
　　　 エコマニュアル  春は意外に乾燥と風の季節　⇒　花粉や黄砂など微粒子にご用心

概況

快適温度
換気

窓開閉

空調

暮らしの
ポイント

　
　

名古屋　 平年値（過去３０年　旬ごとの値）

平均気温 7.1 8.7 10.1 12.5 14.5 16.2 18 18.5 20.1
雨量 29.5 38.6 53.8 45.2 44.7 35 55.7 57.4 43.4
相対湿度 59 59 60 59 61 61 65 67 64

　桜の開花予想　この季節には桜の開花予想が盛んに報道されます。この予想の根拠はいろいろですが、ある予
想では２月１日からの平均気温の積算値を用いたりします。名古屋の場合、積算値が３５０℃近辺で開花するよう
です。
　別な予想では平均気温が１２℃を初めてこえてから、超えた日数を数えて予想したりします。いずれにして
も桜の開花は、気温の上昇によって決まるようです。

　この季節前半は、１年で相対湿度が最も低く、平均風速は最も大きく、微粒子が飛散しやすい季
節、花粉や黄砂などの微粒子とのかかわりが大きくなります。湿度の低い日は窓開放に要注意と
なります。4月から5月は最も快適シーズン、冷暖房不要で太陽光にも恵まれ最もエコなシーズン
です。前半は花粉、後半は湿気にご注意ください。

　平均気温は１０℃近くに上が
り、相対湿度は下がるため空気
が乾き、スギ花粉、黄砂などの
微粒子が飛散しやすくなる。花
粉症やアレルギーの方は窓を
閉め機械換気で

18～22　

平均気温は１０から20℃へ次第
に上昇、冷暖房不要の快適
シーズンですが、３月に引き続
き花粉・黄砂にご用心下さい。
第三種換気では室内負圧のた
め、短時間の開け放しでも外気
が大量に入ります。

平均気温は20℃前後、１年で
最も良い季節の一つ。窓開けも
気持ち良く行えます。でも梅雨
入りしたら早めでも窓を締切り、
ｴｱｺﾝでドライに！

軽いエコな暖房／後半はなしでも 無暖房 無暖房

18～25 20～25
花粉症の方は弱 花粉症の方は弱 中または強

閉めた方が花粉等の影響も少
なく、室内も清浄。

３　月 ４　月 ５　月

３　月 ４　月 ５　月

閉めた方が花粉等の影響も少
なく、室内も清浄。

爽やか天気では、開放可。湿
気が多い日は、閉め除湿。

気温は、快適シーズンで窓を開放したいシーズンですが、花粉症の方には要注意！

閉め切っていてもイザットハウスの換気は良好！外からの埃や微粒子は、ｼｬｯﾄｱｳﾄできます。

黄砂は花粉よりもっと小さな微粒子です。最近は中国の砂漠に雪が少なく、黄砂の飛来が

多くなっていて、黄砂アレルギーにも要注意です。

春

花粉フィルター

花粉症でお悩みの方には、換気の給気

口に花粉フィルターをご用意しています。

このフィルターは、目が細かいため、目詰

まりしやすいので、メンテナンス頻度は多

くなります。

花粉症には第一種換気

気密の高いイザットハウスは、それだけで

も花粉症対策です。更に換気では標準

の第三種換気よりもコストはかかりますが、

第一種換気にすれば一層効果がでます。

第三種換気のポイント

第三種換気の特徴は室内が負圧になる

ことです。窓や玄関が開放されていると、

外気を吸い込むことになり、この季節花

粉症などの方は、ご注意下さい。



概況

快適温度
換気
窓開閉
暖房

暮らしの
ポイント

省エネ

名古屋　 平年値（過去３０年　旬ごとの値）
平均気温 21.7 22.6 23.6 25.2 26.3 27.6 28.1 28 27.3
雨量 39.5 67.3 94.1 70.9 79.5 53.2 32.5 34.8 59
相対湿度 66 72 76 74 75 72 70 71 70

