
建物の床面積 1m2当たりのすきま面積。 

 
延床面積 120m2の建物のすきま相当面積は、Ｃ値 2.0の場合、建物全体で 240cm2存在すると言うこと

です。  
 

 Ｃ値が小さいほど気密性は高くなります。  

 

 

 

 

 
 この指標は、昭和５５年、エネルギー使用の合理化に関する法律に基づき、「住宅に係るエネルギーの

使用の合理化に関する建築主判断の基準」という法律がベースとなり、公庫融資に代表される、省エネ

ルギー仕様や次世代省エネルギー仕様の断熱基準が作られ、その中の気密性能の確保を目的として

制定されています。  
 もちろん、どのような断熱性能を求めるかは、建築主の自由裁量に任されていますが、判断の指針とな

るのが、公庫 の省エネルギー仕様や、次世代省エネルギー仕様と呼ばれる断熱性能です。  

 

 
 この法律が施行された後、研究機関や研究者の報告では、次のような実態がありま

す。  

■既存建物の実際 

右の図は、実際に既存の建物の気密測

定を行った結果を示しています。  
やはり、古い建物ほど気密性能は悪く、Ｒ

Ｃ造の集合住宅でも、5.0程度の低い性能

しか持っていない建物もあります。  

 



■気密化工事の実測値 
 
 右の図は、1995年当時に気密化工事を

行った建物を実際に気密測定を行ったも

のです。全体で４８戸の住宅を測定してい

ます。 

 

在来工法ほど、Ｃ値のばらつきが大きく、

パネル化工法や外断熱工法は安定してい

ます。 

また、２ｘ４工法もばらつきはありますが、

測定結果の中心域は 2.0 を下回っていま

す。 

 

在来工法ならば、パネル化工法がお勧

め、２ｘ４工法ならば、比較的安定して性

能が確保でき、外断熱工法はバッチリ、と

いった感じですね。 

 

 

 

気密性能は、地域によって

要求度合いが異なっていま

す。 

 

北海道、青森県、秋田県、

岩手県地方では、Ｃ値が 2.0

以下となる住宅を気密住宅

と規定しています。 

 

また、それ以外の地域で

は、Ｃ値が5.0以下の住宅を

気密住宅としています。  

 

注：実際は都道府県単位で

はなく、市町村単位で決め

られています。   

    
 

 
 
 地域によって、要求されている気密度合いが異なるため、気密化工事の方法も微妙に異なっていま

す。  

 代表的な工法は、気密シートを床、壁、天井に貼る方法ですが、細かな部分では、サッシやコンセント

部分は、切りっぱなしでも良い地域と、気密テープを張る必要のある地域。 



 あるいは、合板だけで床の気密がとれるとされている地域と、気密シートをはる必要のある地域等々、

求めるＣ値の値によって施工方法は異なります。  

下図は、Ｃ値 2.0～5.0程度の場合に想定されている工法です。  

 

 
 また、パネル化工法は、構造用合板と発泡系断熱材が一体化したものを気密パッキン、あるいは気密

シートで施工するなど、開発メーカー固有の気密化仕様を定めています。  

 

 

 

  

■性能に季節変動有り  
 気密性能は、同じ建物でも、季節によって気密性能に変化があるようです。 

（財）住宅・建築 省エネルギー機構の資料では、夏の方が気密度合いは高く、冬の方が低いとい

う報告を載せています。その差は、10～30%程度のようです。 

 そのため、気密測定を行う季節によっても測定値にばらつきが発生します。 

 

■２年程度で、性能低下後安定する  

 また、気密性能は、新築後１～２年後に、当初の性能の 10～30%程度低下し、その後は安定す

る、という研究報告を載せています。この原因は、木材の乾燥収縮にあるようです。 

 

 

 

  

■メーカーのセールス文句と気密測定  
 住宅メーカーによっては、単に気密住宅としか宣伝していない場合と、Ｃ値をはっきりとうたって

いる場合の両方があります。  

 もし、あなたが、はっきりとした性能値を定めた住宅を取得したいのであれば、必ず、取得したい

Ｃ値の値と、気密測定を契約書に含めてください。  

なぜなら、Ｃ値 5.0以下は全て気密住宅だからです。 

そして、気候による性能変動や築２年程度での性能低下とその後は安定することを理解しておき

ましょう。もっとも、その差まで人間が肌で関知できるのかどうかは定かではありませんが。。 

 

