
その人らしい豊かな日常を

快適に暮らし、健康に過ごせること、省エネルギーを考えた、ThinkTown 提案モデル

　自然は人々にたくさんの物を与えてくれます。その成り立ちの造形美からは美しさや哲学的なこと、そして、ここ日本では四季を通じ多くの自然観を感じ
学ぶことが出来ます。 また、心の中にある大切な何かを見出して人は成長を重ねます。
　どんな人でも自然の一部であり、普遍的な生活はどんな人にも共通している とてもあたりまえで変わらないことです。 人は居心地の良さを感覚的に見抜き
ます (調和・審美眼・暮らしのイメージ…）。
　新しく作るもの今ある住宅を活用して快適に暮らせる居住空間を実現するには良き感性を持った考える人、そしてカタチに具現化していく職人の高い技量
が求められます。 素材の質を見極め、調和のある手仕事でつくられた家は、その正しい質の良さが使う事によって美しさを増し、人に親しみと愛着という心
を生みます。 
　家とは人を守り、あたたかく包み込みながら時間を重ねていくもの。 また住む人の思い出や気持ちがこもった大切な存在に家はなっていく。 そうして家は
住み手により大切にされ、次世代へと住みつながれ、世代を越え社会の大事な資産となります。
　毎日の暮らしが豊かになるような提案力の高いプランニングと長期的な視野で考えた設計。 私たちは、凛とした美しさと丈夫さ、そして品があること、そ
れが良い家の条件だと考えます。 



武蔵境駅

武蔵野プレイス イトーヨーカドー武蔵野プレイス イトーヨーカドー

武蔵野
赤十字病院

武蔵野
赤十字病院

１階のリビング・ダイニング・キッチンは建具つきのオープンスペースで、それぞれ独立しつつも
人の気配が感じられる空間に。
２階は可変性を持つことができる空間で、ライフステージに合わせられます。
住み継ぐ人がその家を育んで暮らしていき、人が人らしく暮らせる気取らない豊かな日常を。

【 Model house data 】

所在地番 ：  東京都武蔵野市境南町２丁目７番４
用途地域 ：  第一種低層住居専用地域
防火地域 ： 準防火地域
高度地区 ：  第一種高度地域
敷地面積 ：  94.18 ㎡ （28.48 坪）
1 階床面積 ：  47.08 ㎡ （14.24 坪）
2 階床面積 ：  47.08 ㎡ （14.24 坪）
延床面積 ：  94.16 ㎡ （28.48 坪）
構　　造 ： 木造 2 階建

【 Plan 】

【 Acsess 】

JR 中央線「武蔵境」駅徒歩３分 
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-  ミニマム最適冷暖システム  -

パッシブデザイン

太陽からの光や熱、自然の風を
効果的に採り入れる家づくり

1台の床下エアコンで
家全体を冷暖房する方法

ひとつひとつをていねいにあたたかく長期優良住宅／地震に強い家

パッシブ冷暖®

構造

1

4

2

3
職人の手仕事



1
パッシブデザイン

春・夏・秋

・ 軒や庇などを設置し、建物に入る日射を遮ることで、太陽からの 
 熱を抑制し、冷房エネルギーの削減と快適性を向上させます。
・ 生い茂った木の葉で日陰をつくることにより温度を下げます。
・ 遮熱に優れた Low-E ガラスを、東・南・西面の窓に設置。
・ 建物内に溜まった熱を排出する天窓は防犯性も高いので、夜間 
 でも開放したままでも。　

　たくさんの電気やガスなどのエネルギーを使えば、夏は涼しく冬は暖かく過ごせますが、冷暖房費がかかりますし体調にも影響することでしょう。
　なるべくエアコンに頼らない “自然室温” で暮らすには、地域の風土や敷地の条件に合わせて自然の力を活かす、一年を通して快適で健康的な温熱環境の
「パッシブデザイン」を取り入れたいものです。
　パッシブデザインでは、夏は風通しを良くして暑さをしのぎ、冬は限られた太陽光を採り入れることで暖かさを得るなどの工夫により、快適な住空間づく
りを目指します。
　エアコンのような機械設備の効果に比べれば、それらの工夫の一つは小さな効果にすぎません。しかし、小さな工夫を積み重ねて、組み合わせることが重
要です。様々な工夫が複合されることで大きな効果を生み、家全体を快適な環境にしてくれるのです。

