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木のベンチは快適だけど、
鉄のベンチはおしりが冷たい。
でも、鉄と木は同じ温度。
それって本当？
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木のベンチは快適だけど、鉄のベンチは座るとおしりがひ
やっと冷たい。でも実は、同じ温度の場所にあれば、鉄も
木も同じ温度になります。

同じ温度なのに体感は全くちがう！？

私たちが感じる「暖かい」・「冷たい」という体感には、不
思議なメカニズムが作用しています。
このメカニズムを「体感原理」と呼んでいます。この「体感
原理」がわかると、住まいを快適にする方法がわかります。
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同じ温度でも
体感が違うのは、
「熱の移動スピード」が違うから！
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同じ温度の鉄と木に触れたとき、体感温度は大きく違い
ます。この違いは何によって決まるのでしょうか？

それは「熱の移動スピード」の違いです。鉄は「熱を伝え
る力（伝導率）」が大きいので、熱が体から速く移動し、冷
たく感じます。木は、鉄よりも「熱を伝える力」が小さいの
で、熱はゆっくりと移動し、冷たく感じません。

このように、同じ温度でも体から外へ逃げていく「熱の
移動スピード」の違いによって、体感温度は変わるのです。
こうした体感原理がわかってくると、快適な住まいをつくる
秘訣がわかってきます。
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「体感温度」を変える４つの要素

その理由は… その理由は…伝導 放射

夏、トンネルの中はひんやり涼しい。
でも、気温は中も外も30℃。
同じ温度なのに、どうして？

ものを触ると、熱は手からものへと移動します。これが
「伝導」です。鉄と木は、熱伝導率、つまり熱を伝える
力が違います。熱伝導率の大きい鉄を触ると、熱が速
く移動し、冷たく感じるのです。

直接触らなくても、温度の異なるものの間で熱は移動
します。これが｢放射」です。トンネルは土に覆われてお
り、内側の表面温度が低く、そこからの冷たい放射に
よって体から熱が奪われ、涼しく感じるのです。

同じ温度の鉄と木。
触ってみると、鉄の方が冷たい。
同じ温度なのに、どうして？

「熱の移動スピード」を変える要素は４つあります。この４つの働きによって、同じ温度でも「体感温度」は変わります。
ここでは、この「体感原理」の基本を環境工学的な観点から整理してみます。
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その理由は… その理由は…

冬、風の強い日はとても寒く、
風のない日は暖かい。
同じ温度なのに、どうして？

気流 蒸発

昨日の湿度は40％、今日は80％。
気温は同じ30℃なのに、今日はとても暑い。
同じ温度なのに、どうして？

空気が動いて皮膚にあたると、皮膚の表面から熱が空
気とともに移動します。これが「気流」です。風は熱の
移動スピードを速くする働きをするので、同じ気温で
も、風が強いと寒く感じるのです。

液体が気体となって「蒸発」するとき、気化熱を奪い、
その周囲の温度を下げます。人は汗を蒸発させること
によって、熱を逃がし、体温調節しています。湿度が高
いと汗がうまく蒸発せず、暑く感じるのです。
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４つの要素の中でも、体感温度に大きく影響する
のが「放射」です。放射とは、自分の体と接触して
いないものの「表面温度」により影響を受けるこ
とです。つまり、同じ気温でも、周囲の表面温度が
高ければ暑く、低ければ寒く感じるのです。

おおよその体感温度は、「気温」と「周囲の表面温度」との平均値となります。
右ページのそれぞれ異なる場面での体感温度を計算すると、私たちが日常
的に感じる「暑さ」「寒さ」は、気温だけではなく、周囲の表面温度に大きく影
響を受けていることがわかります。

