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2010年3月 
イゼナが企画・設計をした「CO２ゼロにこだわったイゼナハウス」が完成しま
した。「いかにエネルギーを使わずに快適に住まう」を大前提とし、長い年数を
かけて構築し形にしたものです。　　　　　　
快適さを保ちつつも、無理なく快適に過ごすことが出来るかをこの「イゼナハウ
ス」で証明したかったのです。

私たちは、エネルギーを使うことで、今まで快適な生活を得て満足しています。
その結果、エネルギーがなければ全く生活することができなくなってしまい、日
本はじまって以来の、大災害による原発・エネルギー・環境問題など多くの問題
が浮き彫りになりました。得られていた当たり前のエネルギーが、手に入ること
も出来なくなり、いまだ不安定な状況に陥っています。
　まず私たちにできることは、自分達自身の足元を見つめ直し、日々使用してい
るエネルギーを少しでも減らすことです。それには「つらい・きつい・苦しい」
などの節電生活は長続きしません。エネルギーの不安定な先行き不透明な時期だ
からこそ、真剣に「エネルギー」について考えるべきです。

そのために安全な降り注ぐ太陽を上手く利用し「自然エネルギー」へ転換すべき
時期と捉えています。そして、安心して安全に過ごすことの出来る将来を残す義
務があります。　
 これからの家は、「エネルギー」が家の価値基準です！！
太陽エネルギー（１屋根集熱・２太陽熱温水器・３ダイレクトゲイン・４太陽電
池）などを上手く利用し、暖冷房用エネルギーはなるべくゼロに近づけ、夏は風
入れる工夫してゼロにすることを目指す社会にすべきです。

そのポイントは、５つあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①「断熱」②「集熱」③「蓄熱」④「通風(起風)」⑤「透湿」です。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
いかに快適に、無理なく生活する工夫が満載の「CO２ゼロにこだわったイゼナ
ハウスvol.1」になったと思っています。　　　　　　　　
ぜひご見学下さい。

2010年3月竣工時の外観写真

『CO2ゼロにこだわったイゼナハウス』がつくられた理由
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イゼナハウス　建築概要

所在地　：千葉県我孫子市新木　（次世代省エネ基準Ⅳ地域　　2.7W/㎡K）
　　　　　北緯35°　51　38.　15"　　東経140°　5　55.　41"
建物概要：敷地面積　181.82㎡　
建築面積：87.69㎡ 
延床面積：117.4㎡（１階／54.7㎡　２階／62.8㎡ ）
建物構造：木造在来軸組工法　地上2階建
水備蓄量：3ｔ

＜温熱環境＞
熱損失係数（Q値）： 1.9 W/㎡K
断熱材　：セルロースファイバー　（熱伝導率0.034kcal/m・h）
　　　　　壁120ｍｍ厚、天井200ｍｍ厚　
開口部　：アルミ樹脂サッシ+Low-e（A12）、ジャロジー窓＋断熱内戸

＜取り入れキーワード＞
設備：・ヒートポンプ熱源床暖房・IHクッキングヒーター・エコキュート・夜間
　　　電力・太陽熱温水パネル・太陽光発電パネル・逆浸透膜浄水器・シーリン
　　　グファン
素材：・国産無垢栗フローリング・鍛鉄手すり・ウッドデッキ・外壁（ガルバリ
　　　ウム）
環境：・セルロースファイバー・通風・断熱ロールカーテン・モイスパネル・通
　　　風遮熱・パーゴラ・緑のカーテン・断熱内戸・地熱利用
防災：・災害時非常用備蓄水

＜イゼナ取扱商品＞
・アクアレイヤー床暖房システム（非常用備蓄水）
・断熱ロールカーテン
・ヒートリックスフロアー（アルミ集熱床材）

1階平面図　S=1/200 ２階平面図　S=1/200
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イゼナハウスvol.１　概念図
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「自然エネルギー」をうまく取り入れて暖冷房エネルギーはなるべくゼロに近づ
ける住宅。それを実現するために、どのような建物にすればよいかを形にした住
宅、「CO2ゼロにこだわるイゼナハウスvol.１」完成したのは、2010年3月。
ポイントは、「断熱」「集熱」「蓄熱」「通風(起風)」「透湿」の5つでした。
2011年夏にはアルミ蒸着の遮熱タープを設置。
2013年夏には太陽光発電パネルが5kw載りました。
2015年夏にはアルミ蒸着遮熱タープから農業用寒冷紗にシフトしました。
ポイントは、「断熱」「集熱」「蓄熱」「通風(起風)」「透湿」「遮熱」の6つ
に進化しています。徐々に快適かつ地球にやさしい形を取り入れることが出来て
います。
今後、ソーラークッカー（太陽熱調理器）、給湯のための集熱などを取り付け、
より完成したソーラーハウスを目指したいと思っています。