■計量換気も重要 



 高断熱・高気密とうたえば、計量換気がセットで導入される場合が多いですが、計量換気も給排

気口の位置をどこに計画するか、あるいは計画排気量をどう設計するかは、気密化工事と極めて

関連の多いものです。 

 高性能な気密化工事やＣ値を求めるほど、計量換気の計画も大切な要素となります。  

 

■ 性能要求をした建築主へのお願い 

前述までの説明のように、気密測定を夏に行うか、冬に行うかによって、同じ建物、同じ施工方法

でも測定値に変動が生じます。 Ｃ値 2.0 を目標とした建物でも、夏に測定すれば 1.9 となり、冬完

成の建物は 1.7で測定されているかも知れません。 

また、完成後 1.2年は性能の低下があるようですから、測定結果に一喜一憂しないように。  

 

住宅は、工場で作られる工業製品ではありません。組立は全てが現場でのハンドメイドです。 

多少のおおらかさも必要です。  
 

 

 

 

室内外の温度差１℃のとき、住まい全体から１時間に床面積 1m2当たりに逃げていく熱

量を指す。 

数字が小さいほど高断熱  

 

 

屋根、天井、外壁、窓、床、換気などから逃げていく熱の量を延床面積

で割ったもの。 

 

逃げていく熱量は、熱貫流率Ｋ値を、それぞれの部位で計算することに

なる。  

 
 この数値は、次世代省エネルギーの仕様で建物を建てる場合の指針となっています。  
 
■地域の区分  



 
注意：図のように、都道府県はひとつの目安で、実際には市町村レベルで細かく細分化されている。  

■地域別のＱ値 

地域 Ⅰ地域 Ⅱ地域 Ⅲ地域 Ⅳ地域 Ⅴ地域 Ⅵ地域 

Ｑ値 1.6 1.9 2.4 2.7 2.7 3.7 
 

 
 

 温暖地域では、単にＱ値や高い断熱性能だけに目を奪われるのではなく、開口部の断熱化を考えておく

必要があります。冬の 48%、夏の 71%もの熱がサッシなどの窓から失われています。 

 

当社は、Ｑ値○○です。と誇らしげに話をするハウスメーカーも、それは数値だけのお話。 

本当に快適に過ごすためには、庇を設けたり、カーテンやブラインドの遮蔽、あるいは単なるペアガラスだ

けでなく、断熱材の充填されたサッシなど、細かな配慮が必要です。  
 
もし、当社は、高性能断熱サッシを使っていますから、庇など不要です。という営業マンがいれば、 日向と

日影の涼しさを体感できない、悲しい、鈍な営業マンと思いましょ。。 

 



 
 

     

 

 

 

熱が、材料を通して温度の高い空間から低い空間へ伝わる現象を熱貫流といい、その

ときの「熱の伝わりやすさ」を表す数値を熱貫流率という。 

この数値が小さいほど熱を伝えにくく、断熱性能が高い。 

 

 

 

 

 

POINT  

１．材料の熱貫流率と材料の厚みがわかれ

ば、その材料の熱貫流率は計算できる。  

２．上記の式から、断熱性能は、厚みに比

例することがわかる。  

■実際の熱貫流率の出し方 

・屋根、天井、壁、床等のいろいろな材料が重なって構成されている部分は、それぞれの熱貫流率の合計 

・さらに、室内側、屋外側の熱抵抗も加味する。 

といった計算を行いますが、単純に断熱性能を比較するには、上記の式で十分です。 

 



 

 

材料名 熱伝導率(W/(m.K) 
グラスウール 10K、100mm と

同じ断熱性能にするために必

要な厚み(mm) 

コンクリート 1.6 3,200 

レンが・土 0.62 1,240 

水 0.59 1,180 

ＡＬＣ 0.17 340 

木材（中間値） 0.15 300 

断熱材・グラスウール 10K 0.05 100 

断熱材・ポリスチレンフォーム（中間値） 0.037 74 

断熱材・硬質ウレタンフォーム（中間値） 0.025 50 

空気 0.026 - 

グラスウール 10K、100mm と同じ断熱性能にするために必要な厚みは、それぞれの材料の熱伝導率÷グ

ラスウールの熱伝導率 0.05で求められる。  
 

 
当サイトの「断熱と暖房」の最初のページの質問の答えはもうわかりますね。 

 

 