注釈：体感温度は、周辺の「気温」と「表面温
度」だけでなく「日射」「気流」「湿度」等が影響
し、人の「着衣量」や「活動状態」によっても変
化します。本来の算出式ではこれら全てを加味
しますが、ここでは気温と表面温度の影響を示
す値である「作用温度」の算出式を参考として
います。また本来、周囲の表面温度からの影響
は、壁や床、天井など、それぞれの表面温度を面
積割合に応じて算出しますが、最も影響が大き
い面の表面温度を代表値とし、おおよその体感
温度の目安としています。

おおよその体感温度  =
気温 ＋ 周囲の表面温度

2

体感温度に大きく
影響する「表面温度」

「おおよその体感温度」を計算してみよう

体感は「周囲のものの
表面温度」に影響を受ける
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上の例では、すべて気温は30℃ですが、体感温度はおおよそ25℃から40℃と、
大きく違います。このように、体感温度には自分の周囲にあるものの「表面温
度」が大きく影響しているのです。このことを理解すると、快適な住まいづくり
の方法がわかります。

例えば夏の日、気温は同じでも、周囲にあるものの表面温度が違えば、体感は
変わるのです。

体感温度を計算してみると、日常感じる「体感」の原因がわかる！

「周囲の表面温度」と「気温」は、住まいづくりでも大切です。

気温 バス停の屋根や
周囲の表面温度 おおよその体感温度

バス停は日陰でもじりじり暑い。

30℃ ＋ 50℃
＝ 40℃2

気温
樹木に囲まれた
周囲の表面温度 おおよその体感温度

緑の多い公園に入ればさわやか。

30℃ ＋ 30℃ ＝ 30℃2

気温
トンネルの壁の
表面温度 おおよその体感温度

トンネルにさしかかるとひんやり。

30℃ ＋ 20℃ ＝ 25℃2

気温 30℃気温 30℃
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冬の暖かさづくりの基本は、十分な断熱によって「表面温度を下げな
いこと」です。室温が同じ20℃でも、床・壁・天井や窓の表面温度が低
ければ寒く、高ければ暖かく感じます。

冬の「暖かさ」づくりのポイント

❶ 断熱性能が低いと表面温度が下がってしまう
❷ 気密性能が低いと暖房するほど外気が流入し温度ムラが生まれてしまう

室温が20℃でも、表面温度が低いと寒い！

壁と床や、壁と天井との間に隙間があると、暖
められた空気が上部の隙間から逃げ、下部の
隙間から冷気が入り、温度ムラが生まれてしま
います。
その結果、天井付近は暖かくても、足元は寒
い家になってしまいます。

❷

床・壁・天井の断熱性能が低いと、それぞれの
表面温度が下がってしまいます。
また、窓ガラスに断熱性能の低い「単板ガラ
ス」を使用していると、ガラスの表面温度が下
ります。その結果、寒く感じてしまいます。

❶
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❶ 断熱性能を高め表面温度を下げない
❷ 気密性能を高め温度ムラをつくらない

気密性能を高めると、外からの冷気の浸入を
抑えられ、暖まった空気が逃げにくくなり、足
元の温度低下が抑制されます。

床・壁・天井に、性能の高い断熱材を隙間なく
きちんと入れ、室内の表面温度の低下を防ぎ
ます。
窓には、熱を伝えにくい「複層ガラス」を使用
し、ガラスの表面温度の低下を防ぎます。

表面温度を下げなければ、室温20℃は十分に暖かい。

家は家族を守る「シェルター」
家は、雨風や暑さ寒さから身を守ってくれる、とても大切な「シェルター」です。そしてその性能
を高めるために欠かすことのできないものが「断熱材」なのです。
家を購入する時には、外観やバス・キッチンに目を奪われがちですが、「家」の本来の機能と
いう視点で、もっと構造や断熱について考えてみましょう。外観やバス・キッチンは建てた後で
も簡単に取り替えられますが、構造材や断熱材を取り替えるのは大変です。
高い断熱性能をそなえた快適で堅牢な「シェルター」は、次の世代のストックとして長期に
渡って住み続けることができます。

