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フロアヒ-テインクその健康性､経済性､安全性を徹底解剖 
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医学博士が診断する床暖房と健康 
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肝芦｢∴l 剋d上げ繍] 床の仕上材を選ばない床暖房こそ本物 
N[ 刹�)繍] 

吹き抜けやワンルーム空間は床暖房の独壇場 

[ 剔ﾈ物繍] 

1__福射熱暖房のまろやかさが植物の生育に最適 ~i■1:lI:A-[店舗.事 剿居鰹J] 

一一.L---p誰もかその快適さに納得するからこそ設置したい 
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F㌣卿莞編射熱暖房の諸特長と今後の課題 l 



久注目の健康性､安全性､経済性を徹底解剖頼射熟暖房を考える

私たちは推選します病気知らずの生活が送れ木の床にも
れ収置できる妹暖▲㍍●清家清杉#..I郎天冨　井出一済篠田次郎原田寿l[健康編仰]医師もその確か士を拝め住まいや珍撫所に投雷lil;∵MI二が冶断する帰順Hl.1JJ促S●田中正敏--

北風喝坊は患爺さんには不快だから改築して;it暖.坊に変える●北海道/浜口歯科医院　-‥-医茄だからこそ健康に留点して昧暖.Wを選びました●青森　北村さんの住まい--･･･_欠帥の日で選んだ｢稚忠的暖.妨｣●青森　荒井さんの住まい　　-　･2×4の汀館は板張りの床をはじめ全館床幌.坊●東京　Yさんの住まい--･-･1　---･お_矢名さんのご･.i1人が健康上の樫山か･IT選ばれた｢:休暇.帖｣●千葉　安達さんの住まいや内の空気を汚さず､お年寄りの点茶さん過に大好+%●神奈川　塚原眼科医院･　-1末節だから喝妨選びも健康面を屯祝し妹暖.坊に決めました●静岡/竹沢さんの住まい---･-空気が汚れず'吃催しないので健康･快適さは他の暖l帖では得られない●静岡/鈴木さんの住まい--･--･･･　　　-　　　･多李でも存先に‖なたぼっこなする気分●千葉　国立療壬所･千葉東病院　　　-　　･･･-･-　　-広々-LLJ遊戯･:やで冬季も伸び伸びと錨らす●長野/国立小諸療養所　　　-クリーンな･ Lit暖.坊はお牛怒りやナ供の患者への思いやり●広島ノ高陽第l診療所　-･---･
[健康誓胤j持病のせんそくや神経痛か治った休職者は悟る什ハ冬でも√供通は触ハンとTシャツ凌ですよ●北海道′岡野さんの住まい　　ー　　　　ー冬になると必ず出ていたおばあちゃんの比の痛みが-れました●北海道/原田さんの住まい-√供のぜんそ-が休暇.坊にしてから快方に向かっています●北海道　西森さんの住まい　-

･:j打心がしばれ祁川のエ-が八ハっ日になっLJ以前が嶋のよう●北海道/幸多さんの住まい-
柔らかな暇かさを経験した今では'他の暖蛎では気分が悠-なi北海道/野中さんの住まい･窓越しに外の寒暖計を妃て初めて外気の冷え込みを知る●北海道/江口さんの住まい-妹暖.坊の榔下は冬場､姐腰をきたえるおばあちゃんの運動場●北海道/高島さんの住まい･

42　41 38　37　34　30　27　24　　23　22　20 18 18 14 1210　9　　5

拙凪喝坊の息51=しさがない､つつみ込む峻かさに感激●神奈川/Aさんの住まい　-作の芯から暖まるので外に出でも冷え込まないんです●山梨/勝俣さんの住まい私の手比のしびれ､相の神経痛が本当に-れLJんですよ●静岡ノ岩本さんの住まい神経痛に効-のがなによりうれしいですね●新潟/吉田さんの住まい･Il･･･--帖の神経痛が;jf喝好のおかげでやわらぎました●長野　川上さんの住まい　　-他の暖蛎では味わえない門の:=川い帳.好感が得･]れます●石川　出村さんの住まい･
]it暖.坊は･._ ･f内の空気を汚さないこ-が何よりです●岡山ノ正村さんの住まい---

改造を屯ねるLJぴに:it喉.棚を設置しLJ_%.jfが岬える●兵庫　中川さんの住まい比順の弱い奥さんにとって:it暖.脚は絶好の泊嫌盤●岡山/三輪さんの住まい-
｢兵比でむいてぬ-いのが何より)と増改築で放置●広島/辻さんの住まい　-A-

