Special Feature

進化する
住友林業の家
安全で環境負荷が少なく、木の魅力を
最大限に活かした「住まい」を目指して
東日本大震災後、日本では災害への危機感から、住
まいの安全性への関心が高まっています。 また原
発事故を契機に、省エネルギー対策が社会的な課題
となり、今後のエネルギーのあり方についても議論
されるようになりました。本特集では、
「 住友林業
の家」の安全性や耐久性、省エネルギーなど環境面
における特徴、そして次世代型住宅への取組みにつ
いてご紹介します。
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住友林業の家の
「安全性」
当社は、高い安全性を実現する 3 つの
構法を駆使し、確かな技術で木の家づ
くりを行うとともに、安全で豊かな暮
らしの実現を長期にわたってサポート
しています。

木を知り尽くした当社ならではの住まいづくり
同じ重さであれば、鉄の約 4 倍の引っ張り強度※ 1 とコンクリートの約 6 倍の圧縮強度※ 2 を持つスギ、伐採後の寿命が約

2000 年という非常に長い耐久性があるヒノキなど、
「木」は建築素材として大変優れた性能を備えています。また、ある程
度の太さがある木は表面が燃えてもそこに炭化層が形成されることから、中心部まではなかなか燃え進まない性質を備え
ています。こうした木の特長を活かし、独自のテクノロジーを融合して建てられる当社の木造注文住宅は、いずれも日本の
住宅性能表示制度における最高レベルの耐震性能と長期にわたる耐久性を備えています。
※ 1. 繊維や金属などが一定方向に引っ張られたときに、断裂せずに耐える限界の強度

※ 2. 圧縮荷重に対し、材料が持ちこたえることができる最大応力のこと

MB

伝統的な工法に最新技術を組み合わせた「マルチバランス構法」
日本の伝統的な木造軸組工法を当社が独自に進化させた「マルチバランス構法 」は、 主力商品

「 M yForest 」をはじめ数多くの建築実績を持っています。柱と梁で構築した「軸組」にオリジナルの耐
力面材である「きづれパネル」や「 D パネル」及び「タフパネル」を組合せた構造は強靭で、大地震や台風

の強い力が繰り返し加えられても、これに耐えられる安全性を確保しています。一般の無垢材の約 1 .2

倍の強度を持つ集成材「スーパー檜」など部材のテクノロジーも大きな特長で、特に「地震エネルギー吸

収パネル（ GS パネル）」は、巨大地震時の建物の変形を最大で約 70 % 低減※する優れた耐震性能を発揮
します。地震エネルギー吸収パネルは戸建注文住宅「 MyForest [GS] 」に標準装備しているほか、建築
条件によってはマルチバランス構法のオプション部材として装備が可能で、その採用率は好調に推移
しています。

※一般の筋かい工法との比較。

地震エネルギー吸収パネル（GS パネル）
地震による震動を熱エネルギーに変えて吸収し、建
物へのダメージを大きく減らします。経年劣化しに
くく、耐震性能が長続きする点も大きな特長です。
マルチバランス構法「MyForest [GS]（マイフォレスト [GS]）」
優れた耐震性能を実現する地震エネルギー吸収パネル
（GS パネル）
を標準装備し、マルチバランス構法の高い耐震性能をさらに向上させた戸建注文住宅です。

16

Sumitomo Forestry  Annual Report 2011

BF

高い耐震性と間取りの自由度が人気の「ビッグフレーム構法」
「ビッグフレーム構法」
（BF 構法）は、柱と梁を強固に接合することで建物の骨組みをつくり、耐力壁※

を必要としない「ラーメン構造」を木造住宅で実現した当社独自の構法です。一般的な柱幅の 5 倍以上あ
る「ビッグコラム（大断面集成柱）
」と梁を強固な金属部品で接合することで耐力壁を使わずに耐震性を
確保し、強い構造をつくります。これにより、従来の構法よりも開放的な空間が実現でき、間取り設計

の自由度や将来的な可変性の高さが特長です。当社では BF 構法の普及に向けて、認知度向上と生産コ

ストの低減に積極的に取組み、さらなる拡販を目指しています。
フィン
ボルト

※地震や暴風などによる水平荷重（横からの力）に抵抗する能力をもつ壁のこと。

ジョイント
ボックス

ドリフトピン
大梁受け金物

×
2 4
BF 構法「BF-Si（ビーエフ・エスアイ）」

高い安全性を確保しながら、開放感あふれる間取りを実現します。

ビッグコラム（大断面集成柱）や梁など力が直接伝わる構造躯体
の接合部には、オリジナル開発の金物同士（フィンボルトとジョ
イントボックス、大梁受け金物）の直接接合（メタルタッチ）によ
る BF ジョイントを開発。これにより、ガタつきやめり込みの非
常に少ない高剛性・高強度の木造躯体を実現しています。