❶

❷

column
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夏の暑さ対策の基本は、断熱と日射の調整によって「室内の表面温度を
上げないこと」です。室温が同じ28℃でも、床・壁・天井や窓の表面温度
が高ければ暑く、低ければ涼しく感じます。

夏の「涼しさ」づくりのポイント

室温が28℃でも、表面温度が高いと暑い！

❶ 屋根面の断熱性能が低いと天井の表面温度が上がってしまう
❷ 直射日光が入り込むと窓や床の表面温度が上がってしまう
❸ 室内の通風が悪いと室温が上がってしまう

日射の影響を一番大きく受けるのは、屋
根面です。天井裏の断熱性能が低いと、
表面温度が高くなり、体感温度も上がっ
てしまいます。

通風を考慮した窓配置や間取りが計画さ
れていないと、熱気を抜くことができず、暑
さがこもってしまいます。

室内に日射が直接入ると、窓面や床・壁な
どの表面温度が上がります。この暖まった
ところからの放射により、体感温度が上
がってしまいます。

❶

❷

❸
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表面温度を上げなければ、室温28℃は十分に涼しい。

❶ 高い断熱性能で表面温度を上げない
❷ 窓からの日射を遮蔽し床や窓面の表面温度を上げない
❸ 通風に配慮しこもった熱を逃がす

断熱性能を高めた上で、遮熱ガラスや
簾（すだれ）・オーニングなどの日除けを使
うことで、日射の侵入を抑え、表面温度
の上昇を防ぐようにします。

風の流れが生まれるように窓の位置を工
夫し、室内の熱気を逃がし、熱がこもるの
を防ぐことも重要です。

体感温度を上げないためには、天井裏で
しっかりとした断熱をし、天井の表面温度
の上昇を防ぐことが重要です。

❶

❷

❸

断熱性能が高い家はエコノミー＆エコロジー
断熱性能によって、暖冷房の費用は大きく変わります。例えば、東京地区の約37坪の木造住
宅で全館連続暖冷房をしたと試算すると、「断熱性能の低い家」が年間約12万1千円なのに
対し、「断熱性能の高い家」は、約6万2千円で済み、約5万9千円もの差がでます。※

暖冷房にかかる消費エネルギーをCO２排出量に換算すると、その差は年間約1400ｋｇ。これ
は、杉の木約100本分のCO２吸収量にあたります。断熱性能を向上させればお財布にも、そし
て地球環境にも安心です。

※「断熱性能が低い家」：昭和55年省エネ基準相当　「断熱性能が高い家」：平成11年省エネ基準相当（計算詳細はお問い合わせください）
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これまでみてきたように、暑さ寒さをコントロールする「断熱」は、快適な暮らしの基本です。ここでは、「断熱」
という基本に加えてプラスアルファの工夫をすることで、より快適な暮らしを実現している例をご紹介します。

「断熱」と「太陽」の力がもたらす、
至福の暖かさ

「ストーブを焚くのは、真冬でも朝の1時間ほど。この部
屋は春の陽だまりのような暖かさです。」
中村さんは、断熱改修によって住宅性能を高めた結
果、太陽の日差しを最大限に活かした、快適な生活
を実現させました。
山梨県上野原市にお住まいの中村さん。周囲を山々
が囲み、寒暖の差が大きい地域です。冬の朝や日没
後の冷え込みは、大変厳しいものでした。こうした冬
の寒さは仕方がないものとあきらめていましたが、「太
陽の力を活かして、自然の心地よさを利用して生活し
たい」という思いを実現するために、断熱改修をしま
した。まず、室内の熱を逃がさないように、断熱性能
と気密性能を高めました。具体的には、床･壁・天井
に断熱材を補強し、気密工事を施し、窓には断熱性
能の優れた複層ガラスを用いました。