ＡＬＣは断熱性能がある？？ 答えは△ 
・ＡＬＣの熱伝導率は、0.17です。 

・厚み 50mmのＡＬＣの熱貫流率Ｋ値は、3.4 です。 

・厚み 100mmのＡＬＣでも、1.7 です。 

・グラスウール 10K、100mmの熱貫流率Ｋ値は、0.5 です。  

つまり、厚み 50mmのＡＬＣでは、グラスウールの 1/6.8 の能力、 

厚み 100mmのＡＬＣでも、1/3.4 の能力しかありません。  

 
ＡＬＣに断熱性能があると誤解されているのは、あくまでも他の建築材料と

比較してのことです。断熱材料との比較では、歴然とした差が存在します。 

火にも強くて、丈夫なコンク

リートは断熱性能があ

る？？ 

答えは× 
・コンクリートの熱伝導率は、1.6 です。 



・厚み 150mmの熱貫流率Ｋ値は、10.6 となり、全く断熱性はありません。 

・上の例のように、グラスウール 10K、100mm と同等の断熱性能を有するコ

ンクリートにするためには、実に 3.2m もの厚みが必要です。  

 
コンクリートは火に強いから、断熱性能もあると考えるのは大いなる誤解。 

耐火性能と断熱性能は直接関係しない。  
 

 

     

 

 

 

盤の強さを表す指標。 

数字が大きいほど地盤は強い。  

 

 

 

 

 

.  

 
 

 住宅の地盤調査でもっともよく使われる地盤調査の方法が、スウェーデン式サウンディング調査という方

法で、100kgの重りを回転させながら、掘り進むのにどれだけの回転数が必要かを計るものです。 下の図

は、その一例ですが、見るときのポイントは、半回転数が０のところが無いかどうかがポイントです。 

 

 
 

 



回転数が０と言うことは、なにもせず、１００kgあるいは７５ｋｇの重

りだけで、沈下していく状態。  

一般に、この状態の地層がある時を軟弱地盤といい、地盤改良

や杭工事等の地盤補強対策が必要になってくる。  

 

 

換算Ｎ値２．０以上あるとべた基礎 

換算Ｎ値３．０以上あると布基礎でも良い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 
 
 軟弱地盤の判定は非常に難しく、また、品確法の１０年保証の関係で基礎とともに地盤沈下も瑕疵と見な

されるため、 最近では少しでも軟弱地盤、つまり回転数０の部分があると地盤補強工事や杭工事をする

建築会社が多くなっています。 

 でも、この状態は信号機で言えば、「黄色信号」の状態。  

 地盤補強まで必要ないか。やっぱり地盤補強をするべきか。はなかなか一刀両断で判断できるほど簡単

なものではありません。  

 

 基準法では、 

   ①基礎の底面から２ｍ以内に１００ｋｇの重りで自沈するがある場合（半回転数０の部分） 

   ②基礎の底面から、２～５ｍの間に７５ｋｇの重りで自沈するがある場合（半回転数０の部分） 
   に、地盤補強を検討する必要がある。としか書かれていません。 

 

０の部分が一カ所だけなんだけどなぁ。う～ん。 

どんな地盤補強工事をするかは、それぞれの建築会社あるいは設計事務所の判断ということになります。  

 

 

 

 

.  

 
 



 
 

     

  
 

     

 

 

 

含水率を下げた建築用の乾燥木材のこと。 

 

この反対はグリーン材・・未乾燥木材。 

 
含水率を下げると木は安定し、強くなり、耐久性も増す。  

Green材・・・グリーン材（未乾燥材） 

Kiln Dried材・・・乾燥材 
 

 

 

 

 

.  



 
 

 生木と言われる切り出したばかりの木材は、含水率も高く、当然たき火をしても燃えにくいものです。 で

も、切り出してから少し時間を経た木は、乾燥して、たき火に使ってもよく燃えます。 

 そして、木材は切りだしたばかりの木材は、強度も強くなく、安定せず、また、乾燥していく過程で収縮し、

木が反る、といわれる現象や寸法が小さくなる、といった「木が狂う」という言葉に代表される現象を生じま

す。 

 

注：どんな木材でも、木材を切り出してから１～３ヶ月程度で自然乾燥され、自然状態の含水率約２０％程

度に下がっていくので、切り出したときのままの高い含水率がそのまま残されることは無い。 

. 製材直後 未乾燥材 乾燥材 

寸法 乾燥収縮を考えて製材する 
乾燥収縮の過程で寸法が小

さくなる 
一定 

割れ 

乾燥収縮の過程で割れが発

生することがある 

その対策が「背割り」と言わ

れるもので、最初から割れを

発生させておく 

乾燥度合いによって、割れや

反りが発生する 
起こらない（起こりにくい） 

強度 含水率は 50～60%程度ある 
保管、乾燥状態によって含水

率は異なり、強度も異なる 

木材は含水率３０％程度以下

になると安定した強さを発揮す

る 

耐久性 
乾燥されないままだと、木材

は腐っていく 
乾燥している木材を吟味して

使うことが大事 
長い 

 

 

.  