防火地域で高層建築が可能な「ツーバイフォー構法」
「ツーバイフォー構法」は、箱形 6 面体のモノコック構造※

によって建物のねじれや変形を防ぐ優れた耐震性能と、火災
時に火の通り道となりやすい壁の裏や屋根裏を構造的に閉

じたファイヤーストップ構造や、自宅の火災に対して十分な
遮炎性、さらには隣家火災に対しても十分な遮熱性、非損傷
性を備える外壁構造などから、優れた耐火性能を兼ね備え
ています。ツーバイフォー構法は、日本では 2004 年に木造
として初めて耐火構造の認定を受け、それまで法令上、木造
では建築できなかった地域・規模・用途での建築が可能とな
りました。当社初の 4 階建ての住宅商品「 E ARLYbird-For 」
は、木の温もりと優れた安全性を備え、建築条件の厳しい
都市部の敷地でも家族がゆとりを持って暮らすことができ、
賃貸併用や店舗併用のニーズにお応えする商品です。
※壁、床、天井の外殻が一体となる面構成の構造です。

充実した保証と
サポート体制

木 造 耐 火 4 階 建 て 住 宅「 EARLYbird-For
（アーリーバード・フォー）」外観イメージ
高い耐火性と耐震性はもちろん、4 階建
て商品であることから、都市部における
狭小地を有効活用でき、二世帯住宅とし
てもゆとりある空間を実現します。

火の進行方向

せっこうボード

壁・天井内の空気

構造用合板

ファイヤーストップ構造
上下階間や各部屋間に燃え広がりに
くい構造なので、1 カ所で発生した火
が家全体になかなか広がりません。

当社は、住まいの安全を定期的かつ長期にわたってサポートする体制を充実させています。住
宅の構造躯体と防水については、法定の 10 年間に加えて 20 年間を保証しており、行政府による
「長期優良住宅」の認定を受けた住宅については最長で 30 年間保証するシステムを用意していま
す。また、住まいに関するお客様の相談に 24 時間 365 日対応する電話窓口を設置しているほか、
最長で 60 年間の定期点検システムとメンテナンスプログラムをご用意しています。
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省エネ・環境面の
特長
当社の住宅は、 自然の力を活かした
省エネ設計技術、エネルギー消費量と

CO 2 排出量を抑制するエネルギー機器
の導入により、優れた環境性能を実現
しています。また、建築時に発生する

CO 2 を植林活動で相殺する独自の取組
みも行っています。

自然の恵みを活かし、省エネルギーを実現する「涼温房」
住生活におけるエネルギー消費の多くを占めるのは、冷暖房エネルギーです。当社は気候の変化に対
する日本の伝統的な家づくりの知恵や工夫を手本にして、省エネルギー化を図る「涼温房」を採り入れ
ています。性能表示制度の温熱性能における最高等級である次世代省エネルギー基準※レベルをさらに
大きく上回る「住友林業の家」の断熱性能や気密性能を活かして、家に入ってくる風や日射を考慮した
間取り設計、植物の配置を行い、冷暖房機器に頼りすぎない快適な住まいを実現します。
※省エネルギー基準は、住宅のエネルギー消費量を少なくすることを目的に 1980 年に定められ、以降 1992 年に「新省エネルギー基準」、1999 年に「次世
代省エネルギー基準」に改正・強化されました。
「住友林業の家」は次世代エネルギー基準の最高等級である「等級 4」をクリアしています。

【涼 温房】
夏は日差しをさえぎり、風の通
り 道 をつくって 熱 を 逃 がすこ
とで涼しさを生み出します。
冬は太陽の光を採り入れ、熱を
逃がさないようにすることで室
内を温かく保ちます。

夏

冬
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落葉樹のシンボルツリーで
日差しをさえぎります。

葉を落とした
シンボルツリーは、
日差しをたっぷり
採り入れます。

北側の樹木がつくる
冷気を室内に
取込みます。

常緑樹を北側に。
寒い北風を
さえぎります。

太陽エネルギー・燃料電池による省エネ化の推進
「住友林業の家」では、環境配慮機器を標準搭載し、
「涼温房」の設計と併せて環境性能を高めたエコ
住宅「 S olabo 」の販売や、他の住宅商品における環境配慮機器の搭載率向上を通じて、省エネを推進し
ています。当社住宅商品において、太陽光発電システムと太陽熱エネルギーを効率よく給湯に使う太陽
熱利用給湯システムを同時に使用したモデルによる試算では、従来の住宅に対し、年間の CO2 排出量を
最大で約 66 % 削減できます。また、ガスから取出した水素と空気中の酸素を化学反応させて発電する、
家庭用燃料電池「エネファーム」を組み合わせることで、CO2 排出量を最大で約 76% 削減できます。
年間CO2排出量比較
■ 旧省エネルギー基準 ■「涼温房」の家＋Wソーラー