そして、さらに進化した「CO2ゼロにこだわるイゼナハウスvol.２」の構想は、
もっと「集熱」と「蓄熱」を積極的に行える形を目指します。低温で賄うことが
出来る冷暖房は「自然エネルギー」のみで完結できる住宅の提案が理想です。
さらに、温熱環境だけではなく、安全、安心、快適で心も豊かに生活できるそん
な住宅の提案をしていきたいと思います。



断熱材には、天然の木質繊維の自然素材の「セルロースファイバー」を採用しま
した。
「セルロースファイバー」は、断熱材の中でも非常に熱容量が大きく、繊維同士
の間に空気の小さな部屋が出来ます。しっかり断熱をしながら、木造に不足して
いる熱容量を補って、快適温度を溜めこみます。
また、密度が高く、防音性・防火性、吸放湿性にも優れており、これだけの性能
を兼ね備えている断熱材は「セルロースファイバー」しかないと判断しました。

これからの住宅は、省エネルギーが大前提です！

①-1　断熱（壁、屋根(天井)、床）

旧省エネ基準 新省エネ基準 次世代(H28)省エネ基準 ECO住宅断熱仕様

グラスウール
密度：10kg/㎥
厚さ：60mm

グラスウール
密度：10kg/㎥
厚さ：30mm

グラスウール
密度：10kg/㎥
厚さ：100mm

セルロースファイバー
高性能グラスウール同等
密度：24kg/㎥同等
厚さ：120mm

断熱力は、重さ（密度）と厚さが重要です

不織布の切り込みから「セルロー
スファイバー」を吹き込んでいま
す。　　　　　　　　　　　　　
　　　
ECO住宅では、壁120ｍｍ厚　　
　　　　　　　天井　200mm厚

セルロースファイバー
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住まいの熱環境性能を大きく左右するのは、窓などの開口部の性能です。
「断熱ロールカーテン」は、対流が起きにくい最大値「25ｍｍの空気層」を作
り、空気層自体が断熱材の役割となり、断熱性能を上げています。
冬場は室内から逃げる熱を遮断し、夏場は留守の際など日中の日射が室内に入ら
ないように「断熱ロールカーテン」を閉めておくことで断熱効果が上がります。

ECO住宅の使い方は、日中は出来るだけ開口部から太陽熱や太陽光のエネルギー
を取込み、「アクアレイヤー」に蓄熱させます。取り込んだ熱が逃げないように
夕方「断熱ロールカーテン」を閉じることで、しっかりと断熱し、室内環境を快
適に保つことが出来ています。

＜断熱ロールカーテン＞　
一枚の生地を二重構造にし、両脇をガイドレールで密閉し、25ｍｍの空気層を
作ることで、断熱性能効果を上げています。

①-2　断熱（開口部）

25mm(製品版は20mm)

ガイドレール部分拡大

断熱ロールカーテンを閉めた様子
ガイドレールに納まっているため、断熱性能が良
いだけではなく、光が漏れることもなく、すっき

り納まるところも魅力のひとつです。

断熱ロールカーテンを開けた様子
ガイドレールに納まっているため、途中まで開け

た状態でも邪魔になりません。

これからの住宅は、省エネルギーが大前提です！
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上記は、断熱ロールカーテンを開けた時と、閉めた時の表面温度の実測グラフで
す。
　左側のロールカーテンが開いている時の表面温度は14℃、右側のロールカー
テンを閉めた場合の室内側の表面温度は17℃になっています。
同じ条件でも、室内側の表面温度に３℃の差が生じています。
Low-eガラスのみは、ガラス面が冷やされることで、窓面に沿って冷気が降り、
足元が冷えたり、窓際で背中がゾクゾクしたりするのも窓面に体の温度を奪われ
て身体が冷やされるからです。
そのため、「断熱ロールカーテン」を設置することで、窓面からの直接的な冷気
を受けにくく、安定した室内環境で快適に過ごすことが出来ます。