　この季節は、常時ドライを心がけることが、何よりの快適・エコとなります。エアコンの自動連続運
転は意外と省エネ！但し窓開放では省エネになりませんのでご用心！

夏季（特に雨季）は、閉め切り
梅雨入したら2Ｆで24Ｈｴｱｺﾝ 2Ｆで24Ｈｴｱｺﾝ 2Ｆで24Ｈｴｱｺﾝ

梅雨に入れば窓開け厳禁！外
気（＝湿気）の侵入を阻止、室
内をｴｱｺﾝでﾄﾞﾗｲに！

高温多湿な夏は、外気をｼｬｯﾄｱ
ｳﾄ！24Ｈｴｱｺﾝで省ｴﾈ・ﾄﾞﾗｲ
に！室内を快適温度に保ち、
温めないことが省エネのコツ。

高温多湿な夏は、外気をｼｬｯﾄｱ
ｳﾄ！24Ｈｴｱｺﾝで省ｴﾈ・ﾄﾞﾗｲ
に！室内を快適温度に保ち、
温めないことが省エネのコツ。

エコマニュアル  高温多湿な日本の夏　⇒　超気密性能の真価を発揮させる季節です。

　地球温暖化の影響からか、年々夏が過酷になっています。各地で熱中症になったり、冷房によ
る電力不足も心配されます。また、近年、天候は荒っぽい傾向です｡大雨・洪水・台風・竜巻など
特にこの季節は要注意！

　月平均気温２５℃前後、平均湿度７０％以上は空気中に大量の水蒸気が存在します。熱帯夜とは最低気温
２５℃以上の夜ですが、２５～２８℃という温度は、決して寝苦しい温度ではなく、湿度５０～６０％ぐらいであれ
ば結構しのぎやすいはずです。

　こんな夏の夜、窓を開ければ大量の水蒸気が室内に流れ込みます。エアコンをかけ続けても除湿効果はエ
アコン廻り限定です。また日中開放された室内は蓄熱され、なかなか冷めません。２階の温度が夜になっても
下がらないのは蓄熱されているせいです。

６　月 ７　月 ８　月
20～28 25～29 25～29

雨季は弱がお勧め 湿気を感じる日は弱 湿気を感じる日は弱
夏季（特に雨季）は、閉め切り 夏季（特に雨季）は、閉め切り

梅雨入りしたら、窓開け厳禁！

24Ｈｴｱｺﾝで省エネ・ドライに

快適・エコの秘訣

季節を先取りした空調

エアコンは、梅雨入りから秋口まで、２Ｆで２４Ｈ連続運転！

エアコンの自動連続運転は、意外に省エネで電気もかかりません。超

気密性能の中で、窓を閉めれば、除湿効果は顕著で、エアコンの負

荷も軽減できます。

雨季の換気は弱推奨

弱と同時にエアコンで

西日にご用心

西面に日射をうけるお宅は、日射対策をお勧めします。

対策:スダレ､日除け、植栽、グリーンカーテン

日射対策

太陽光モジュール（パネル）は、巨大な日射対策

になります。南面にはできるだけ大きくパネルを設置！

日射対策と発電で一石二鳥

湿度７０％を超えるようになれば、エアコンの季節到来です！

夏

住まいづくりは、夏を旨とすべし・・・徒然草 ／ 夏の暮らしには注意事項がいっぱい！

夏の外気は大量の水蒸気

左図で冬外気温１０℃、湿度６０％のとき空気中の水

蒸気は９．４×０．６＝５．６４ｇ/㎥

一方夏３０℃、湿度８０％では

水蒸気は３０.４×０．８＝２４．３ｇ/㎥ で夏の外気は、

冬の４～５倍もの水蒸気を含んでいます。

夏の水蒸気は住まいの大敵

夏の外気は大量の水蒸気を含んでいて、３～４℃の

温度低下で結露します。温度の低い床下や冷房室の

外壁の中では結露が起きやすく、シロアリや腐朽菌が

繁殖しやすい環境です。



概況

快適温度
換気

窓開閉

空調

暮らしの
ポイント

省エネ

名古屋　 平年値（過去３０年　旬ごとの値）

平均気温 26.2 24.2 21.9 20 18.4 16 14.3 12.1 10.2
最低気温 22.7 20.8 18.5 16.4 14.5 11.8 10.1 8.1 6.1