 
 

 ＫＤ材の含水率の基準は次のように決まっています。 

 どんな材料でも含水率が同じではなく、用途に応じて乾燥材に求められている含水率も異なっています。  

用途 含水率 

構造材 

住宅の柱などの木材 
D25（含水率 25%以下）.D20（含水率 20%以下）.D15

（含水率 15%以下） 

２ｘ４工法の木材 乾燥材で含水率１９％以下と決められている 

柱、梁の構造用集成材 １５％以下 

フローリング 

フローリング（合板下地等） １４％以下 

無垢のフローリング（人工乾燥） １５％以下 

無垢のフローリング（自然乾燥） ２０％以下 

注：乾燥の方法には、自然乾燥と人工乾燥の２つの方法があります。 



 

 

 

.  

 
 
 最近では、ハウスメーカーはもとより、工務店でも乾燥材や集成材といった乾燥された木材を最初から使

う例が多くなっています。それはなぜでしょうか？ 

 あなたが通りすがりの材木店を見ればわかりますが、どんな材木店でも、曲がった木や反った木がその

店の木材の数パーセット以上を締めています。 また、どんなに乾燥させるように考えても、置き場所や積

み方によっては、全ての材木を均等に自然乾燥させることはなかなか難しいものがあります。 

 

 本来は、大工さんが木の一本一本を吟味して木材を使っていましたが、いまではそんな時間もありませ

ん。そうなるといきおい品質や強度が一定で狂いの極めて少ない集成材や乾燥材を最初から使った方が

多少コストが高くなっても、後々のクレームやトラブルが少なく、また、品質管理がしやすい、といった施工

側の側面があります。もちろん、価格はグリーン材よりもＫＤ材の方が高いです。  

 

 

 
 
 下の３つは、建物の耐久性、言い換えればその骨組みである木材を乾燥状態にする事によって、木材の

耐久性を高め、あるいは維持し、その結果として建物の耐久性を高めるという大切な役割があります。  

床下換気口 
 建築基準法では、木造住宅には床下換気口を設けることが義務づけら

れています。この規定の最大に理由は、建物に使われている木材を常に

乾燥した状態に置くことにあります。 

外壁通気工法 
近年多く採用されている「外壁通気工法」も木材の乾燥を維持させておく

目的を持っていることに他なりません。  

小屋裏換気口 
基準法では必須ではありませんが、公庫融資では必須の小屋裏換気も小

屋裏の温度上昇を控えるという目的と共に、小屋裏が高温化して異常乾

燥しないことも大切な役割です。 
 

 
 
 日本の住宅で代表的に使われる「杉」も製材した当初の木材の含水率は、50～60%程度ありますが、 そ

の後は、製材店や工務店で寝かす（保管、乾燥させる）ことによって、約 20%程度まで含水率が下がってき

ます。 

 

もっとも、製材された木材の保管場所によって、乾燥度合いも異なるため、梅雨時でしかも密集した状態で

保管された木材は、まだまだ含水率が高く、このような木材を使うと、反りや割れといったマイナスの現象

が現れることがあります。 

 

また、このような材木の一部には、カビが生育し、上棟したものの、柱や梁にカビがそこら中に発生したとい

う現場もあります。 



 

この２点は、いずれも管理が悪かった、乾燥していない木材を使ったと言うことで、グリーン材そのものを使

うのが悪いと言うことではありません。 

 

 でも、完成してから木が反り、「木は反るのが当たり前」と開き直る建築会社はちょっとナンセンス。仕上げ

材の小口が空く（木と木の接している部分が空いてくる現象）のも「木だから当たり前」と開き直るのもナン

センス。生乾きの木材を使ったか、生乾きかどうかもわからなかったか、木の使い方を間違ったのか・・・ど

ちらかなのでしょう。。。。。  

 

 

 

 

.  

 
 
 上棟しても、雨に濡れると木材は再び水分を含んでしまうのではないか？ 

という心配をされますが、雨などの一時的に外部から木材に侵入する水分は、晴れた天気が続けば１週間

程度で、これらの水分は放散されます。木材が、もともと木材の内部に蓄えていた水分を放出するにはし

ばらく時間がかかりますが、雨などで一時的に外部から侵入する水分は、それよりも早く放出されますか

ら、あまり、雨に濡れたら・・・という心配はする必要はありません。  
 

 

 

 

.  
 