自然の力を活かす「断熱改修」

冬
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さらに、南面はふんだんに日差しが取り込めるように大
きなガラス窓とし、その熱を土間床（タイルで仕上げた
床）に蓄えるように工夫しています。これは、太陽熱
で床のタイルを暖める単純な仕掛け。ちょうど石焼ビビ
ンバの器が長時間熱を保つように、日中に床を暖めて
おけば、夜までその熱が持続するのです。ガラス窓に
面したリビングの一角の4㎡ほどの土間には、黒い砂岩
調のタイルが敷き詰められ、日中には太陽の熱を蓄え
ます。夜には、この蓄えられた熱が徐々に放熱される
ため、室温が急激に低下することがなくなりました。

「太陽の熱」を床に蓄える

室温はさほど高くないのに快適。その秘密は体感原理
に基づいた家づくりの工夫にあります。暖房で室温を
コントロールするのではなく、太陽の日差しを土間床に
蓄えて表面温度を上げ、夜放熱させて表面温度を下
げないことで、快適さをつくりだしているのです。
こうした暖かさを持続できるのは、外気温の影響を受
けないように断熱がしっかりしているから。陽だまりのよ
うな暖かさは、この「高い断熱性能」があるからこそ、
味わえるのです。

暖かさのベースは「高い断熱性能」
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「断熱」と「緑」の力で生まれる、
極上の涼しさ
夏、断熱性能の高い住宅で自然の力をうまく活かすと、クーラーを使うよりずっと快適に過ごすことも可能
です。このお宅では、真夏に外気温が36℃でも、クーラーなしで室温28℃。扇風機だけで心地よい生活
が実現しています。

東京都世田谷区のこのお宅は、真夏の日中に外気
温が36℃を超えても、クーラーなしで室温28℃。この快
適さをつくる基本は、天井や壁の十分な断熱性能。屋
根面からの強い日差しの「焼け込み」を防ぎ、室内に暑
さがジワジワと入り込むのをシャットアウトしています。
それに加え、窓の表面温度を上げないことも大切です。
このお宅では、バルコニー全体を日陰にするようにツ
ル性植物で緑のカーテンを育てています。この緑が日
射を遮ることで、窓面の表面温度の上昇を抑えます。ま
た、植物は地面から水分を常に吸い上げ、葉から蒸
発させます。日射を浴びても葉自体は熱を蓄えること
がなく、窓面が熱くなりません。さらに緑は日射を遮るだ
けでなく、室内に柔らかい光を導いてくれます。

窓からの暑さを
シャットアウトする「緑の力」

夏
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日射遮蔽と窓の表面温度コントロールだけでなく、夜
間の冷気を蓄える工夫もしています。熱帯夜でも、午前
3時～6時頃には、外気温が25～26℃まで下がります。
この冷気を家の中に取り込み、建物のクールダウンを
行います。この手法を「夜間通風」といいます。
鍵のかかる格子戸や内倒し窓など、防犯しながら通風
できる工夫によって、寝ている間に天井・壁・床に冷
気を蓄えます。朝窓を閉めれば、十分な断熱性能に
よって、夜間蓄えた冷気を保つことができます。日中は、
緑を活かし窓の表面温度を低く抑え、蓄えた冷気と扇
風機を回すだけで、快適に過ごせるのです。

夜の涼しさを蓄える「夜間通風」

クーラーで必要以上に室温を低くしなくても快適。そ
の秘密は体感原理に基づいた暮らしの工夫です。夜
間に換気し冷気を蓄え、日中には緑によって室内の表
面温度を低く保ち、快適さを作りだします。
こうした暮らしの工夫を可能とするのは、屋外からの熱
をシャットアウトする「高い断熱性能」があるからこそ。
「断熱」と暮らしの工夫を組み合わせることで、さわや
かな涼しさを味わうことができるのです。

「高い断熱性能」と「暮らしの工夫」
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施工の悪い家では、断熱材が途切れ
途切れになっています。浴室や下屋な
ど施工を忘れがちな場所があり、冬で
あればそこから冷気が浸入するため、
室内の快適さが確保できません。