・ 南面に日射取得型のガラス窓を。太陽熱を積極的に採り入れるこ
 とで室内を暖め、暖房エネルギーの削減と快適性を向上させます。
・ 落葉樹の木の葉が落ちることで太陽の光を遮らず、広く取った窓
 から太陽の光と熱を建物の奥まで届けます。

日射を遮る 光を採り入れる

太陽の恵み

・ 暖かい空気は上に登るため、吹き抜けや階段を介して流れる立体
 通風を計画します。

・  縦すべり窓や袖壁を設置し、間接的に自然風を取り込みます。
・ 風の道をつくる建具（引き戸・ルーバー）で、日陰の涼しい場所
 の空気を取り入れると、室内の温度を下げることができます。
・ 熱溜まりを作らないように天窓を設け排熱を。防犯性も高いの
 で、夜間は開放したままにもできます。

風の通り道を確保 風が通りやすい設計

風の力

冬

建物の性能を総合的に考える

蓄熱性 気密性 計画換気

夏の通風日射の利用・遮熱 間取りの工夫

断熱性 熱回収建物の性能向上



2

最小で最適な冷暖房するシステム

とは
　「パッシブ冷暖 ®」とは、1台の床下エアコンで家全体を冷暖房する方法です。
　「パッシブ冷暖 ®」では、エアコンから出る温風や冷風を、工夫された装置とダクトを使って床下に送り込みます。床にはガラリを設け、ゆっくりとファン
を回して床下の空気が室内に出てくるようにしています。その風はほとんど感じません。必要に応じて壁にもガラリを設け、ファンによって床下の空気が室内
にゆっくりと出てくるようにしています。
　一般的な床下エアコンでは場所ごとの温度ムラができてしまうことが多いのですが、「パッシブ冷暖 ®」はシンプルなシステムでその課題を解決しました。

暖房時は「じんわりと」
「床下空間」を暖めることで、足下から「じんわり」暖かくなるという快適性が得られるところが大きな特徴です、最近ではエアコンで
暖房する家庭も増えてきましたが、その温風を心地よく感じなかったり、足下が冷えて顔がのぼせたりします。
また最近のエアコンは暖房設備の中でもっとも効率がよく、その省エネルギー性を活用することができることも特徴の一つです、当然、
暖房にかかる光熱費も安くて済みます、ちなみに一般的な床暖房システムは、採用する費用が高く、暖房のエネルギー消費量（暖房光熱費）
がある程度大きくなってしまいます。

冷房時は「やわらかく」
床下空間をある程度冷やしながら、冷たい熱を壁の帖簿にもっていく工夫によって「冷たい空気は下に降りる」という原理を活用します。
この結果、「ほとんど冷房の風を感じることなく、極めて高い快適性が得られることになります、「やわらかな冷房」で涼感が得られます。



「床下エアコン」と呼ばれるシステムが大きな注目を集めていますが、この「パッシブ冷暖」において何より特徴的なのは、一定のレベルのパッシブデザイ
ンと断熱性能の強化を行う事です。それを前提に、そこで得られる「小さいエネルギーで冬暖かく、夏涼しい」をさらに高いレベルに持っていくことを大目
標にしているところが最大の特徴です。