断熱ロールカーテンを設置すると、、、
（1）暖房エネルギーが少なくてすみ、ランニングコストが安くなる　　
（2）窓面から受ける寒さを感じない
（3）足元に冷気が降りない
（4）室内環境の安定
（5）既存住宅の窓面リフォーム

＜窓面の表面温度＞　室温条件21℃だった時の実測値

14℃
ガラス面
室内側表面最温度
(室温との差7℃)

17℃
ロールカーテン面
室内側表面最温度
(室温との差4℃)

ロールカーテン面
窓側表面最温度

ガラス面
室内側表面最温度

25mm
外気温外気温度

ガラス面
外側表面最温度

ガラス面
外側表面最温度

Low-eガラスのみ Low-eガラス+断熱ロールカーテン

室温度 室温度
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窓の開口部から日射（太陽エネルギー）を取り込み、黒色の「ヒートリックス　
フロアー」（アルミ集熱材）に太陽熱を吸収させ、「アクアレイヤー」に蓄熱さ
せるダイレクトゲイン方式。
暖房コストの負担軽減、省エネ効果もあります。
「アクアレイヤー」水蓄熱床暖房との組み合わせにより、木造構造の家において
の、ダイレクトゲインパッシブソーラーハウスを実現する可能性を得ました。

②　集熱　「ヒートリックスフロア」

これからの住宅は、省エネルギーが大前提です！

黒色の『ヒートリックスフロア』に太陽熱を吸収させます 表面積を大きくするための凹凸

＜ヒートリックスフロアの役割＞

太陽の陽射
ヒートリックスフロア
（黒色アルミ素材）

無垢フローリング
（栗材）

アクアレイヤー

※　夏場は、開口部の遮蔽が必要です。
　　注意！冬場の日射を最大限に利用するためには、庇の長さは最小限にしてく
　　ださい。
　　但し、夏は日差しが差し込むので、入り込む日射はカットしてください。
　　（タープ、すだれ、つる性植物）

－09－
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「アクアレイヤー」は、床下に設置する大きな湯たんぽです。しかし、湯たんぽ
のように高温のお湯は使いません。
体温以下のやさしい温度（35℃以下）で温める床暖房です。
「アクアレイヤー」に熱を溜め、その熱がゆっくりと自然に放熱してくれます。
蓄熱床暖房の最大のメリットは、深夜の時間帯に熱を溜め込み、残りの時間放熱
させるだけです。
蓄熱のお陰で、室温が均一で、外気にも影響されにくいのが特徴です。

（１）湯たんぽのように蓄熱性に優れているため、ヒートショックの心配がない
　　　床暖房があることに、気が付かないような自然なぬくもり。

（２）一度温まってしまうと、立ち上がりを気にしなくて良い。
　　　蓄熱材としても優れているため、CO2削減効果も大

（３）太陽熱利用でランニングコスト削減
　　　イゼナが世界で初めて開発した「アクアレイヤー」は、蓄熱性の高い「　
　　　水」を有効に利用した床暖房システム。

（４）夏の場合、日中室内温度が上がった熱気を、夜間の外気の冷気を取り入れ
　　　ることで、アクアレイヤーに溜まった熱を逃すことも出来ます。

③　蓄熱　「アクアレイヤー」

ECO住宅ではアルミ根太を使用 木根太の施工状況

アクアレイヤーとヒートリックスフロアの施工状況
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＜アクアレイヤーの蓄熱効果＞

深夜の時間帯を使って「アクアレイヤー」に熱を溜め込み、残りの時間は放熱の
みで快適に過ごすことができています。ヒートポンプの設定温度は28℃にして
います。ヒートポンプ稼働時間終了間際に28℃程度まで上がり、スイッチをoff
にすると緩やかにに水温は下がり始めます。16時間後の稼働開始直前でも23℃
程度を保っています。室温も外気温が零下になっても最低気温は、20℃をちょ
っと下回る程度に保てています。（もう少し温度を上げたい場合には、設定温度
を上げることで賄うことが出来ます）

これからの住宅は、省エネルギーが大前提です！

ヒートポンプ稼働時間
23:00～翌7:00（8時間）

2011年3月に関東地方は思いもかけない計画停電となり、アクアレイヤーをご利
用頂いたお客様から「よそ様の家は停電で寒い思いをしているのに、アクアレイ
ヤーの蓄熱効果で、電気が消えても寒い思いをすることが全くなくて大変良かっ
た」とのお声を何件も頂きました。
運転スイッチを消しても、すぐに冷めないのは、パネル式にはない水を蓄熱材と
して使った「アクアレイヤー」の大きなメリットです。

