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１．まえがき 

 SI 住宅の特徴は，100 年以上の耐久性を持つ構造躯

体（スケルトンまたはサポート；S）と，住戸の個別

性や更新性の高い内装・設備（インフィル；I）とが，

計画・設計・施工・供給・維持管理の各段階で分離可

能なことである．一方，日本における遮音性能の測定

方法や評価尺度は，主に実験室での部位単体か建物全

体の竣工時を想定されている．他の状態での方法は必

要に応じて測定・評価者が各個に工夫しているのが実

情である．また他の状態のこうした測定は，住居生活

者へ示す保証性能値を得るためではなく，建物を供給

する側の技術的な確認や裏付けのために行われる場合

が多い．つまり，これらは入居者への「スケルトン売

り」や「スケルトン貸し」などを想定したものではな

い．従って SI 住宅の性能を公正に－事業者・設計

者・施工者・住宅利用者を通じて－比較可能とするに

は，スケントンとインフィルとの個別の状態における

予測・測定・評価・表示（意味づけ）方法を再検討し，

整備してゆく必要がある． 

 本稿では集合住宅を対象として，計画～維持管理の

各段階で SI 住宅の遮音性能を評価・表示する方法に

ついて課題項目を整理し，床衝撃音遮断性能を例に取

り上げながら現行制度および近い将来に対する取り組

みについて方向性を論じる． 

 

２．技術上の背景 

 RC 造を想定した場合，SI 住宅実現の際に多い生事

例には，①自由な間取りを実現するため，住戸内の梁

や構造壁が少ない大面積床スラブになる，②SI を区

分して扱うため，壁・床・天井の界面が二重構造にな

る，③実績の少ない工法が採用される，④使用目的が

異なる部屋（寝室と浴室等）が隣・上下近接住戸間で

相対する，⑤入居者が一戸建に近い高性能を期待する，

⑥住戸毎の個別要求に応えるため要求元の住戸と異な

る住戸で対応が必要な場合がある，等がある．更に計

画～維持管理の各段階で性能決定に立場の異なる人間

が数多く関わるので，各段階の関係者相互が客観的に

性能値を理解して，建物の最終性能を確保することが

重要になる． 

 SI 住宅は長期間その性能を維持させること－場合

によっては向上させること－に存在意義があるので，

性能に関する客観的・定量的な情報の必要度は従来の

住宅に増して大きいと言える． 

 一方で SI 住宅においては，その性能をどのように

評価するのかが具体的に想定できかねる，との声も聞

かれる．遮音性能の場合，①柔軟な仕様を適切に評価

できない（住戸生活者の要望に応えるため仕様を変更

すると，そのつど性能が変わってしまう），②スケル

トン状態は言わば未完成の住宅であるので，現場性能

測定や評価ができない（例えば住戸間の音圧レベル差

等の空間性能は，開口部が開放している状態では測定

が難しい），などが主たる懸念と推察される． 

 そこでまず，現行の住宅性能表示制度と SI 住宅の

遮音性能との関係について，次章で述べる． 

 

３．｢日本住宅性能表示基準｣への適応 

 現在の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」

（住品確法）下の「日本住宅性能表示基準」（建設省

告示第 1652 号）では，設計図書等より得られる情報

に基づいた設計段階での性能評価と，建物の中間・完

成段階で現場で確認できる情報に基づいた性能評価が

整合することが求められている．したがって従来と異

なる建設・供給形態をもつ SI 住宅には，現在の住宅

性能表示制度がなじまないという指摘が多い． 

 例えば「日本住宅性能表示制度」の評価に携わって

いる実務者からは，「…環境問題に対応した持続可能

な社会に向けて 100 年住宅のような長寿命な住宅の

必要性が叫ばれ，このような住宅のためには変更に対

応しやすい SI 住宅が適している．このような SI 住宅

に現在の評価方法を適用しようとすると…（中略）…

困難が伴う」と指摘されている 1)．また 2000 年に開

催された「オープンビルディング国際会議・連携シン

ポジウム」2)のテーマディスカッションでは，「SI 住

宅の普及に対しての阻害要因として『住宅性能表示制

度』があるのではないか」という質疑が出されていた． 

 しかし現在の住品確法下の住宅性能評価は，基本的

に設計図書や仕様書による審査が中心である．審査途
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中における判断基準を用い，最終的な審査対象にスケ