断熱

太陽熱利用

自然風利用

日射遮蔽

パッシブ冷暖で、日本の四季を心地よく・気持ちよく

特徴

暖房の場合、床暖房のような輻射熱を利用して足元から暖める暖房設備は快適です。パッシブ冷暖も足元から暖める仕組みですが、一般的な床暖房とは考え
方が異なります。 
一般的な床暖房は、床の直下に電熱線を敷くか、ポリエチレン管を設置してお湯を循環させて床を暖めます。ただし、温度が上がるのは配管や電熱線がある
部分だけなので、人の触れない家具の下や部屋の隅は冷たいままです。また、設置コストが高いため、LDKなどに限定して設置することが一般的です。 
一方、パッシブ冷暖はエアコンによる温風を床下の分配ボックスとダクトを介して振り分け、床下全体に暖気を溜めます。そのため、１階床下全体の表面温
度が高くなり、一般的な床暖房より快適性の高い環境がつくれるのです。

仕組み

夏と冬を涼しく暖かく過ごして頂きたい、そう考えてます。それには夏と冬の相反する外気温に対して、建てるときにしかできないパッシブデザインを建物
の断熱性能を高くすることを目指し、いずれ交換が必要な冷暖房システムをミニマムで最適なパッシブ冷暖を採用します、パッシブ冷暖を採用するためには、
断熱性能、夏の日射遮蔽性能、冬の日射取得性能を一定のレベルにすることが条件となります。

パッシブデザインが不十分な家は、夏暑く冬寒い

夏の室温

冬の室温

さらにパッシブ冷暖を組み込む事で安定した夏涼しく冬暖かいが実現

パッシブ冷暖

パッシブ冷暖

パッシブデザインを組み込んだ家は、夏涼しく冬暖かいに近づく

パッシブデザイン

パッシブデザイン

Point 1 床暖房で足元がぽかぽか Point 2 エアコンは省エネ性と経済性で有利 Point 3 床暖房よりもリーズナブルプライス

Point ２ 部屋ごとにエアコンを設けるよりも省エネ性と経済性で有利Point 1 冷風を吹きおろす

暖房

冷房



熱のシミュレーション 気流のシミュレーション

他の床下エアコン

システムとシミュレーション

「Flow Designer」を使用したシミュレーション

床下空間の気流の流れ方

一棟一棟の異なる建物に対し、熱の移動と気流を読んで暖冷房システム提案する。

パッシブ冷暖を導入する際には、「FlowDesigner」という詳細な熱と気流のシミュレーションツールを使います。このツールは最適な温熱環境（暖涼感を決
める環境）を検討する上で、現在もっとも詳細で信頼性が高いツールという評価を得ているものです。エアコンを使って床下へ温風、冷風を吹く事により、
何より課題になるのが「場所ごとの温度ムラをどうなくすか？」ということです。パッシブ冷暖ではエアコンの温風・冷風を床下に送り込むダクトの配置な
どをしっかり検討することでこの解決を図っています。ただ単純に床下エアコンを設置するだけでは、場所ごとの温度ムラができてしまう可能性が高いので
す。「パッシブ冷暖」は床下エアコンの原理的な優位性を考えつつ、できる限りシンプルなシステムで、床下エアコンにおける課題を解決しようとするもの
であると言えます。



比較と価格

対象建築物

PO I N T

よくある質問

快適性

全館空調システム 全館空調システム 全館空調システム全館空調システム

部屋ごとのエアコン
部屋ごとのエアコン

部屋ごとのエアコン

床暖房 床暖房

導入費　高価

輻射
快適性小

導入費　安価

省エネ性（光熱費） 対象空間 お手入れ

光熱費　高価

省エネ性
悪

省エネ性
良

光熱費　安価

イニシャルコスト　高価

全部屋
快適性大

部屋ごと
快適性小

イニシャルコスト　安価

維持管理費　高価

大変容易

維持管理費　安価

部屋ごとのエアコン

一戸建ての新築住宅はもちろんのこと、一戸建て新築住宅以外にも様々な住環境に対応が可能です。ただし、きちんとパッシブデザインを行い、室内環境を
整えた建物に設置することが大前提です。

「パッシブ冷暖」はエアコンと床暖房のいいとこどりです。
省エネ性と快適性の両立を「低価格」で実現する、しかも
光熱費とメンテナンス費用も抑えられる快適性、省エネ性、
経済性に優れ、お手入れも簡単です。