降水量 50.7 105.1 78.7 59.1 34.8 34.4 23.7 28.3 27.7
相対湿度 70 72 71 71 67 66 67 67 65

最近の９月は夏と同じ、後半は
雨量も多く湿気も多い季節なの
で24Hｴｱｺﾝで省ｴﾈ・ﾄﾞﾗｲ

長雨シーズンが終わると、10月
後半からは１年で最も過ごしや
すい季節の到来！外気も思い
切り取りこめます。

前半は、１年で最も晴天率も高
く過ごしやすいシーズン！後半
から最低気温が１０℃を下回る
ころには、生活熱を逃がさず室
温20℃ｷｰﾌﾟを目安に！下回れ
ば、お早めの暖房を

　季節前半は、夏と同じ常時ドライを心がけ！後半は外断熱の熱容量を活かし、生活熱も使って、
建物を冷やさず　キープ！

９　月 １０　月 １１　月

夏季（特に雨季）は、閉め切り 長雨が終われば、ご随意に ご随意に

2Ｆで24Ｈｴｱｺﾝ 空調なし
室温20°ｷｰﾌﾟを心掛け、終盤
には蓄熱暖房など弱暖房も

25～28 20～25 25～29
雨季は弱がお勧め 　 　

エ コ マ ニ ュ ア ル  次第に気温の下がる季節　⇒　建物の熱容量を活かす季節です。

　初秋は、夏同様台風や長雨などすっきりしないこともありますが、１１月に入ると次第に気温が下
がり、気持ちの良い気候になります｡一昔前と比べ、季節のずれを最も大きく感じる季節でもあり、
秋＝10月～12月とこれまでと１ヵ月ぐらい遅れた感じでしょうか。

　９月前半は夏と変わらない気候といえます。続く１０月前半ぐらいまでは気温はやや下がるものの、１年で最
も降水量の多い季節で、エアコンによる除湿が効果的です。10月に入り平均気温が２０℃ぐらいになると、最
もすごしやすい気候となります。こんな時期は窓を開放し、大いに外の空気を取り入れるのも気持ち良いで
しょう。

　秋の後半、次第に気温が下がる季節には、外断熱に覆われた建物の熱容量を利用、外気の影響を最小限
に、温度変化を小さく暮らす季節です。秋の終盤には季節を先取りし、早めの暖房で建物温度を下げないよ
うキープすることで、快適に冬を迎えることができます。