昼間は太陽熱が室温を上げてくれます
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イゼナハウスの真冬の測定記録（24時間）

イゼナハウスの年間の温度変化



風があるときに部屋の中に通風することは、風の通り道に開口部を設けることで簡
単にできます。実は風の無いときに、風を通す工夫が大切になります。先人の知
恵で、有名なところでは、京の町屋の温度差をつくることで風を呼び込む坪庭へ
の打ち水があります。
イゼナハウスでは、屋根材は鋼板仕様にしてジャロジーを最上部に設置しました
。屋根面で起こる上昇気流を利用し、無風時にも風の流れを作り出します。
対面の南側の開口部を開放することで夏場の熱気をスムーズに外部に排熱させま
す。また、放射冷却でバルコニーに落ちてきた夜間の冷気も取り入れます。
冬場は断熱性能を上げるため、「断熱内戸」を取り付けています。

④　通風（起風）　「ジャロジー窓　+　断熱内戸」

ジャロジー解放の状況 断熱内戸を降ろした状況

上昇気流

上昇気流

風を通すカタチと工夫

－12－



一般的に用いられている木造躯体の構造は、防湿気密シートを張ることで室内側
から躯体への湿気の侵入を防ぎ、躯体内結露を起こりにくくしています。
イゼナハウスでは、しっかりと断熱を施すことで気密は守りつつ、躯体に呼吸を
させることで結露しても吸放出できる構造としました。
耐力壁とする壁面も合板を用いず、燃えない、腐らない、粘り強いという素材力
を生かした天然素材の耐力面材「モイスパネル」を使っています。地震、火災、
腐食に対して優れた耐性を持ち、木のように呼吸することで、シックハウス症候
群の心配もなく、煙や有毒ガスなどが発生しません。
断熱材には、セルロースファイバーを用いています。天然の木質繊維でできてい
て、吸放出性はもちろんのこと、製造エネルギーが小さいということも魅力的な
素材です。

⑤　透湿　「セルロースファイバー　+　モイスパネル」

これからの住宅は、省エネルギーが大前提です！

モイスパネルモイスパネル

セルロースファイバー

プラスターボード
+ビニルクロス

構造用合板

グラスウール

イゼナハウスの断熱構造 一般住宅の断熱構造
イゼナハウスでは、湿気を吸放出する性質
をもった断熱材（セルロースファイバー）
を選択し、モイスパネル壁でサンドイッチ
することで躯体が呼吸できる構造となり、
躯体内結露の防止になります。「空気は気
密にし、湿気は通す」ということです。

高気密・高断熱といわれている住宅の壁は
防湿シートを施し、壁内結露が起こらない
ようにしていまが、気密テープなどで留め
ていても躯体の乾燥や時折起こる小さな揺
れの影響で、コンセントボックス、換気ダ
クト、壁、床の継ぎ目などから湿気を通し
てしまいます。

モイスパネル表面 モイスパネル仕上げの壁（素地のままでも使える）
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通常、室温が30℃だと、床の表面も同じくらいの温度30℃程度になります。
しかし、「アクアレイヤー」があると、床面の表面温度は室温より低くすること
が出来るのです。そのため、夏場の暑さ対策として効果を発揮しています。

「アクアレイヤー」はたくさんの水を蓄えています。
水は熱を溜め込む能力がとても大きいので、周りの温度が変化しても、影響を受
けにくい特性があります。
そのため、室内の温度が上がっても、「アクアレイヤー」の水温は変動しにくい
ため、水温が上がりにくいのです。
それにより、床面の温度は室温よりも低くなり、その上に寝転んだりするとヒン
ヤリとし、暑さを緩和してくれます。

水蓄熱の「アクアレイヤー」が意外にも夏の節電アイテムになりました

床暖房が夏の節電対策に？

＜熱を吸い取る不思議な床「ヒートリックスフロア」＞

「ヒートリックスフロア」は、アクアレイヤーに熱を効率よくため込むために作っ
た、熱伝導効率の良いアルミニウムで作ったフローリング材です。
その熱伝導が、意外や意外にも夏場に大きな効果を発揮しました。
床下に設置されたアクアレイヤーは、「熱容量が大きいため温度変化がし難い」
という特徴を持っています。　　アクアレイヤーの温度は夏の平均気温と同等の
温度、26℃～27℃程度に推移しています。その上に載った「ヒートリックスフ
ロア」に足が触れると、36℃～35℃の体温をもった私たち人間の体の熱をグン
グン吸い取ってくれて、ひんやり快適に感じます。
吸い取った熱は、アクアレイヤーに伝わり、水が熱を運んでくれるので、いつま
でたっても冷たさが持続します。
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冷房していない時の各部位 状況