Q. 太陽光発電を設置して、省エネ住宅や、ゼロ・エネルギー住宅にしたいのですが、パッシブ冷暖との関係はどうなりますか？

A. パッシブ冷暖を導入する建物はそもそも省エネ住宅です。太陽光発電を導入することで更に省エネになります。また、ゼロ・エネルギー住宅にするときも、太陽光発電の量は少
なくて済みます。

Q. 温湿度計やエアコンの消費電力計は、なぜ設置しなければならないのですか？

A. 暖冷房システムは、使い方によってより多くの光熱費がかかってしまいます。1 年間の室内の温湿度とエアコンの消費電力のデータを分析して、よりよい使い方をご提案し光熱
費（＝消費電力量）をより削減させていただくのが目的です。

Q. 床下エアコンはメンテナンスがしにくいと聞きました。また、エアコンの交換やエアコンの内部クリーニングはどのようにしたらいいですか？

A. パッシブ冷暖はヒートポンプ式のエアコンを床の上に設置し、床下に向けて熱を送るシステムを導入しています。ですので、通常のエアコンと同等のお手入れが可能です。また、
梅雨シーズンは送風モードで、１日置きに２～３時間程度運転し床下の空気も循環されるのでなお良いです。パッシブ冷暖のエアコンと床上チャンバーが接続しているので、先ず
は建設会社様にお問い合わせくださいませ。建設会社様立会いのもと、エアコンのクリーニング業者様や空調屋さんにエアコン交換をしてください。

Q. 他の暖冷房装置は不要ですか？

A. 基本的には不要です。過大な設備とならないよう熱負荷を想定して計画します。想定を超える熱負荷が発生した場合などは補助的な冷暖房設備で補う必要があります。例えば、
大人数で室内いるケースが多いとかものすごく暑がり寒がりとかです。その対処方法として、計画中にライフスタイルや現在のお住まいの年間光熱費をお伝えいただきそれにあわ
せた設備容量を計画する事や建設中にエアコンのスリーブ穴のみ施工する事、簡易的な補助暖冷房器のご購入をご検討ください。

新築マンション・アパート
(木造、鉄骨造、コンクリート造)

戸建リフォーム
(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造)

集合住宅リフォーム
(鉄骨造、鉄筋コンクリート造)

新築一戸建
(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造)

・適正価格で冷暖房に対応。部分間欠冷暖房にも転用可能
・質の高い快適性の獲得。対流と輻射の冷暖房方式で頭寒足熱
・光熱費が 低価格。（年間４～５万円※2014 年試算）
・乾燥し過ぎず、肌がカサカサしない
・冬、朝起きるときに寒さを感じない
・安定した室温により、寝付きが良くなり熟睡できる
・メンテナンスは通常のエアコンと同じでお手軽
・機器の交換もエアコンの変更のみでお手軽

輻射
快適性大
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長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅のこと。

平成 21 年に『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』が施工されました。一定の基準を満たした住宅性能を有し、維持保全に関する

計画を立てることで『長期優良住宅』として認定を受けることができます。これにより、住宅を長期にわたり良好な状態で使用できるこ

とはもとより、税制面においても様々な優遇を受けることができます。また、維持保全計画を立て住まいの履歴書を残すことは、お客様

の大切なお住まいの資産価値維持に役立ちます。

シンクタウンでは、お客様に愛着を持って長くお住まいになっていただきたいと考え、長期優良住宅の認定取得を基本として設計を
行っております。

住宅
ローン
減税

登録免許税投資減税型
の特別控除

不動産
取得税 固定資産税

高耐久 耐震性 省エネ性可変性 住環境への
配慮

住戸面積
維持管理
・更新の
容易性

住まいの履歴書
維持保全計画

●長期優良住宅によって優遇を受けられる税金

●長期優良住宅の認定に必要な性能項目

長期優良住宅

一般の住宅の耐震性能です

建築基準法

より安心 !

