気密測定

器による測定を行った。この測定の両対数上の風量差圧近

似式の R2は 0.96 以上であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 に、気密測定器による C 及び 1/n の測定値

（Saitama）を示す。同図に、既往研究 3) 2015＊も示す。

大略的には、今回の測定結果は、既往研究 3）と同様に、C

が大きくなると 1/n が 0.5 に近づく傾向を示している。ま

た、D は既往研究 3)では 0.71、本測定では 0.59 となった。 

対象住宅は、一般的規模の木造住宅で気密断熱仕様は次

世代省エネルギー基準に準じている。１点法では、D=0.59

を用いた。 

図 8 に、気密測定器による結果（JIS-C）と１点法の結

果(1point-C)の関係を示す。近似直線の傾きは 0.98 で、

R2は 0.98 であり、高い相関性を示した。図 9 に n 値に関

する結果を示すが、近似直線の R2は 0.57 であった。n に

ついては、既往研究 3)と同様に、推定精度が比較的低くな

った。なお、既往研究 3)の D=0.71 を用いると、c 値に関

する近似直線の R2は 0.97 であった。以上のように、復興

住宅及び一般的な木造気密化住宅において、簡易気密測定

法による c 値の測定精度は非常に高いことが明らかとな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. おわりに 

現行省エネ法住宅基準に気密基準がなくなった中、簡便

な機器を用いて簡易に気密測定を行うことで、気密性能の

確保や居住者の気密性能、換気、空気質に関する認識が高

まり、住居衛生の基礎となる居住リテラシーが醸成される

ことが望まれる。 
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図 6 排気の CO2濃度と温度 

図 7  C（c値）と 1/n の関係 

図 8 気密測定器（JIS）の Cと１点法の Cの関係 

図 9 気密測定器（JIS）のｎと１点法のｎの関係 