     

 

 

 

木材の耐久性を示す区分 

D1材に指定された木材は、劣化が少ない。 

 

 

 

 

 

.  

 

針葉樹 桧、米桧、ヒバ、米ヒバ、杉、米杉、カラマツ、米松、ダフリカカラマツ 

広葉樹 ケヤキ、クリ、クヌギ、ミズナラ、カプール、アピトン、セランガンバツ、ケンバス 



2x4材 
ダグラスファー、ウエスタンラーチ、ダフリカカラマツ、パシフィックコースチ、イエローシ

ーダー、タマラック、ウエスタンレッドシーダー、カラマツ、桧、台湾桧、ヒバ、杉、 

赤字は、特定樹種で、Ｄ１でもさらに強い樹種 

 

 

 

.  

 
 
 建築基準法では、地盤から 1mまでの部分は、防腐措置が必要とされています。 

 公庫融資や性能表示では、Ｄ１樹種を使うことによって、薬剤注入などをしなくても良いことになっていま

す。それだけ、結果しにくい木材と言うことでしょう。  

■性能表示「劣化の軽減」の外壁軸組の防腐防蟻措置 

外壁通気工法 

 
又は 

性能表

示 

等級２ 等級３ 

２世代（５０～60年）もつ程度の

対策 
２世代（75～90年）もつ程度

の対策 

柱 

薬剤処理 木材に薬剤処理 

Ｄ１樹種の使用 
外寸 120mm以上のＤ１樹

種の使用 

外寸 120mm以上の木材 外寸 135mm以上の木材 

間柱、筋

交い、胴

縁 

木材に薬剤処理 木材に薬剤処理 

Ｄ１樹種の使用 Ｄ１特定樹種を使用する 

 
たとえば、等級２の柱は、  

薬剤処理かＤ１樹種か、外寸 120mm以上の木材のどちらかから選ぶ 

 

 
 

■性能表示「劣化の軽減」の土台の防腐防蟻措置 

性能表

示 
等級２．３共通 

土台 
Ｄ１特定樹種を使用する 

木材に薬剤処理 



 
土台は、Ｄ１特定樹種か、薬剤超入野どちらかが必要  

 

 

     

 

 

 

シックハウスになる原因物質の一つである 

「ホルムアルデヒド」の空気中への放散量を示す値。 

今はほとんどＦ☆☆☆☆。  

.  

 
 

 Ｆ☆☆☆☆といった記号は、カタログなどでよく目にすると思いますが、シックハウスになる原因物質の

一つ「ホルムアルデヒド」の発散速度の区分で、下のような４段階に分かれています。読み方は、Ｆ

☆☆☆☆は、（エフ・フォースター）と読みます。 

 現在の建材はほとんど、最高ランクのＦ☆☆☆☆ランクの製品が出荷されています。  

ホルムアルデヒドの発散速度(mg/m2h) 

と記号 

0.12 を越える 無等級 

0.02 を越え、0.12以下 Ｆ☆☆ 

0.005 を越え、0.02以下 Ｆ☆☆☆ 

0.005以下 Ｆ☆☆☆☆ 
 

■代表的なホルムアルデヒドが発散する建材 

合板 

木質系フローリング 

構造用パネル 

集成材 

単板積層材(LVL) 

MDF 

パーティクルボード 

その他木質建材 

壁紙 

接着剤 

断熱材（グラスウール、ロックウール） 

塗料 
 

 

 

 

 
 

 シックハウスは、どうして起こるようになったのか。 

 その原因は、一つは建材などに工業化製品が多く使われるようになった結果、ホルムアルデヒドに代

表される有害物質が、多量に住宅の中に入るようになったこと。 



 そして、もう一つは建築工事の施工技術の向上によって、建物の気密性が高くなり、有害な物質が発

散されても、自然に放出されなくなった事によります。 

 その対策として、建築基準法では、１）住宅への２４時間換気の義務づけによって、 気密性が高くなっ

てしまった現在の住宅を強制的に換気するような装置を設けるようになりました。 

 そしてもう一つが、今回のような建材への有害物質の規制を行うという２本建てで対策が取られていま

す。 

 しかし、これで万全ではありません。 

 シックハウスの症状も、原因も人それぞれです。 

 また、建材などの規制は、「ホルムアルデヒド」という特定の種類の物質だけを規制しているに過ぎませ

ん。  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物を建てようと思えば、工事の着工前に「建築確認」を役所に提出して審査を受