83　82　81 80　79　78　77　74　72　71

頭の働きや健康のLJめにも'この冬は√供･:･Sに:it峻▲坊を入れるi･:止です●岡山　大戸さんの住まい

84

他の暖.坊では得られないマイルド感が舵機的ですね●福岡　高柳さんの住まい-健康面'経済性､快適度のどれをとっても･休暇.帖が日収‥‖回●香川/都倉さんの住まい
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長年つらい思いをした冷え症も;iS暖.坊住七で解消●福岡/Hさんの住まい
[程済編]省エネ按針の床嶋房で賓計は大助かり--

多-山よりソトJ小,他案す;_ほ昧日長扉こそ綿･ぺH的●大倉博行　-･専門家だから避んL,休暇.旭●北海道/猪狩さんの住まい　　-　　-燃料甥は石油スー-ブよりも安いのに解きました●北海道/小田島さんの住まい場所をとらず､結小路の心配がない省千か喝帖で大助かり●北海道J斎藤さんの住まい

98　96　9492　91

3444

Li㌧ハ冬でも･:七溢2 0度で卜分岐か-感じられます●北海道/枚井さんの住まい
〓然の暖かさが得られる休喝好で燃-3は半分に●北海道/前田さんの住まい

･軍内空気が汚れず√供のぜんそ-も川似しました●北海道/味原さんの住まい
弧風式嘩坊は不愉快でしょう｡LJから凪のない暖.坊にしまLLJ●北海道/佐々木さんの住まい昧喝坊のおかげで風邪もひかな-なり'腰痛も治りました●青森/林さんの住まい

｢･ 'J1人に頭がしがちな-なりました｣と休喝坊に反対した奥さん●青森/太田さんの住まいスー-ブ時代の押し入れが湿ける悩み･与糾されました●青森/田中さんの住まい

50　50　49　48　47　46　45

座ること大好き人閲には日収良の暖▲坊です●北海道/千葉さんの住まいお湖がふんだんに使え'しかも省燃伐の給湖兼用昧嘩脚の威力●北海道/小野寺さんの住まい

103102100 99

休喝捗を全･.. ･七位用しても灯油11ー消伐=.帆が汀のスーーブとそんなに変わりません●北海道/高嶋さんの住まい燃料の消-3=+.Gの少なさにビックリしました●青森/石岡さんの住まい
:iS嘩坊の材料のみを購入して此営｢弔●宮城/蓮潟さんの住まい

オーストリア人i快適さにびっ-り｡｢肝雅一の暖一坊よ｣●東京/シュレックさんの住まい冬の台所什僻がおっ-うでな-なりまLLJ●福島/<島さんの住まい

神経痛持ちの私には串口回の喝妙です｡痛みの悩みも解消されました●青森　村上さんの店舗-A-　-　5石油スー-ブを焚-と娘過が頭痛を訴えるのです●青森/坂本さんの住まい-･1-I-I-･･･-･15

｢ユカダンハカイテキデス｣とカナダ人'コハニご人妻も感心●東京/Fさんの住まい｢一冬過ぎてびっ-りしまLLJ｣燃料伐が戸想外に安-つ-●神奈川/生野さんの住まい

フロアヒ-テヤング

サウナ･:14=を設置して風邪とは無線になりまLLJ●青森/久保さんの住まい　　ー　-血lijの高い･ 'JJ八も安心して人柄できるようになりました●青森/森山さんの住まい

対流熱喝好に比べ'ランニングコスーは41.分の1ですむ●山梨/坂本さんの住まい

風邪知らずで冬が過ごせました●青森/上田さんの住まい休嘩坊のこたつで款待議題に花が咲きます●青森/立花さんの住まい
｢敷き和川を蒋-して｣床峻▲塀の快適さを味わいつつ快眠●青森/楠本さんの住まい

冷え症の私にはやっぱり溢水式床嘩堵●宮城/石井さんの住まい休暇.好のよさを十分認識｢次回は学習塾に入れるチ定です｣●茨城/田上さんの住まい
｢友達が態まると腰を落ちつけてしまう｣属心地の良さ●東京/桜田さんの住まい

各郎届の=B嘘を均lに保ち'心臓の弱い人の免抄を畦-する●東京/山中さんの住まい臼然の暖かさ-同じだから健康的ですね●至泉/山本さんの住まい空気が汚れない健康暖▲妨ですから安心です●埼玉/比嘉さんの住まい