断熱材の入れ方で、大きく変わる断熱性能

断熱材が
隅々まで入っていない家

下屋の壁部分の断熱
は見落しがち

浴室・押入・床の間・
階段下などは、断熱
を丸ごと忘れてしまう
ことも

壁と床の隙間から冷
気が浸入。間仕切り
壁の下で断熱材が
途切れている

「断熱性能」を高めるポイントの一つは、断熱材の入れ方、つまり施工方法です。
寒い部屋で寝る時、１枚のふんわりとした羽毛布団なら
暖かいけれど、座布団では寒いですよね。これは、建物でも同様です。
隙間だらけの施工だと、断熱材は十分な性能を発揮できません。
同じ断熱材を使っても、それが「どのように」入れられているかで、
住宅の性能は大きく変わるのです。
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施工の良い家では、途切れやすい
ポイントを把握して、隅 ま々できちんと
断熱材が入っています。冷気の浸
入が抑えられ、室内の快適さが確保
できます。

壁と床の隙間に断熱
材と気流止めを施工

浴室・押入・床の間・
階段下など忘れが
ちな場所も抜けなく
施工

下屋の壁部分もしっ
かりと施工

断熱材が
隅々まで入っている家

湿気に対しての備えも万全！
主要な断熱材であるグラスウールは、水や湿気を透すと
いう性質がありますが、1980年代以降の防湿・気密・
通気工法の開発によって、壁の中での結露問題は克
服されました。
この工法は、グラスウールの室内側を、湿気を透しにく
い「防湿気密シート」で覆い、屋外側を、オムツカバーの
ような水は透さず湿気は透す「透湿シート」で覆います。
これによって、室内からの湿気と屋外からの雨水の浸
入は防ぎつつ、壁の中の木材の呼吸を確保するので
す。こうした工法を取り入れることによって、グラスウール
による断熱は、結露に対しての備えも万全となりました。

室
内
水
蒸
気

冷
　
　
気

空
気
の
流
れ

屋外 室内断熱材

通気層 透湿シート 防湿気密シート

column
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次に「断熱性能」を高めるための、断熱素材の選び方について考えてみましょう。

「断熱材」の選び方

まず、断熱材の性能の違いを比較する方法を考えてみましょう。一般的に断熱性能は、「熱伝導率（λ（ラムダ）
値）」と「熱抵抗値（R（アール）値）」と呼ばれる値で表されます。

熱伝導率（λ値）： 

熱抵抗値（R値）： 

同じ厚さの断熱材を比較して熱の伝わりやすさを示す値のことで、その数値が小さいほど、熱が

伝わりにくいことを表します。

実際に使用される断熱材の厚さを加味して、熱の伝わりにくさを示す値です。この値が大き

いほど熱が伝わりにくい、つまり断熱性能が高いことを表します。

λ値には、実際に使用される場合の断熱材の厚みが考慮されていません。施工時の一般的な厚みを考慮した断
熱性能はR値で示されます。つまりλ値の小さい断熱材を選んでも、実際の施工時に厚みが薄いと、結果としての
断熱性能は低くなってしまうのです。

「断熱性能」は、素材の「性質と厚み」で決まる

一般的によく使われる3種類の断熱材の性能を比較してみると、次のようになります。

［単位：W／（m・K）］

［単位：㎡・Ｋ／Ｗ］

断熱性能は「Ｒ値」で比較することが重要です。重要

高性能グラスウール16Ｋ 押出法
ポリスチレンフォーム（3種） 高性能フェノールフォーム

0.038 0.028 0.022

2.8 1.8 1.6

λ値

105mm 50mm 35mm一般的な施工時の厚み

熱伝導率

熱抵抗値Ｒ値
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※熱抵抗値は、住宅金融支援機構の木造住宅工事仕様書記載の熱伝導率を用いて、弊社にて計算したもの。