耐震＋制震工法という考え方　（オプション）

耐震・耐久性能

永く住み続けて頂くために

一般の住宅において建築基準法で求められている耐震性能は「耐震等級１」ですが、弊社では年を重ねても次世代に渡って永く住み続

けて頂きたいという思いから、長期優良住宅の認定基準でもある「耐震等級２」を基本仕様としています。これは国が病院や学校に求

める耐震性能に相当し、地震時の建物の損傷を出来るだけ軽減させることを目的としています。

また着工前に必ず地盤調査を行い、地盤の強さを確認します。

耐震等級２とは : 建築基準法の 1 . 2 5倍の力の地震でも倒壊しない程度の耐震性能。
 耐力壁の量やバランス、接合部・床・基礎・梁の強度により等級が決まります。

耐震が地震の力に対して構造の「強さ」で対抗するのに対して、制震は制震ダンパー等の変形する装置を
躯体の一部に組み込み、建物に伝わった地震の揺れを「吸収」します。必要な耐震性能や耐震等級は耐力
壁などで確保する必要がありますが、その上でより安全にする目的で制震装置を組み込みます。

病院や学校等の耐震性能が
ここに当てはまります

消防署や警察等の防災の拠点
となる建物がこの基準に 相当
します

建築基準法の
1.25倍の力の

地震でも倒壊しない程度　

建築基準法の地震でも
倒壊しない程度

建築基準法の
1.5倍の力の

地震でも倒壊しない程度

耐震等級

１
耐震等級

２
耐震等級

３

地震に強い家



一般の住宅の耐震性能です

建築基準法

より安心 !

・繰り返しの地震により強度が低下
・家具は転倒、クロスは破れる
・体感は揺れを感じる
・敷地条件なし
・価格は現状価格

耐震＋制震工法という考え方

地震から建物を守る３つの方法

耐震・耐久性能

永く住み続けて頂くために

一般の住宅において建築基準法で求められている耐震性能は「耐震等級１」ですが、弊社では年を重ねても次世代に渡って

永く住み続けて頂きたいという思いから、長期優良住宅の認定基準でもある「耐震等級２」を基本仕様としています。

これは国が病院や学校に求める耐震性能に相当し、地震時の建物の損傷を出来るだけ軽減させることを目的としています。

また着工前に必ず地盤調査を行い、地盤の強さを確認します。

耐震等級２とは : 建築基準法の 1 . 2 5倍の力の地震でも倒壊しない程度の耐震性能。
 耐力壁の量やバランス、接合部・床・基礎・梁の強度により等級が決まります。

本物件では「制震ダンパー」を採用しております。耐震が地震の力に対して構造の「強さ」で対抗するの

に対して、制震は制震ダンパー等の変形する装置を躯体の一部に組み込み、建物に伝わった地震の揺れを

「吸収」します。必要な耐震性能や耐震等級は耐力壁などで確保する必要がありますが、その上でより安

全にする目的で制震装置を組み込みます。

耐震

価格：現状

・建物へ直接揺れを伝えない
・家具、クロスはほとんど支障なし
・体感はほとんど揺れを感じない
・狭小地では現実的に無理
・ 価格は高く設備が大掛かり

免震

価格：現状 + 高予算

・制震装置で揺れを吸収する
・家具は転倒しにくく、クロスは破れにくい
・体感の揺れは軽減される
・敷地、間取り条件なし
・ 低価格で効果を発揮

制震

価格：現状 + 低予算

病院や学校等の耐震性能が
ここに当てはまります

消防署や警察等の防災の拠点
となる建物がこの基準に 相当
します

建築基準法の
1.25倍の力の

地震でも倒壊しない程度　

建築基準法の地震でも
倒壊しない程度

建築基準法の
1.5倍の力の

地震でも倒壊しない程度

耐震等級

１
耐震等級

２
耐震等級

３

地震に強い家



4
シンプルに究極に本質を追求していく、熟練した職人。
心がこもっているか否か。人の手でつくられたあたたかさを私たちは大切にしています。

× ×感性ある考える人 質の良いつくり手 生活者

基礎・型枠左官

建具 家具・木工

大工親方 大工