70　68　66　6260　58　56　55　54　53

余熱を土手に利用した使い方で省エネに徹する●兵庫/載井さんの住まい灯油焚きで燃怨はlか月6000-7000円です●兵庫J佐藤さんの住まい店の]it嘩坊は夕方の4時ごろ切っても8時まで余熱で暖かい●岡山/津内さんの住まい部屋ごとに印り拝えができる経済性がうれしい●広島/山本さんの住まい低温でも暖まる嘩好機は休暖▲坊の他になし●広島/藤井さんの住まい　-熱効率も高- ､維特甥も安いので磁気から切り換えまLLJ●香川/白川さんの住まい外はマイナス1 8度にもなる山.ハ冬日がつづいても床嘩好だけで十分快適●長野/岩上さんの住まい妻全編]お年寄りや子供にも安心して仕えるのかうれしい
･l )TL,龍雄;:,左hl. ･一?叱水仙たか･-.安/-日が:73　●天野術

128127126　125124123122120119116114日0109108106105104



図面･図版●瀬島秀朗　宮坂雅子

デザイン･レイアウト●プラスl　中島浩

他に比べ低拙やけどをしない確実に安全な休喝坊を選.A '5●北海道/山崎さんの住まいおばあちゃんのために安全な床岐蛎を計画●青森/石橋さんの住まい乳幼児の安全第lを考えて選びました●青森/三条保育園
｢低脱でもどんどんi rが出る｣～=B泉宿の温水サウナが人跡判●青森/玉勝温泉

お年怒りや√どもに安心して入ってJらえます●青森/あすなろ温泉

136136134132131

広いワンルームのLDKには床暖一坊がうってつけですね●青森/中村さんの住まい板張り;itのワンルームにふさわしい床喝坊●千葉/五十嵐さんの住まいこんないいものなら知り合いにも是非研介したい●新潟/広瀬さんの住まいコンクリ1-にじゅうLJん此粘りの冷え込みを･休喝坊でl揃●山梨/栓田さんの住まい

体の不日由な女.坊のLJめに床暖.坊を入れました●青森/荒沢さんの住まい梅雨時もデリケーーな喝妨凋軽で娘高の快適さに●宮城/栓尾さんの住まい
.r供がうLJLJねしても風邪をひかない均lでマイルドな暖.好感●東京/安井さんの住まい

√ほんのうのご人身が選ばれLJ川州潔で安全な休嘩妨●長野/Wさんの住まい清潔で安全､ハイハイする係には押忠的喝坊です●山梨/雨宮さんの住まい火の心配がないことがなによりも安心です●静岡/堀内さんの住まい空気は汚れないし､火中の心配もありません●兵庫/中川さんの住まい母や√供のために操作が簡単で安全'体にも良い床暖蛎を選ぶ●広島/大田さんの住まい他の暖.好と比較検討し'ずば抜けLJ安全性を…HtいまLLJ●岡山/左手さんの住まい･設備プロの眼にかなっLJ安全で空気を汚さない休暇増●広島/谷津さんの住まいワンバク盛りのりの√がいても安全な〟床暖蛎〟を採用●香川/栓田さんの住まい

150149148147146145144142140138137

広いスタジオの嘩坊はぜひ床嘩坊にLLJい●山梨/舌壕さんの住まい休_嘩坊のおかげで地痛のク木だ,つたストーブ時代に別れが告げられました●香川/井戸さんの住まい吹き抜け空間には煉喝妨しかないと娃染家ともども決めまし1,●福岡J噂尾さんの住まい　-　1 9広々とLLJLDKでの休日の-つろぎに大いに役立っています●福岡/西原さんの住まい植物等わが寮の草花は冬でも枯れたことかありません軸引払…喉仏のまつりやかさが柄物い牛再には=批･.51●合田弘之降りしきるやの;･J草花が咲き乱れる･...S内は甫嶺●北海道/田島さんの住まい_ ilム家が太汲判を押した草花の生長を助ける床暖▲坊●神奈川/中島さんの住まい空気が乾燦しないから溺糧に置いてある花はいつも元気●山梨/坂本さんの住まい幼い子供にも安全だし､省内の植木も枯れません●東京/長瀬さんの住まい観巣植物も健康そのもの｡す-す-侍っています●山形/マロしスショップ