けなければならない。と言うことぐらいは、多くの方が聞きかじったことがあると思い

ますが、そういうことは知っていても、意外とその中身を正しく知っている方は少ない

ので、少し予備知識を知っておきましょう。  

 

建築物に関わる代表的な法律 

 住宅を建てるには、いろいろな法律の規制を守って建てる必要があります。 

 住まいに関係する代表的な法律を例に挙げておきましょう。 

  
■建築物に関わる代表的な法律  

都市計画法 用途地域、建ぺい率や容積率などの規制 



宅地造成規制法 崖のあるような地域での宅地のよう壁などの規制 

建築基準法 建物そのものを規制する法律ですね。 

建物の構造、耐久性、防火、シックハウス、避難など  

消防法 戸建て住宅ではほとんど関係しませんが、マンションなどではいろい

ろな規制がかけられています。 
 

 

建築確認の目的 

 建築確認では、これら建築物を取り巻く法律に、その計画が適合しているかどうか

を「確認」する事を行っていることから、「確認」という言葉が使われ、一般的に「建築

確認」あるいは「確認申請」という「確認」という言葉を含んだ二通りの言い方で呼ば

れています。建築確認とは、設計図書の中身が法律に合致しているかどうかを確認

する行為であって、建物を許可すると言った意味の許可や許認可ではありません。 

 また、建築確認を申請すれば、「都市計画法」と「建築基準法」が審査され、宅地

造成規制法や浄化槽を設置する場合の手続き、あるいは消防法といったものの規

制を受ける建物では、建築確認申請の前に申請して審査されています。  

 

建築確認は何を審査しているのか。 

 さて、建築確認は何を審査しているのでしょうか。  

 下の表は、戸建て住宅などで審査されている代表的なチェック項目です。  

. 審査項目 
木造２階建て 

プレハブ住宅  

木造３階建て 

重量鉄骨造 

鉄筋コンクリート造  

単 

体 

規 

定 

地盤補強などのチェックは × ○*1 

この建物の耐震性は × ○*1 

この建物の耐久性は 

土台や柱の樹種、防腐処理など  
× 

この建物の断熱性能は × 



断熱材が入っているかどうかや厚みのチェック  

この建物のシックハウス対策はされているか ○ 

この建物の２４時間換気は設けられているか ○ 

集 

団 

規 

定 

容積率はオーバーしていないか ○ 

建ぺい率はオーバーしていないか ○ 

斜線の関係はオーバーしていないか ○ 

道路に接した敷地であるかどうか ○ 

この建物の防火の関係は大丈夫か ○ 

*1・・チェックはしていますが、建築基準法の耐震性をクリアしているかどうかの審査であって、 

   耐震性の高い低いの評価はしていません。 

 上の表の左側に単体規定と集団規定と書かれていますが、集団規定とは、その

規定を守っていなければ他の敷地や建物に迷惑を与えるような建ぺい率や容積

率、斜線制限などを言い、単体規定とは、個々の建物だけが対象でその規定を守ら

なくても他の敷地や建物に迷惑をかけないような規定を指しています。 

 そして、上の表を見てのとおり、建築確認では、その建物固有の問題（単体規定）

である耐震性や耐久性、断熱性等の審査は、３階建てなどの構造関係以外はほと

んどしていないのが分かりますね。つまり、建築確認を提出したからと言って、なん

でもかんでもチェックしているわけではないことを知っておきましょう。 

 確認申請はどちらかというと、集団規定という他に人に迷惑をかけるような部分の

審査が中心だ。と言うことですね。 

  

どこで審査しているの 

 平成１２年に建築確認の窓口も民間開放され、国から認定を受けた多くの民間審

査機関が活動し、今では役所の審査窓口に４割、民間の審査機関に６割程度の比

率で申請されているようです。また、フラット３５等の申請時も、建築確認と同じ窓口



で処理される例が多いです。  

 なお、役所だから、民間だからということで審査内容が違ったり、目こぼしがある、

と言ったことはありません。基本的にどこに申請しても審査内容も審査レベルも基本

的には同じです。ただ、都市部に行くほどシビアな審査で、地方に行くほど鷹揚・・と

いった大雑把な傾向があります。（注：脱法という意味ではないですよ。） 

 それは、近隣トラブルに敏感な都市部と、トラブルそのものに鷹揚な地方という社

会性そのものの違いでしょうね。 

申請者は誰か？ 

 建築確認を提出しないと工事がスタート出来ない、と言うことを知っている人は多

いのですが、誰が申請者なのかを意識している人は非常に少ないのが現実です。  

 建築確認の申請者は、「あなた（建築主）」です。  

 例外は、間取りも全て決まって変えられない、本当の建売、分譲住宅以外は、注

文住宅はもちろんのこと、「フリープラン・間取り自由」という「建築条件付き」にして

も、申請者は 「あなた（建築主）」なのです。  

（間取り変更が出来ない建売、分譲住宅だけが、申請者は売り主になります）  

  