太陽光発電＋
太陽熱給湯器の
場合（Wソーラー）

66%ダウン
■ 旧省エネルギー基準 ■「涼温房」の家＋エネファーム

太陽光発電＋
エネファームの
場合

76%ダウン

エネルギーをつくる環境配慮住宅「Solabo（ソラボ）」
※各項目の計算条件：
• 旧省エネルギー基準（ 1 9 8 0 年制定 ）でつくられた住宅（ 電気・ガス併用、給湯器は一般ガス給湯器 ）と、当社「 涼温房 」の木の家に太陽光発電システム
（ 3.84kW ）と各種省エネ機器及び各種ガス機器を搭載した住宅（電気・ガス併用）を比較。冷暖房はエアコンとリビング床暖房を使用。断熱地域区分 IV 地
域、延床面積 130.83m2 の 2 階建てモデルプラン。4 人家族を想定。
• 電気の CO2 排出原単位は 0.555kg-CO2 /kWhにて算出。ガス（都市ガス）の CO2 排出原単位は 2.29kg-CO2 /m2 にて算出しています。
• 当社モデル棟による一定の条件下で試算したもので、居住者の生活スタイルや天候の変化、建築地域により計算結果と必ずしも一致するものではありません。

CO2 を固定する木の家、カーボンオフセットの取組み
木造住宅は、鉄骨造やコンクリートの住宅と比べて建築時の CO 2 排出量が少なく、一般的な木造住
宅 が固定している炭素量は、テニスコート約 3 . 5 面分（約 9 0 0 ㎡）の森林が蓄えているものと同じに
※

なります。当社は、主要構造材に国産材を積極的に活用し、国内山林の CO 2 吸収を促進する取組みや、
当社が建築した住宅の延床面積の 2 倍に当たる面積をインドネシアの荒廃地などで植林することで、
建築時に発生した主要構造材に係る CO 2 をオフセットする取組みなど、お客様が家を建てることで地
球環境に貢献できる取組みにも挑戦しています。
※延床面積 136㎡の木造住宅に使われている木材が固定している炭素量（約 6 トン）をもとに計算。

主要構造材における

1 棟あたりの CO2 排出量

CO2
原木の
伐採・搬出

約6 t

CO2

CO2
建築工事

6万t

年間の CO2 排出量

6万t

6t×1 万棟＝

10 年間かけて CO2 を

CO2

の

CO2 を吸収
CO2

CO2

相殺
インドネシアの
荒廃地などでの植林

製材・輸送

製品輸送
プレカット

年間 300ha を植林し、
10 年間育林・管理して
CO2 をオフセット
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次世代型住宅への
取組み
エネルギーを「 省く 」、
「 創る 」、
「 蓄え
る」、
「見える」機能を備えた「住友林業
の家 」を実用化し、スマートグリッド※
に対応する技術を発展させることで、
社会全体のエネルギー需給のバランス
を最大限効率化し、地球温暖化防止へ
の貢献を目指します。

ライフサイクルカーボンマイナス住宅の実現へ
※スマートグリッド

ITを活用し、電力の需要と供
給を常時最適化する、次世代
の電力網。水力・火力など既
存の発電施設と風力・太陽光
発電など新エネルギーによる
分散型電源を制御し、効率・
品質・信頼性の高い電力供給
システムの構築を目指すもの
です。

当社は、建設から居住段階を経て廃棄に至る住宅のライフサイクル全体で発生する CO2 排出量を、太
陽光、太陽熱などの再生可能エネルギーを利用して相殺し、最終的に CO2 排出量の収支をマイナスとす
る「ライフサイクルカーボンマイナス（LCCM）住宅」の研究開発を進めています。
その実現には、エネルギーを「省く」、
「創る」、
「蓄える」、
「見える化する」技術が不可欠です。具体的
には、断熱性能の向上や高効率な設備機器の採用による省エネ化の推進、太陽光発電や家庭用燃料電池
の採用、電気エネルギーを蓄え必要な時に使用するための蓄電池、家庭内におけるこれらのエネルギー
供給とエネルギー消費を統括して最適にマネジメントし、その状況を居住者に伝達する「ホームエネル
ギーマネジメントシステム（HEMS）」の実用化が求められます。
当社は 2010 年 11 月に開催されたアジア太平洋経済協力会議（ APEC ）の期間中に開催された「横浜ス
マートシティプロジェクト 」によるデモンストレーションに参加し、当社の LCCM 住宅のコンセプトモ
デルを初めて公開しました。そこでは、電気自動車用の大容量リチウムイオン電池を住宅用蓄電池とし
て活用し、将来的にはその二次利用（リユース）を視野に入れたプロジェクトを紹介したほか、HEMSに
ついても開発を推進しています。また現在、家庭用蓄電システムを搭載したモニター住宅を建設し、検
証作業を進めています。
住宅の役割は大きく変わりつつあります。当社は安心して快適に暮らすことができる住まいの提供
を第一の基本として、省エネルギーや地球温暖化対策に住宅が貢献できることを今後も「住友林業の家」
の進化を通じて追求し、持続可能な社会の構築に向けて挑戦を続けていきます。

電気自動車用リチウムイオン電池を活用した蓄電池搭載住宅の概念図
EV用リチウムイオン電池（LIB）の
リユース

太陽光発電システム

LIB
住宅用
蓄電池
LIB

電気自動車（EV）
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充電
放電

ホームエネルギー
マネジメントシステム（HEMS）

売電

買電

系統
電力網