98　1961951941921901

火災や子供のヤケドの心配がな- '燃攻も安いので採川しまLL)●高知/武田さんの住まい温風喝好機の安全性に不安を感じて安全な床喝坊を採用●香川/大穂さんの住まい･仕上げ福｣板張りの床にも本当に設置できるんですね
･帖の什-二日を巷はない:if噂はこそ本物●大塩満

早起きも満にならず｢汗と比べたら人-は殿様｣●北海道/竹村さんの住まいお客さんも木の床にすわっでしまい､折角のソファ･J形なし●北海道/木村さんの住まい木質系床材にも施工できるから採用●宮城/日本宅建･展示場建築装荷もそのよさにほれ込んで‖七に設置●岩手/横長さんの住まい什上村を選ばない妹暖.妨だから実現したウッ.I JTイハウス●山形/佐藤さんの住まい休仕I ‥材を選ばない昧喝坊.LJからこそ実現しLJ希甥のタイルと板張りの床●埼玉/浅田さんの住まい
｢これからは床喝坊の時代｣とモデルハウスに抹川●埼玉/木下工務店･所沢展示場

木の休にも利用できる休暇.脚はこれからの時代の設備●埼玉/豊川さんの住まい
･3気槌は小岨気パネル｡でJ効率の良さで溢水式の:jf暖.坊を●埼玉/森田さんの住まい

木の妹に純いの出ない休暇蛎で健康な弟らしを実現●長野/Tさんの住まい来客が:it嘩坊の郎はから動きLJがりません●岡山/中島さんの住まい私の知っていLJ床喝蛎はすべてl<適桁だった●兵庫/黒木さんの住まいフローリング化上げでも大火人な休幌.抄に芯かれて採用●広島/Sさんの住まい寒さの厳しい山々の暖.雌は:it暖l坊の他に遁するものなし●岡山/連台寺
:it暖.坊の利山.#に態でいるとやんわりとLLJ暖かさで一日の妓れが吹き飛びます●高知/南部さんの住まい

床をフローリングにLLJいoだから温水式床嘩坊を選ぶ●山口/琴冗さんの住まい空間串ピアノ重･スタジオも最高のコンディションか保てる隼一〇托Hやリン化1-玉川は咋噂はい独〓場●永栓itl
｢束比になると指先まで暖まる｣ピアノ教･:Fの;it暖蛎●青森/福井さんの住まいス-ーブはLJめo吹き抜けのは間はやはり煉喝好ですよ●北海道/木村さんの住まい

188186184183181180　179178175174170169168166164　163162160159158156155 152151

人の体に良いものは植物に･J良いはずですから拙宅も:it喝坊にしたい●高知/森さんの住まい温風喝防時代は･:'4=内が乾燥し'植物がしおれて阿りました●奈良/梅田さんの住まい　-

521421221 1 208206204202201 200

[店舗･事務所福｣温風では味わえない柔らかな蟻か士が客に大受け
誹もがそり快適さに約日するか･しこそ設};.したい●原田寿l人の健康に携わる薬局にピックリの健康設備●北海道/大通調剤薬局火什h向4日の結婚式場は煉暖.妨だから快適なのです●福島/和泉屋従農民がのぼせるこ-な- '快洞に働いて-れます●山梨/力･-レア美容室姐元と作中からふんわり感じる;it暖.坊のブイゴ味を満喫●東京/サE)ン･ド･･､･キ女性社員の評判も上々で'仕事の能率も急L汁●静岡/官士アセチレン工業冷え症からサヨナラLLJOLの満席能率もグンとアップ●山梨/0税務会計事務所休喝坊の快適さを誠でも体験できる総合ホテル●山梨/ホテル連山苑お客さんが快適なように峻蛎は;it暖.捗を採用しました●山梨/ホリ]号イン･イエスタ一号全館床暖.抄を施した快適件が人気の秘密のペンション●山梨/ウイークエンド･シャツフルー

｢ああ気持ちエエ':it喝妨｣と千客〃来､商尤繁目口●京都/松田工務店
2年問のデータが実証する燃伐の安さ●岡山/タカラ産筆ソヨールーム

.IS李のク-一7-による冷え込みを･it嘩坊で解消●兵庫/ヘアーサEZンサイトウ一日中､h帆ちっぱなしの5人容師にとってのぼせないのがなにより●広島/ビューl号サEIンえみ
家庭では得られない=鵬高の環税の･券囲気を床喝坊が演出して-れます●高知/喫茶ETETSUN