次に価格の比較をしてみましょう。全く同じ断熱性能を
実現する場合を想定して、それぞれの断熱材の材料
費を比較したのが右のグラフです。グラスウールが最も
安く、発泡系のものはグラスウールの約2倍の価格にな
ります。コストパフォーマンスに優れた素材を使うことで、
同じ性能を確保するならより安く、また同じ金額であれ
ば、より高性能な住宅とすることができます。

コストパフォーマンスも考慮に入れて

経済的でより快適な住まいを実現するには、コストの面も
同時に検討することが大切です。

Q値 （熱損失係数）
外壁や天井・床などから逃げる熱の量（熱損失量）の合計
を延床面積で割った数値。数字が小さいほど断熱性能
が高いことを示します。

C値 （相当隙間面積）
家全体にある隙間面積を延床面積で割った数値。数
字が小さいほど気密性の高いことを示します。

λ値・Ｒ値は「断熱材」の性能を示
す値です。その断熱材を使って完
成させた「住宅全体」としての断熱
性能を示す値には、Ｑ（キュー）値・
Ｃ（シー）値などがあります。

「住まい」の
断熱性能を示す数値

■性能当たりの価格の比較

高性能
グラスウール16Ｋ

押出法
ポリスチレンフォーム

（３種）

高性能
フェノールフォーム

（弊社調査による）
m2当たりの価格を熱抵抗値で割った数値（グラスウールを100とした場合の数値）

重要

199

208

100

（建物内外湿度差）

単位：W/㎡・Ｋ 単位：㎡/㎡
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隙間からの熱の出入り

暖かい空気
冷たい空気

QR（天井・屋根から逃げる熱）

1℃

QR（外壁から
　　逃げる熱）

出典：住宅の省エネルギー基準の解説（財）建築環境・省エネルギー機構

S1（1階床面積）

S2（2階床面積）

QR（開口部
から逃げる熱）

QR（床から
　　逃げる熱）

QR（換気で
　　逃げる熱）

※アクリアネクスト14k105mmの価格



断熱材として古くから世界中で親しまれ、最も多く使われてきたのがグラスウールです。こうして
グラスウールが長く使われてきたのには理由があります。それは前ページで比較したように、性能面
や価格面だけではなく、他にも次のような多くの優れた特長を持っているからです。

断熱材の世界標準「グラスウール」

シックハウス症候群やアスベストによる健康被
害が大きな問題となっています。グラスウールは、
建材の中でもホルムアルデヒド放散量の最も
少ない最高ランクのF☆☆☆☆（フォースター）
で、安全な製品です。

ガラスを原料としたアクリアは、火に強く燃え
にくい断熱材です。高温に強いので、延焼や
類焼の被害を抑えることができます。

グラスウールは吸音性に優れていることから、
劇場の音響調整や防音対策にも使われています。
そのため、住宅に使用すると室外からの騒音を
和らげます。１階天井の上に施工すると、上下階
の音を和らげる効果があります。

グラスウール製品は、過去から現在に至るまでアスベ
ストを一切使用しておりません。グラスウールはアスベ
ストと異なり、リサイクルガラスを主原料とした人体に安
全な人工繊維です。世界保健機関（WHO）の下部
組織であり、最も権威がある国際がん研究機関
（IARC）はグラスウールを「ヒトに対して発がん性に分
類されない」区分であるグループ3に分類しています。

01_シックハウス対策

02_発ガン性に対しても安心

03_火に強い

04_静かな家に

人のために 建物のために
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グラスウールの原料はガラスです。しかも、その
8 0％以上が、ガラスビン等の資源ゴミから
作られるリサイクルガラスを使って製品化して
います。また、製造過程や使用後に不要になった
製品も繰り返し再利用でき、地球に優しい循環
型の素材です。

