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　「より便利に、快適に」を追求するあまり、住宅は様々

な弊害を生み出してしまいました。

　現代の住宅の多くは、機械の力を借りることで住んで

いる人の健康を維持している状態なのです。私たちのず

っと探していたのは、もっとシンプルな考え方。

　それは、家も人も自然体であること。

　大がかりな換気システムがなくても、健康で安心して

暮らせる住まいを株式会社ニコタスはお勧めします。

彼らはニコタスの家づくりをわかりやすく説明するためのキャラクター
達です。さて、彼らが住まいにどう影響してくるのでしょうか？

登場人物（？）

カビさん 腐朽菌さん

ダニやん 化学物質くん ニオイ氏

水分ちゃん

　ニコタスの家づくりは、通気をコントロールすることで気温の異常な上昇や低下を防ぎます。

室内の温度が一定で快適であれば、暖房や冷房を必要以上に稼働させなくて済み、省エネにつ

ながってきます。

　地球温暖化の影響か、気候変動が激しく夏は記録的な猛暑になることが多くなりました。エアコ

ンの稼働率も増え続け、燃料費の値上げとともに家計に大きな打撃を生んでいます。

　消費電力が増えれば、同じだけ温暖化に拍車をかけてしまうのも事実です。それは冬とて同じこ

と。では、どうすればいいのか？できるだけ省エネに努めるほかありません。



ニコタスの家づくりは、

湿度が高く結露してしまうと、どうしてもカビやダニが
発生しがちになってしまいます。それらはアレルギー
の原因となると言われています。さて、どうしましょう？

湿度が７０％を超えると要注意
　近年作られてきた住宅は気密が高く換気不良となりがちで、
カビやダニの温床となっていました。
　気密の弊害で換気が義務化となり、その換気システム自体に
カビが生えてしまうことがあります。
　カビを繁殖させない方法としては「湿度」をコントロールす
ることになります。

名前：カビ。
住所：食品、木材、畳、皮革、ガラ
　　　ス面、タイル面、コンクリー
　　　ト面から、鉄や鋼などの金属、
　　　岩石、接着剤まで様々。
好きな環境：湿度70％以上、80％
　　　を超えると仲間をいっぱい増
　　　やす。
嫌いな環境：湿度50％以下、気温は
　　　低くても大丈夫

名前：ダニ。
住所：カーペット、畳、ふとん、布製ソ
　　　ファ、カーテンやクロス壁、ぬい
　　　ぐるみ、衣装など
好きな食べ物：フケ、アカ、カビ
好きな環境：気温20～30℃で、湿度7
　　　0％以上。特に75％前後が最適。
嫌いな環境：温度が50℃以上。湿度が
　　　50％以下になると死滅。低温も
　　　苦手。

カビさん

ダニやん

腐朽菌さん

ニコタスの家なら、
　前述の「結露」で説明したように、通気と断熱をしっかり

るすことで、湿度をコントロール出来るので、カビやダニが

繁殖しにくい環境を作り出すことができます。

　もちろんアレルギーの心配もなくなってきますね。

もう一つの「支える力」
　湿度をコントロールするのに通気することも大切ですが、「木」

で家を建てることも大切なカテゴリーです。

●部材別結露発生実験

　ガラス、金物は、内外温度差が約3℃か
ら、プラスチックやビニールは約4.5℃か

ら結露が始まります。木材、紙類は10℃

くらいまで結露は発生しません。

　これにより、木や紙は呼吸する素材で

あることがわかります。

●木の調湿機能

　木は呼吸しています。湿度が高くなる
と湿気を吸収。反対に乾燥してくると水

分を放出します。これは、木の持つ自然

の機能です。

　例えば、40坪の家の場合、20ｔの木

材が使用されますが、吸放出される水分

量はドラム缶10～15本分。柱一本だけ

をとってみても、ビール瓶7本分の水分

を吸放出できます。



ニコタスの家づくりは、

今までの日本の家づくり

ニコタスの家なら、
　床下と壁体内への入口を封鎖するので寒気の
流入をシャットアウト。棟の空気の出入り口（
ハットヘルス）も封鎖するので対流がおこりに
くくなり、室内が少しの暖房で暖かくなります。

　また、構造材の蒸れ腐れを防ぐため、室内の
空気の調整のために、１０％程度の空気の開放
をしています。エネルギーロスは４０Ｗの電球
一つ分くらいです。

適度に湿気が
保たれるので、
空気が乾きま
せん。

暖房してもなぜか寒い。だから暖房機の前が指定席･･･なんてことはありませんか？
暖房しても暖まった空気はどこへいってしまうのか？冬暖かい家の秘密はその原因
を知ることから始まります。

寒さの原因は暖房によっておこった上昇気流
３、暖められた空気は上昇
　　しはじめます(対流現象)。
　　絶えず冷えた空気が侵
　　入するため。部屋の中
　　が冷やされ、暖房して
　　も暖まらない現象が生
　　まれてくる訳です。