236　235234233232231 23022822722622522422322222021921

店内の空気もすがすがしく'柵や食物の残火が気にならないのも休暇蛎の効M●高知/艶嫉留　　-技術籍jJF射無性房の轄特長と寺社の評懸●編集部第1章●健康環境を実現する触射熟暖.描第2章●輔射熱暖.坊システム　ー第3章●間接加熱式の稚拙と特長第4串●快適環境を実現するLJめの方式選びのコツ

】256



病気知らずの生活が送れ
こも設置でき創禾暖房

快適な生活を支える大きな要素のひとつが､暖房設備｡これにはストI
ブやコタ･ソ､温風ヒーターなど様々なものがあらますが､最もよいのは

床暖房だとよくいわれます｡熱効率､安全性､健康への影響--などあ
らゆる面において､他のすべての設備に勝るとのこと｡その最も進んだ

暖房設備･床暖房について､建築家やお医者さんの意見を聞いてみました｡

木の床にも設置できるなんて画期的
〝ムク材の板張-の妹〟　にはむずかしい-いわれていLJ床唆Wですが'日.=近'板張りの床に″輔射熱パネル〟を炊き込んだ実例が急増してきまLLJQ　オークのムク材の休に施LLLJ来し={･荒川区のY桝院では'川隼日の冬を迎えますが'そりも痛みもほ-んど出ていないのです｡｢休唆Wでは欠点を見つけるんがむずかしい｣-､日.=:=回に評仙されている娃築家の清家清さん王学博士)は､従来'健築家の方々が異U同庁に″ムク材はむずかしい〟といわれている状況を踏まえ'｢それは人変州別的なこ-です｡什小がいいん

でしょうね｡良い材料､良い設伽､良い施.i薪-∴柵.トそろっLJからできたのです｡こんなすぼらしいこ-は緋汁仙などでとり卜けて人いに耽=及させて-ださい｣と､今後の軌向に則杵をかけられています｡

原田寿-さん

清家清さん

-いうのも､手がけLJ建築物にはほ-んど
昧喝坊をすすめて採川され､そのすべての建

･卜から13:ばれはすれ､いまだかつて文句が出
たことがないといわれ､‖邸でも溢水式休暖

.Wの快適な砧らしを満喫されている〟i<喝.S
派〟の清家さんですから.呪在,.i流の対流式唆坊(ストーブや.Ijj瓜式ヒーター)　に代わって､昧唆坊がその座を占めてほしいと触ってのこ-でヰo

5

それというの-｢昧帳.M.'というのは､ちょ

うど.L外で‖なたぼっこをしているような､‖然の暖が得られるのです.坐;爪の刈流がないLJめ､窓を糊けていて-･1<,-ない｡わが･..求も凪のない日は窓を捌け放しますが'それでも‖なたぼっこの感じは保てるL L日常'味わっている快適さを抜錨されるf:;豪さんに日を合わせるように､建築家の原川心.さん(株式会朴アピタ常務収縮役)も､｢対流式畷り-はまった-追う質の峻かさですo　じわっとLLJ暖かさ-でもいうのでしょうか｡〟畷Wしています〟-いう感じを受けない｣と､その日然の暖のよさを強朋されます｡
さらに'建築家の篠目次郎さん　(篠目安藤

建築設計か務所)　も｢熱源の存在がわかるような畷W方法は･WhiH,い'とよ-いわれますo熱源のガへ向いLJ側の血液が特に暖まり'その血液が反対側にい刈れば'室内がいくら暖か-ても〟寒い〟と感じるのです.まLJ､刈流岐
AWの場合､蛇が冷える-件礼が蝶に引っは･ら

れるような八八柿ちの悪さを感じます｡いずれにしても､あまり心地よいものではあ-ませA.快適度か･しいっても､休唆Wに似る｣とまでいわれるほど素11-らしいかrJです｡
こうLLJ中で､木の床にも対応できる設備

が迦竹LLJこ-は'魁に令棒といえます｡これによって､対流畷仰の=.=人の欠陥であっLJ
″顔が火照るほど頭のんは=tいのに'=34.gは堀,

い〟という不快な現象は解決され､さらにワンルームの広いスペースや吹き抜けなどの人空問の熱効率の悪さ･J解消されますo



リューマチや神経痛が床暖房で治る原因ところで､床暖房でしか実現できない'〟頭

寒比熱〟の効用を､筑波人･:lt名指教授･鷹lL悼-二の杉靖三郎さんは'搾…:･素の立場から次のように説明されます｡｢体内の温度はどこも同じですが'表面の温度分布は違います｡だから顔も姐も同じように暖めると'顔がポッポッと火照って-るでしょう｡同じ噴め方をする必要はないんです