外気温 32.2℃

室内気温 30.8℃

室内湿度 65.0％

アクアレイヤー水温 26.7℃

ヒートリックスフロア表面温度 28.4℃

無垢フローリング（栗）表面温度 29.2℃

開口部の状況 開放

上の表は、「CO2ゼロにこだわるイゼナハウス」で2012年7月3日 
晴天時　午後1時に測定した温度データです。
外気温は32℃以上となり、冷房をしないで開口部は開放した状態で室温は30℃
を上回っています。それでも、「アクアレイヤー」の水温は27℃以下と、室温
よりも3℃以上低い温度を維持していました。
その影響で、床面の温度も室温より低い温度となり、上に寝転がると床が体温を
奪ってくれるため、ヒンヤリ快適なのです。
無垢フローリングの上でもヒンヤリ感は味わえますが、「ヒートリックス　フロ
アー」は、身体の熱を奪いやすいので、さらにヒンヤリ感を味わうことができま
す。

次のグラフは、１週間の外気温・室温・アクアレイヤー水温の変動を表したもの
です。
外気温は、連日最高気温30℃以上が続いておりますが、「アクアレイヤー」の
水温は26～28℃を推移しています。
「アクアレイヤー」は、熱を蓄える力がとても大きいので、外気温や室温が変動
しても、あまり影響を受けず、安定した温度を維持することができます。
そのため、ヒンヤリ床を持続することができるのです。
効率よく「アクアレイヤー」の温度差を利用することで、快適に過ごす事ができ
ます。

床暖房が夏の節電対策に？
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イゼナハウスの真夏の測定記録（一週間）



ひんやり床を守るためのポイント

＜直射日光はシャットアウトする＞

太陽からの直射日光を室内に入れてしまうと、太陽が当たった床面はどんどん温
度が上がってしまいます。
そうすると、室温がどんどん上がってしまい、「アクアレイヤー」の温度も上昇
してしまいます。

遮熱タープや緑のカーテンなどで、日差しを直接入れないようにする対策は非常
に大切です。

遮熱タープを掛けた状況 遮熱タープの下は木陰の様に快適

緑のカーテン 寒冷紗利用の遮熱タープ
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2011年3月11日に発生した東日本大震災は、未曾有の出来事であり、たくさんの
尊い命が失われました。
震災による大きな影響で、道路には自動車や瓦礫が散乱し、人命救出消防などの
現場到着が大幅に遅れ、救援物質（水・食料・日用品など）の輸送にも大きな影
響を与えました。とくに水に関しての問題は、まだ寒い雪のチラつく中、自衛隊
の給水車の前にペットボトルやポリタンクを持った市民が長蛇の列をなし並んで
いる様子が映し出されていました。また6月の時点（震災より3ヶ月）でも、水
道復旧がわずか1％のところもあり、水のない生活に住民は未だ疲労しきってい
るそうです。（朝日新聞2011.06.02付）

アクアレイヤーは、床暖房でありながら、安心も同時に得ることができる商品で
す。
万が一被災してしまった時、住み慣れた自宅で、一定の生活を維持確保したいの
は当然で、防災対策
には住宅そのものの家と、そこに住む方の防災意識も重要になってきます。
なお、「アレアレイヤー」があればことさら安心です。
床下にアクアレイヤーが設置されているため、備蓄水の置き場所を考える必要は
全くありません。

アクアレイヤーは、非常時の生活水としても使用することができます。

90mm typeの場合は、
床暖房面積 14畳（約23㎡）に約 
1.6トン（浴槽８杯分）もの水を備蓄していることになります。
2Lペットボトルで800本、４人家族の18日間分のトイレ用水を確保できます。

東日本大震災が教えてくれた「水」の重要性

＜災害時の非常用備蓄水になる「アクアレイヤー」＞

16tの水を確保 2Lペットボトル800本分

アクアレイヤーがあれば並ばなくて大丈夫 備蓄水取り出しセット
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