１、建物には、構造材の蒸れ腐
　　れを防ぐために空気の通り
　　道が空けられています。
　　一年中開通しているので、
　　寒気は容易に床下から壁体
　　内に侵入していきます。

２、室内は暖房機によって暖
　　められ、壁も暖まり、壁
　　体内に侵入した冷気も暖
　　まります。



ニコタスの家づくりは、

今までの日本の家づくり

　気温が上昇してくると、自動開閉装置が開きます。
屋根や外壁の日射の焼け込みにより、自然な上昇気
流が発生し、基礎下の涼しい空気を壁体内に通気さ
せます。
　また、湿気も通気層の気流に引っ張られて一緒に
外部へ放出されるため、「蒸し暑さ」も解消されま
す。建物に熱を蓄熱しないので夏も快適です。

地球温暖化によって、日本の夏はどんどん暑くなっているようです。暑いからと
いってエアコンに頼りきるのは問題です。では、どうすれば家の中の暑さをしの
ぐことができるのでしょうか？

蓄熱と屋根の焼け込みが暑さの原因
　夏の照りつける太陽は、屋根や外壁を容赦なく焼きつけ、
家を暑くします。その熱が部屋の中に伝わり、室温の上昇に
つながります。

　焼け込みの熱は夜まで蓄熱されるので、
いくらエアコンを付けても表面的に冷ます
だけなので、電気代の無駄となっていました。

湿気は上昇気流
に引っ張られて
出ていくので、
快適な湿度を保
てます。ニコタスの家なら、



ニコタスの家づくりは、

日本は湿気の多い気候の国です。家の中でもちょっとした気温差で結露が生じ
ます。結露は夏でも冬でもおこります。そして、一番に結露が生じるのは窓。
どうすれば、窓結露を防げるのでしょうか？

結露は人が生きている限り起きるもの
　人間が生活をすれば、水分は必ず出てきます。火を使っ
たり、お湯を沸かしたり、料理を作ったりする場合もそう
ですが、私たちの呼吸や体からも水分は放出されています。
その量は４人家族で１日に６リットルにもなります。
　そうした水分が気温差の激しいところ、特に窓に付着す
ると目に見える結露となって姿をあらわすのです。

窓だけじゃなく
て小屋裏や壁体
内やタンスの裏
側なども結露は
おこります。

窓の結露は、周り
の建材に影響をお
よぼしたりします。

　　カビ
ルンルン♪

普段は私の姿は
見えないけれど、
気温差で姿をあ
らわすの。

ニコタスの家なら、

　ニコタスの家は、自然な空気が絶えず通気層を流
れています。それによって室内の水分が引っ張られ、
透湿壁を通り抜け、通気層の気流に乗って外へ排出
されます。人間に例えるなら、まさに「皮膚呼吸」。
人間の生理現象と同じ現象がおこっていて、家を健
康に保っているのです。



ニコタスの家づくりは、

結露が多ければ、菌も繁殖してきます。一番厄介な
のが、構造材を腐らせる腐朽菌。でも、そういうの
に限って見えないところに繁殖するわけで・・・。

腐朽菌の繁殖は空気の淀み
　日本は湿気が多いので、結露やカビ・ダニが繁殖しやすい
環境です。それと一緒に繁殖しやすいのが菌。特に「腐朽菌」
は曲者です。
　蒸れて空気の淀んだ屋根裏や、壁の間で腐朽菌は、構造材
を腐らせ、住宅の耐久性を著しく低下させます。

【屋根】
野地板と防水シートの
間も腐朽菌のたまり場
になることがあります。

【小屋裏】
屋根を支える小屋束な
どの構造材に腐朽菌が
繁殖します。

【壁体内】
通気層を設けていない
と、柱や断熱材との間
が腐朽菌のすみかにな
ります。

じめじめが
大好き♡

【床下】
家の中で一番湿気て
いそうなところです。
床下地が腐ってくる
と、床がブカブカに。

【水回り】
台所や洗面所、
浴室などの水
回りは湿気が
多く、腐朽菌
も現れる箇所
です。

ニコタスの家なら、

　ニコタスの家は、自然な通気が絶えず通気層を流れ

ています。それによって室内の水分が引っ張られ、透

湿壁を通り抜け、通気層の気流にのって外へ排出され

ます。

　このように、腐朽菌の繁殖条件となる水分(湿度)を

コントロールすることで、木材の腐食を防ぐことがで

きます。

木材腐朽菌とは、菌類の中でも木材に含まれる
栄養分を分解する能力のあるもののことをいい、
木材を腐らせる原因になります。
   木材腐朽菌の繁殖条件
　●水分　湿度85％以上、木材含水率20％以上
　●温度　20～30℃
　●酸素
　●栄養　木材に含まれるリグニン、セルロース、
　　　　　ヘミセルロース
どれか一つでも欠ければ木材腐朽菌は繁殖しませ
ん。