杉靖三郎さん

よ｡特に女性や老人は腰'脚が冷えやすいから'そちらの方を暖めな-ちゃいけません｡

勉強などする場合はt Lの方を暖めるのは

ムダどころか､禁物です｡頭がよ-刺-のは1 5度前後｡ス-ーブをどんどん焚いて虎の倒閲を20度なんかにしてしきフと'眠-なるだけですよ.健康のためにも､東の働きのためにも'卜は暖かく卜はそれより少し低い温度で　-　これが一番いい｣

こうLLJ点を心得て'｢うちは全館これコタ

ツですよ｣といわれる清豪邸の室温は､ストーブなどを使っている家よりも低いのです｡｢足の真や手のひらは'暖かさを感じるセンサーのようなもの｡ですから足裏が暖かければ'体の周囲の温度がそれほど外気と美がな-ても'寒さを感じないのです｡宅温があまり高-ないと'戸外へ出LJり､外から入って米ても急激な温度変化にさらされずにすみますから'体によいと思います｡人体､冬は寒

-て夏は暑いのが自然なのですから'機械を入れて冬なお暑-するのはね--｡その点､床暖房は､〟適当に暖かい〟ところがよいのです｣と'体験を日にされます｡

唯物にとってもほどよい暖かさが保たれて

いるのでしょう｡清雀邸では七ンーポー-アがよく帝っています｡｢貝原益軒は『養竹訓』の中で″少し-･1#,-し､少し-飢えさせる〟のが故も体によい､といっていますoまっLJ-その通りで､寒いからといってむやみに暖め過ぎると体の活力が弱まり'自分自身で熱を出す力がな-なってしまう｡この熱を目す力というのは″竹きる力〟ですから､室温を25度とか30度とかにしげるのは､自分で口分の健康を損なうことになります｣と'室温-健康の関係について説明される柏さんは､さらに､床暖序と健康の関係を次のように解説されます｡｢医学にも温熱横法というのがありますが'床暖房もその効果を発揮します｡体の調√をよ-する温度分布をこの床暖房は持っています｡人間の温度に対する適応力は1L常な暖かさの状態(1 5度-1 8度)を保てば､ついて-るのです｡こうした環境をつ-るLJ秒には'風を起こさず､広い面積で､しかも均質に暖めることが条件にな-ます.こ-LLJ条件にかなうのは床暖房だけです｡このような状況下では血液の循環もよ-なり'適応力は確実につきます｡床暖房LLJので風邪をひかな-なっL,､リューマチが治っLJ､神経痛や腰痛が治っLJといわれるのは､この血液循環のよさと適応力のなせるわざです.こうLLJ室内に二　三時問いでも適応力がつき'外に出ても急激に冷え込むということはありません｡これを皆さんは体の芯から暖まると表現されているのでしょう｡

L,だ床暖房であっても　ー　これは私の小犬際

の経験ですが　-　6億に3日冗分しか設置していない室内では'温度分布にムラが出てこうした良好な環境はつ-り出せません｡6畳な

ら6日1d分の設吊が必要です｣

どんな形のスペースにも'隙間な-設置で
きる〝頼射熟パネル″は'こうした環境づ-りに適している-いえます｡

内妻丸が乾燥しないので人間にも建材にも快適床暖蛎のよさは､ほかにもいろいろあ-ま

す｡｢対流暖房というのは､空気を乾燥させてしまいます｡エアコンをつけっ放しにしてお-

のと

と､喉を必ずやられます｡それを防ぐLJめに加湿器をつけるのですが､その点､帖射喝坊の方は空気乾燥の心配がありません｣(億円さん)0

乾燥しないと同時に'空気が汚れる　(風に

よって空気が悦排されることがないから)　こともありません｡特に気管支の弱い人や､ぜん息の子どもがいる哀庭での暖房は床暖坊に限る'といわれるのはこのためです｡

人間の健康によいLJけでな-､″家のLJめ″
にも床暖序はよろしい､といわれるのは建築家の天野衛さん　(大野建築事務所)です｡｢家の中の壁が汚れた-しないし､木が乾燥しすぎることもありません｡建物の寿命に大きな影響を与えるほどではないにせよ'建物にとって望ましいのは確かです｣と断言しています｡