建築確認の費用（審査機関に支払う手数料） 

 法律では料金の上限が決まっているだけで、今では審査機関によって多少の金

額の幅がありますが、概ね下表の通りです。ちゃっかり見積書の中にも、下の費用

（審査機関に支払う手数料）＋設計事務所の手続き手間といった費用も含められて

計上されているいるはずですよ。  

・東京都の申請手数料（例） 



  

． 申請 中間検査 完了検査 合計 

30m2 を超え、100m2以内 9,400 11,000 11,000 31,400 

100m2 を超え、200m2以内 14,000 15,000 15,000 44,000 

200m2 を超え、500m2以内 19,000 21,000 21,000 61,000 
 

・審査期間は、多少の幅がありますが、木造２階建て程度なら２週間程度、木造３階

建てなら、４週間程度でしょう。 

完了検査は義務  

 ところで、建築確認とセットなのが「完了検査」です。住宅にはストレートには適用さ

れませんが、「完了検査を受けずに建物を使用した建築主は、懲役１年又は１００万

円以下の罰金」なんていう法改定も行われています。  

（主として住宅以外の建築物に対しての措置）  

 ただ、金融機関によっては、「完了検査済み書」が融資実行のための提出資料の

一つとなっている銀行もありますから、要注意の一つです。  

   

  

 

●建築確認と確認申請 

 建築確認も確認申請も意味は同じです。主として不動産業者と言われる人達の間

では、「建築確認」あるいは略して「建確（けんかく）」と言う場合が多く、住宅以外の

設計を本業としている設計事務所の間では、「確認申請」といっている場合が多いと

思います。言っていることは同じです。 

 まぁ、不動産業者の中には、自分が申請するわけでも、その知識を持っているわ



けでもなんでもないのですが、さかんに「けんかく」「けんかく」という省略した言葉を

用いて、『この後は建確を出して、着工はえ～っと・・』と、さも自分は何でも知ってい

る業界のプロだ～的なニュアンスを漂わす、ええ格好しぃ～の営業マンも多いです

ね。 

 まぁ、「建確」「建確」と多用する人ほど、何かを省略したらしい専門用語を片っ端

から並べ立てることでしか、自分をそれらしく見せかけることが出来ない底の浅い人

間と見ておいた方が良いですよ。 

  

●トラブル対応はしてくれるのか・・ＮＯ！！ 

 もし、工事中にトラブルがあったときに建築主の味方になってくれるのか、というこ

とが気になりますが、 建築確認を提出した役所の窓口、あるいは民間の審査機関

とも、トラブルには極めて及び腰です。 

 隣地の建物は容積率違反だ～といった、上で言う集団規定（よそ様に迷惑をかけ

る規定）の違反には飛んできますが、建築主と建築会社間の工事上のトラブル（当

事者同士の問題）には、ほとんど出てきません。 

「お宅の工事監理者とよく相談してよ～」でお茶を濁されてしまいます。 

 いざというとき、全くアテにならないのが役所であり、審査機関だ、と言うことも知っ

ておいた方が良いかも知れませんね。 

  

●代願（設計）事務所－申請の専門家 

 いろいろネットを見られている方は、この言葉を聞かれた方があるかも知れません



ね。代願（設計）事務所とは、建築確認の申請を専門に行っている設計事務所のこ

とです。 

 建築確認というのは、難しいようで、慣れるとほとんどルーチングワークです。ま

た、審査機関のクセなどもあるため、数多くその審査機関に申請をしている者ほど、

そのクセをわかり、申請作業も漏れなく進み、早く済ますことが出来ます。大手ハウ

スメーカーでさえ、効率を考えて、設計そのものは自社の設計担当者が図面を書い

ても、建築確認の申請自体は、そういった建築確認という業務に特化した設計事務

所に外注する会社もあるのですよ。 

 まぁ、商売！商売！ 

 設計事務所と言っても、いろいろなタイプの事務所があるのです。  

.  