９　月 １０　月 １１　月

９月は夏と長雨、窓開け厳禁！

24Ｈｴｱｺﾝで省エネ・ドライに

快適・エコの秘訣

季節を先取りした空調

エアコンは、梅雨入りから秋口まで、２Ｆで２４Ｈ連続運転！

エアコンの自動連続運転は、意外に省エネで電気もかかりません。超

気密性能の中で、窓を閉めれば、除湿効果は顕著で、エアコンの負

荷も軽減できます。

１０月後半はベストシーズン

窓開放で気持ち良く

結露の季節

最低気温が１０℃を下回るとそろそろ暖房も

室温２０℃ｷｰﾌﾟ

温度が下がる季節、建物の熱容量を維持し、

温度変化を小さくする。

湿度７０％を超える季節は、エアコンで！

あ

き

最もエコなシーズン ／ アドバイスの少ない季節

長雨の終った後、初冬までは、エネルギー消費的に最もエコなシーズンといえます。冷暖房も不要

で過ごしやすく、換気も窓開放の自然の風が心地良く感じます。ご随意にお過ごし下さい。



概況

快適温度
換気

窓開閉

空調

暮らしの
ポイント

省エネ

名古屋　 平年値（過去３０年　旬ごとの値）

平均気温 8.4 6.8 5.8 4.8 4.6 4.1 4.3 5.4 6
最低気温 4.4 3 1.9 1.1 0.9 0.4 0.4 1.3 1.8

降水量 16.1 13.3 15.6 14.6 15.3 18.6 15.1 25 25.6
相対湿度 66 65 65 65 64 62 62 61 61

　こんな過乾燥状態に威力を発揮できるの
が、「超気密性能」です。冬の外気は水蒸
気が少なく、水蒸気圧は室内のほうが高く
なり室内水蒸気を逃がさないようキープで
きるのが超気密と弱換気です。加湿器の
効果も超気密では顕著になります。

ベストな湿度

　冬の快適温度を18～22℃としますと、どう
しても過乾燥になります。対策はできるだ
け低い室温と加湿になります。目安は窓ガ
ラスの結露。特に就寝時はできるだけ室温
を低めに窓の結露ギリギリ、またはうっすら
結露ぐらいがベスト！

１２　月 １　月 ２　月

　冬の初めは季節の先取りで早
めの暖房を！快適室内では過
乾燥対策を！窓開けは室内水
蒸気を逃がすことになります。
湿度は温度によって大きく異な
ります。20℃で、40～50％が目
安。

　過乾燥対策が健康生活の
キーワード！建物の基礎体温
は低めに、弱換気と加湿器で
水蒸気キープ！暖房から離れ
た部屋の窓ｶﾞﾗｽにうっすら結露
ぐらいが目安。

　基本的には、１月と同じです
が、後半は年によってそろそろ
花粉や黄砂にも注意！

　外気と室内温度差の最も大きな季節で、光熱費も大きくなります。光熱費節減には深夜電力の
有効活用し、日中の使用電力を抑えることがポイントです。特に太陽光発電を使われる家庭では
日中電力抑制が売電を増やすことになり、より大きなメリットになります。

過乾燥には超気密と換気弱

窓開けは過乾燥にご用心 窓開けは過乾燥にご用心 窓開けは過乾燥にご用心

　暖房は季節を先取りし、18～
20℃ｷｰﾌﾟを目安にお早めに！
足元から！深夜電力有効活用

　建物の基礎体温18～20℃ｷｰ
ﾌﾟを目安に！寒がりの方は軽い
補助暖房が省エネで効果的。

　建物の基礎体温18～20℃ｷｰ
ﾌﾟを目安に！寒がりの方は軽い
補助暖房が省エネで効果的。

18～22 18～22 18～22
乾燥時は弱がお勧め 乾燥時は弱がお勧め 乾燥時は弱がお勧め

エ コ マ ニ ュ ア ル  熱容量で温度キープ　⇒　窓ガラスの結露が目安

　下表は、過去30年のデーターで、近年気温は２℃近く高くなっています。この季節は、断熱効果
が顕著に表れ、小さなエネルギーで快適に過ごせます。とはいうものの外気温と（快適）室温の温
度差が最も大きな季節でもあり、年間では最も大きなエネルギーを必要とします。

　１２月前半は、まだそれほど暖房の必要は感じないかもしれませんが、季節の先取りを心掛け、やや早めの
暖房をお勧めします。建物を冷まさずキープして過すのが、この季節の暮し方の秘訣です。光熱費節減や太
陽光発電の売電を有利にできる深夜電力利用に適した季節です。

　この季節の暮らしのもう一つのポイントは「過乾燥」です。この時期空気中の水蒸気量は少ないので、２０℃
以上の快適温度の室内は、確実に「過乾燥」状態になります。下のグラフで、仮に外気温１０℃、（相対）湿度
６０％としますと、暖房された２０℃の室内の湿度は、３２％の乾燥状態になります。　　９．４×０．６／１７．３
＝０．３２

１２　月 １　月 ２　月

結露の季節

最低気温が１０℃を下回るとそろそろ暖房も

室温２０℃ｷｰﾌﾟ

温度が下がる季節、建物の熱容量を維

持し、温度変化を小さくする。

冬

快適・エコの秘訣

季節を先取りした空調