さらに大野さんは､｢インテ-アの面を考え

ても'床暖房はいいですね.放熱器など邪魔ものがないわけですから｣と'機器を室内に

んさ衛野天

節-と'部槌のイメージをJL,いなしにLLJり､家H一ハ配置の卜での制約を解消できる点を床暖房の優れた特徴としてあげ･1れます.｢床暖房は日本人の牲活に非常に合っている

はli1し

んですよ｡日本人は家の中で裸足で暮らす民族ですから'最もエンジョイできるはずです｣

-　これは〝床暖房は日本人向き〟という清

家さんの持論ですが､杉さんも同意見で､｢日本では､.椴に低い位置に頼りますね｡だから床を暖めるのは4日稗的なのですoまLJt H本の家屋というのは'春夏秋向きにできていて､冬に対する防衛が少ない｡冬場に病気が多- ､死亡率が高かっLJのはそのLJめです｡最近はそれほどでもな-なりまLLJが'それでもl'4111には脳溢血で倒れLJり'-ユーマチを悪化させる人が多い｡純粋に西洋風の家なら天井境界でもよいでしょうが､日本家屋はやはり床を暖めなければ--｣と話されています｡

電気ヒーターより温水暖房の方が安全性､経済性に優れる軸射熟喝坊'つまり床暖房にもいろいろな
方式がありますが､大別すると､″直接方式″と〟間接方式〟になります｡直接方式は床に'あるいは床下に熱源を入れて暖める方式で'電気カーペッ-や電気を利用しLJ床暖房パネルがこの方式です｡一方'間接方式というのは'熱源を別に設置し､そこで暖められた熱媒体を床下に配管LLJその管の中に通し'その軌で暖める方式で､その代表選手が温水暖

.塀ですo

多-の建築家は､｢やはり温水暖房が一番で

は｣と'い-つかの利点をあげます｡

まず'快適性｡｢水というのは比熱､つまり

熟容環が大きいのです｡それがゆるやかに来て'ゆるやかに帰るわけですから'急に暖まるよりはるかに快適｡いわゆる″刺すような熱さ〟があ-ません｣(篠即さん)｡

次はフローリングの床にも使えること｡

6



｢電気の床暖房は'発熱体がシー-になっていて､この上にカーぺッ-を敷き'直接熱を伝えるわけです｡シートの卜に空間をつ-る-とたんに熱効率が悠-なる｡でも触射熱パネルです-根太と根太の間に配管してその空間を暖めてしまうので､木の床でもいっこうにかまいません｣(大野さん)0

第三は'何といっても媒体はお湯ですから'

安全性の面でも当然電気に勝-ます｡｢電熱式の場合は'上に何かを置--その部分が熟-なります｡しかし､温水暖房はそのようなことがあ-ませんから､危険ではないわけです｣(清家さん)0
ユーザーにとって最も関心の深いランニン

グコス-も'温水暖房に軍配が上がるとのこと0

篠田さんはその点について'

｢設備を考えるときは､快適性のほかに経済性を念頭に置かなければな-ません｡セントラルヒーティングでも'燃費が月に5力円以上かかると､一般的に主婦は電源を切るよ-です｡そして石油ス--ブやコタツを使い出す｡い-ら快適でも'ランニングコス-が甘回-て使えないよ-では宝の持ちぐされです｡電気を通す床喝坊は'とにか-ランニングコス-がかかってどうしようもない｡その点'温水を使う方が安-二が-です｡もちろんボイラーの熱源を何にするかでも違って-るでしょうが､基本的にローコス-ですね｣

-'説明されています｡蓄熱と多目的使用でコストダウンが図れる温水暖房の場合は'コス-をさらにおさえ

る方法もあります｡

ひとつは蓄熱するこ-です｡

｢水を媒体にLLJ場八°に限って､熟のストックがき-のです｡熱いお湯を作っておき､それを少しずつ使えばいい'長時間丑鼠ずるなら大きなボイラーは必要な- ､小能力のもの

で卜分です｣(篠円さん)0

さらに｢凪Rを沸かすとか'多目的にお湯

を利用するならその分コス-は･:tY-なるはず｣といわれるのは'建築家の井出一済さん　(井′l済建築設計事務所･多摩美術大学助教授)です｡
この二点を考慮して作られLJシステムがあ