ニコタスの家づくりは、

シックハウス症候群の原因として、建材などに含ま
れる化学物質があげられます。でも、化学物質は建
材だけに含まれるのではないわけで・・・。

化学物質の発生元は建材だけじゃない！
　シックハウス症候群が問題となり、建材中に含まれるホルムア
ルデヒドの含有量が規制されました。でも、原因となる化学物質
はホルムアルデヒドだけではなく、他にも存在します。しかも、建
材だけではなく、家具や電化製品、殺虫剤や芳香剤にも化学物質
は含まれているのです。
　現代人が生活する上で、化学物質の発生はやむを得ません。
大切なのは「こもらせない」こと。  体に蓄積する前に家の外へ排出
すれば良いのです。

オレ様はいろんなところ
から発生するぜ！

VOCとは揮発性有機化合物のことです。厚生労働省では、次の化学物質の室内濃度の指針値を定めています。

ホルムアルデヒド…防腐剤、接着剤に含まれている(規制されている)
トルエン…塗料用溶剤や希釈剤、接着剤に多く含まれている
キシレン…塗料用溶剤や希釈剤、接着剤に多く含まれている
パラジクロロベンゼン…トイレ用消臭剤や衣料用防虫剤などに用いられる
エチルベンゼン…接着剤や塗料用溶剤及び希釈剤などに用いられている
スチレン…ポリスチレン樹脂、合成ゴム、ポリエステル樹脂などの原料に用いられている
クロルホリピス…防蟻材(シロアリ駆除剤)や農薬に含まれる(現在は使用禁止)
フタル酸ジブチル…塩化ビニールの可糊剤、顔料などに使われている
テトラデカン…ビニールシートの製造やプラスチック可糊剤に用いられる化学物質
フタル酸ジ２エチルヘキシル…ビニールシートの製造やプラスチック可糊剤に用いられる
ダイアジノン…殺虫剤の成分として用いられている
アセトアルデヒド…殺虫剤や防腐剤に用いられている
フェノブカルブ…害虫駆除用の殺虫剤として使用

　上のグラフは、従来の高気密住宅とニコタスの家とで、室内のホルムアルデ

ヒドの濃度を時間ごとに計測したものです。

　グラフを見ての通り、赤で示した高気密工法のホルムアルデヒドは90時間

経ってもなかなか減らないのに対し、青で示したニコタスの家の濃度はすぐに

0ppmに近づいています。

　ニコタスの家は、化学物質が湿気と共に透過壁を通過することで、

室内の環境をクリーンに保ちます。そのため、室内のホルムアルデヒド

の濃度評価基準0.08ppm以下を難なくクリアすることができます。

ニコタスの家なら、

ホルムアルデヒドの時間変化
※ただし、両者とも機械換気を使用していない。



ニコタスの家づくりは、

家の中は、様々なニオイが発生しています。ごはんのニ
オイ、ペットのニオイ、たばこのニオイなどなど。訪問
脚にしか臭わないニオイもあったりして・・・。

言われてびっくり！我が家のニオイ

　「あれ？何のニオイ？」なんて、訪問客に聞かれたら焦
りますよね。一昨日のカレーのニオイだったり、ペットの
ワンちゃんのニオイだったり、ご主人のタバコのニオイだ
ったり、果てまた玄関の靴のニオイだったり？！ニオイは
複雑に絡まりあい、芳香剤でも消し切れずに、機械換気で
もなかなか外へ出ていってくれないことが多いのです。
　では、どうすればニオイの悩みを解決できるか？解決の
糸は、ニオイも湿気と友達にあるということです。

ニオイの原因物質

イオウ化合物　硫化水素(腐った卵のにおい)
　　　　　　　メチルメルカブタン(腐った玉葱のにおい)など

窒素化合物　　アンモニア(し尿のにおい)など

アルデヒド類　アセトアルデヒド(刺激的な青ぐさいにおい)など

ケトン類　　　アセトン(シンナーのにおい)など

脂肪酸類　　　イソ吉草酸(むれた靴下のにおい)など

ニコタスの家なら、

　ニコタスの家は、ニオイの物質が湿気とともに透過壁を通過することで、室内のニ
オイを通気層を経由して外へ放出できます。
　あとは、お掃除をしたり、ニオイの元を断ち切ることで、お部屋のいやなニオイが
染み付いたり、こもらなくなります。

一緒に行きましょう

あ
～

れ
～

まとめ
　以上のように、家全体を呼吸させることで、冬の寒さ、夏の暑さ、

窓の結露、小屋裏の結露、壁体内結露、蒸れ腐れ、化学物質、カビ・

ダニ、エネルギーの浪費などを解決します。

　人間は生きていくのに気管呼吸や皮膚呼吸をします。家もそれと

一緒で呼吸をすれば健康に長生き出来るのです。

　私たちが家づくりの中で「呼吸」に関心を持ち、日常の生活の知

恵をはたらかせることによって、家に墨ことが楽しくもなり、納得

がいく生活が送れます。

　「納得」「安心」は、なによりの財産なのです。