 

 

 

 

新しい法律により、平成２１年１０月１日に引き渡される全ての新築住宅に適用されます。 

 しかし、１０月１日以前に引渡の建物でも、下記の保険会社では、この保険が適用できます。  

でも、 

「瑕疵に対する保険が義務付けられましたので安心です」 

・・・と説明されたら少し注意しましょう。  



■業者が加入する保険です。 

 この瑕疵担保責任保険は、住宅会社あるいは建物の売り主が加入する保険です。そのため、加

入は住宅会社あるいは売り主ですが、保証書は完成後に建築主のもとに届きます。 

でも、 

■業者が手続きをほったらかしにしていては、あとで、保険に入れません。 

 過去にも、１０年保証の任意制度があり、民間の保証会社が１０年保証をしていましたが、その

様な保証にも入らずに工事をしていた零細企業があります。 

 この保険は、工事業者又は建売住宅の売り主が加入するものですから、これらの会社が故意に

保険に入っていなければ、後で入ることは出来ません。 

 零細な業者、あるいは知り合いの大工といった曖昧な請負契約をしようとする場合は、十分注意

し、どの会社の瑕疵保険に入っているのかを確かめておく必要があります。 

 

 それ以外にも、右のようなこの保険特有の免責部分が非常に多いですから、注意が必要です。 

 

【罰則】 

瑕疵保険に入らずに工事をした場合は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金が科せられま

す。 

【経緯】 

 この保険自体は、耐震強度偽装事件の後、マンション供給業者の資力不足により、建て替えを

するにしても、所有者に多額の出費が必要となった事例を教訓に出来た、特定の瑕疵（構造と雨

漏り）に芸呈した保険です。  



 

 

 

■保険が適用されない部分 

 

１）工事中の瑕疵と、一般的な瑕疵は対象外 

 この保険の対象は、下にあるように、構造耐力上主要な部分と雨漏りだけです。 

 それ以外によく発生する  

・工事中に発生する欠陥、手抜き工事は対象外 

 

・建物完成後の  

・床鳴り、結露、カビ 

・内外の建具の変形や取付不良、 

・設備配管工事の不良による漏水事故。 

・地盤沈下 

・建物の揺れ  

・基礎、外壁などのひび割れでも構造に起因しないもの  

などの、一般的な瑕疵（欠陥）についても対象外です。 



 

 

２）工事中の業者の倒産は支払われない。 

 この保険は建物が完成してから有効になります。工事途中で業者が倒産しても、完成保証のよ

うな保険ではありませんから、保険金は支払われません。 

 

３）検査は２回に減り、業者の自主管理が求められる 

 従来の１０年保証では、ほとんどの保証会社が工事完成までに４回程度の検査が行われていま

したが、この保険に切り替わる段階で基礎と上棟時の２回だけに検査が少なくなります。特に、今

までチェックされていた防水など雨漏りを防ぐための現場チェック（内装下地段階の検査）と完成

検査がなくなり、施工業者の自主的なチェックにゆだねられることになりました。 

 そのため、「検査回数の減少が住宅の品質低下を招くのではないか」という指摘も一部には出て

います。 

４）業者の故意又は重過失は保険対象外 

 わざと杜撰に工事をしたり、重度の過失がある工事をしたと判定された場合は、保険金は下りま

せん。  

５）保険の継承は出来ない 



 保険の適用された住宅を転売しても、新たな買い主はその恩恵を受けることが出来ません。（現

在、保険を継承出来る条項がないため・・2009.2時点の国交省の見解）  

６）紛争処理機関の利用は限定的。 

 そういう意味で、完成後にトラブルが起きたときに安価な費用で出来ると言われている「紛争処

理制度」も対象が構造と雨漏りだけですから、それ以外の問題で利用することが出来ません。  

  

つまり、保険に入っているから何でもかんでも安心！！ではないのです。 

そして、工事の請負契約や建物の売買契約の前に、 

 

１．どの保険会社に入るのかを確認する。  

現在の保険取扱会社（平成２１年３月現在） 保険名称 

・（財）住宅保証機構 まもり住まい保険 

・（株）住宅あんしん保証 あんしん住宅瑕疵保険 

・ハウスプラス住宅保証（株） ハウスプラスすまい保険 

・日本住宅保証検査機構 ＪＩＯ我が家の保険 

・（株）ハウスジーメン 住宅かし保険 
 

 

 

２．下のような説明を必ず受けましょう。  



 

 