ります｡

篠田さんが'このシステムを住宅設計のさ

篠田次郎さん

いにとり入れてみLJところ'なかなかよい結果が性まれたそうです｡｢電気式の床暖房ですと､一坪暖めるのに7-0
けノの電力を投入しなければな-ません｡-ころが'ボイラーを24時間運転し'潜熱暖房をするなら'暖房時聞.‖6時間の場合で'小他力は2-0けソしかいらないのです｡一つの熱源を多目的に使う-いうのも､経済的です｡実際のボイラーは､給湯川に毛のはえLJ程度のものでよい｡給湯は瞬間的に熱い湯をLJ-さんほしいわけですが'常時給湯しているわけではないので､余剰時間の方が多い｡そのときに暖房として潜熱するのです｡

よ-〟給湯もできる暖序設備〟という.I:l=葉

を開きますが､設計屋の感覚では″暖房もできる給湯設備〟ですね｣
ホテルにこのシステムを採用しLJ大野さんJ

は､｢温水暖房もメーカーによって.長一触がありますが'あのシステムはかなり省エネにな

-ますねo必要な時に必要な所に必要なだけのエネルギ-を回す'という方式ですから｡部屋ご-に個別制御できるので'使っていない所まで暖めるようなムダをせずにすむ｡ボイラーは風呂釜程度のコンパクーなもので'倣う部届が特に多い場合はボイラーの数を増やせばよい｡そして､同じボイラーで給湯も凪Hの追い焚きもできる点がミゾL,と思います｣と'その特徴を数えあげられます｡同時に'ランニングコス-に関しては現在調査中ですが､温風ヒーターなどより30%-らいは安-なるのでは　-　と話されていましたo

つけっ放しにする万がエネルギーのロスがない-ころで温水暖房の最人の推古…といわれて

いるのは'〟屯ち卜が-が遅い〟こと｡スイッチを入れるとすぐ暖まるストーブなどと違い'すぐには適温にはなりません｡しかしこれはいちいち切ってしまうから｡専門家は'つけっ放しによって解決するよう勧めています｡｢使わない時に止めてお-のが､かえってロスを咋むのですoパイプに入っているお湯が冷えれば'当然それを暖めるのに時間がかかるわけです｡=TE低附のところに卜げて'つけっ放しにLLJ方がよいのではないでしょうか｣(天野さん)

清家さんは完全につけっ放しにしているそ

うで､｢それでコスト.,回になることはないようです｣

もうひとつ'″施しが人変ではないか〟″力

一管がさびLJ-故障LLJら人仁事になるので
は〟といっLJ疑問が起こります｡｢施t的にはむずかしいことはあ-ません｡設備t事では､もつ-細か- ､技術的に人変なものがあります｣と原Hさん.LJだ床下に入れるため'用心は必要です｡｢床暖房工事をLLJ後でも大⊥さんは釘を打つわけですね｡見えないから､配管を破ってしまう心配はなきにしもあらずですo圧力をかけて'〃二八

井出一済さん

があけば瞬時にわかるようにはするものの'例えば板を山める釘'または木ネジを使うとかすればすぐ雅兄できますoそれから絶対にすきまを作らないよう‥.ET意しなければなりません｡外から見えるほどのすさまでな-ても隙間風が入って嘆け効果が卜がりますo長い符延長があ-ますから､最初は}-然エアが入っているので､これをきっちり抜-技術も人切です｣
山女心して作せられる業者を選ぶこ-が､人きな条件になるようです｡

管がさびるとい-のは思い過ごしです｡｢小

のお湯は'同じものを循環させているのです｡入れっ放Lt　というわけですね｡符がさびるのは水の中に含まれている小純成分のせいなのですが､一度沸かせばそれらは飛んでしまいます｡だから'符はいつまでも傷まない｣
(什Jhさん)

確かに欺米では'何卜午もの間お湯を入れ

っ放しにして使うと捌きます

お湯が流れているだけですから故障もなく
メンテナンスも不安｡行うとすればボイラーの点検程度ですo尤全に耽り旭の給湯器と同じように考えればよい'といえましょう｡

ス--ブなどを購入するのに比較すれば､
どうしてもイニシャルコス-は剖‥=州｡しかしこのような意見にも耳をG'してみLJいものです.｢知識としては'誰でも床喝序が快適とわかっているはず｡それなのにどうして付けないんでしょうね.現代人は､ほかでは随分蟹沢しているのに--｣(杉さん)｡
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