断熱材によっては経年変化で性能が低下したり
変化したりするものもあります。グラスウールは、
経年変化の少ないガラスからつくられています。
長期にわたって劣化の少ない断熱材です。

シロアリの食害を受けると、断熱材に隙間が
でき、断熱性能だけでなく、住宅の耐久性も
損ねてしまいます。ガラスを主原料とするグラス
ウールは、シロアリの食害に強い素材です。

05_長期耐久性があります

06_シロアリ被害に強い

07_リサイクル素材です

地球環境のために
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健康や安全、環境問題など、様々な要請に応じて、断熱材の技術は日々進化し続けています。
そうした進化の流れの中で今、健康に配慮した断熱材が生まれました。
それが旭ファイバーグラスの「アクリア」です。

理想の断熱材「アクリア」

アクリアは、シックハウス症候群の原因の１つといわれて
いるホルムアルデヒドを含まない材料を使用している断
熱材です。ホルムアルデヒドは、建築基準法で「等級」
が決められています。通常のグラスウールも最高等級の
F☆☆☆☆ですが、アクリアはノンホルムアルデヒドな
ので、さらに高いレベルで安心な断熱材です。

ノン・ホルムアルデヒド
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アクリアは、従来のグラスウールより細い繊維を採用し
ています。この細く均一な繊維が絡みあってつくりだす
数多くの空気層によって、断熱性能がアップしています。
肌触りがソフトでチクチクする度合いが低く、施工する
人にもやさしい断熱材です。

最新の細繊維技術

アクリアネクスト

一般のグラスウール
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1970年代　

日本の住宅断熱は、旭ファイバーグラスの
歴史と共に始まりました

1980年代　

北海道で高断熱・高気密工法が
確立しました

日本の住宅に、本格的に断熱材が用いられるように
なったのは、1973年のオイルショック以降のことです。
1956年に創業した旭ファイバーグラスは、日本の断熱の
歴史を常にリードしてきました。

北海道で当時、グラスウールを施工した住宅の壁の中
に湿気が溜まるという問題が発生しました。この問題を
解決するために、道や大学などの研究機関、そして旭ファ
イバーグラスなどの断熱材メーカーも連携して、新工法が
開発されました。その研究によって生まれたのが、グラス
ウールによる日本初の高断熱・高気密工法でした。この
工法によって、壁の中の湿気問題は解決すると同時に、
飛躍的に住宅の断熱性能が高まることになりました。

日本の住宅で、一般的に断熱材が使われ始めたのは１９７０年代ごろからです。以来、断熱の素材と施工技
術は年々進化し続け、現在では誰もが当たり前に高性能な住宅をつくることができるようになりました。こうし
た日本の断熱の歴史と共に旭ファイバーグラスは歩み続け、その時代時代の技術革新に貢献してきました。

旭ファイバーグラスは
断熱にこだわり続けて５０年
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北海道で生まれた高断熱・高気密工法は、国が定める
住宅の省エネ基準が1998年に見直されたことで全国的
に普及し始めました（次世代省エネ基準）。旭ファイバー
グラスでは、新商品・新工法を開発し、全国への高断熱・
高気密住宅の普及促進を進めてきました。

1990年代　
日本全国での高断熱・高気密の
普及を進めてきました

2000年代　

省エネから健康・安全
そして地球環境の時代へ

住まいも省エネだけでなく、健康・安全、地球環境への
配慮も求められる時代となりました。旭ファイバーグラス
は、それを叶える素材として新製品「アクリア」を開発す
るなど、グラスウールを進化させ続けています。

この冊子では、体感原理に基づいて、
快適な住宅のつくり方をご紹介してきました。
家族を守るシェルターである住まいにおいては、
快適さの基本となる「断熱性能」が重要です。
旭ファイバーグラスは、これからも、
快適さの基本である「断熱性能」にこだわり、
進化させ続けることで、人にも地球にも
やさしい住まいづくりをサポートしてまいります。
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