ルトン・インフィル単体状態を加えることで，SI 住

宅の評価は可能になる．従って技術的手順から見る限

り，SI 住宅でも現行の規定に準ずる形で表示可能な

項目はある（項目個別でも音環境に関する評価は取得

可能である）と筆者は考える． 

 例えば「重量床衝撃音対策」ではスケルトン性能と

して床スラブ素面時の衝撃時間内応答インピーダンス

を，インフィル性能として衝撃音レベル低減量を用い

る 3)ことで，個別に評価と表示ができる．想定できる

手順の一例を図 1 に示す．スケルトンに工業化工法

を用いた場合，型式認定を取ることもそれほど困難で

はない．事実，床スラブ工法には型式認定を得たもの

も既に存在している． 

 しかしながら「日本住宅性能表示制度」が課題を残

していることは，多くの指摘にある―制度の作成に携

わられた方々もおそらく認識されている―通り 4)であ

る．長期的な視点が必要な SI 住宅について性能評

価・表示方法を考える際には，現行の制度へ如何に適

応させるかだけではなく，将来のあるべき制度を検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する取り組みも必要であろう．次章では SI 住宅を念

頭に入れて，遮音性能評価・表示方法について項目を

整理する． 

 

４．遮音性能の項目分類 

 環境性能の性能を客観的に評価・表示する場合，そ

の測定法から表示方法までが体系的に用意されている

必要がある．ここでは遮音性能の予測～表示の方法を

SI 住宅の実施過程に即して，表 1 の様に分類して考

える．以下，各々の項目について列挙する． 

 

a) 建物(B)として完成したスケルトン(S)・インフィル 

(I)一体の状態の他に，S・I 個別の状態が対象とし

てある． 

b) 計画～保守管理の各段階で性能を確認するため，

予測～表示の手法が相互に関連をもって分類される． 

c) 予測～表示の各項目を通じて，部位(E)単体の性能

と空間(R)の性能に分けられる．インフィルの空間

性能(IR)は，ユニット化された挿入型インフィル等

を想定している．やや特殊な例であるが，屋内ユニ

ット型の楽器練習室もこれにあたると言える． 

d) 部位性能の測定法には，実験室 (L)におけるもの

(SE2L, IE2L, BE2L)と，実際の現場(F)におけるも

の(SE2F, IE2F, BE2F)が考えられる．実験室では，

部位の設置・施工法を標準化する方法と，できる限

り現場条件に近づけた方法が考えられる．前者は部

位製品間の性能比較に適しているのに対し，後者は

現場における性能の予測に寄与する．現場における

スケルトン・インフィルの測定(SE2F, IE2F)は，周

辺環境や他の部位の影響を取り除くのに困難を伴う 
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対象 １．予測法 ２．測定法 ３．評価法 ４．表示法

部位性能 実験室(ＳＥ２Ｌ) 実験室(ＳＥ３L) 実験室(ＳＥ４Ｌ)
（ＳＥ） 現場(ＳＥ２Ｆ) 現場(ＳＥ３F) 現場(ＳＥ４Ｆ)

空間性能 未処理(ＳＲ２Ｏ) 未処理(ＳＲ３Ｏ) 未処理(ＳＲ４Ｏ)
（ＳＲ） 基準化(ＳＲ２Ｎ) 基準化(ＳＲ３Ｎ) 現場(ＳＲ４Ｎ)

部位性能 実験室(ＩＥ２Ｌ) 実験室(ＩＥ３Ｌ) 実験室(ＩＥ４Ｌ)
（ＩＥ） 現場(ＩＥ２Ｆ) 現場(ＩＥ３Ｆ) 現場(ＩＥ４Ｆ)

空間性能 未処理(ＩＲ２Ｏ) 未処理(ＩＲ３Ｏ) 未処理(ＩＲ４Ｏ)
（ＩＲ） 基準化(ＩＲ２Ｎ) 基準化(ＩＲ３Ｎ) 基準化(ＩＲ４Ｎ)

部位性能 実験室(ＢＥ２Ｌ) 実験室(ＢＥ３Ｌ) 実験室(ＢＥ４Ｌ)
（ＢＥ） 現場(ＢＥ２Ｆ) 現場(ＢＥ３Ｆ) 現場(ＢＥ４Ｆ)

空間性能 未処理(ＢＲ２Ｏ) 未処理(ＢＲ３Ｏ) 未処理(ＢＲ４Ｏ)
（ＢＲ） 基準化(ＢＲ２Ｎ) 基準化(ＢＲ３Ｎ) 基準化(ＢＲ４Ｎ)

ｽｹﾙﾄﾝ＋
ｲﾝﾌｨﾙ
(Ｂ)

ＳＥ１

ＳＲ１

ＩＥ１

ＩＲ１

ＢＥ１

ＢＲ１

ｽｹﾙﾄﾝ
(Ｓ)

ｲﾝﾌｨﾙ
(Ｉ)

表１  SI 住宅の遮音性能項目分類

図 1 SI 住宅での重量床衝撃音対策性能表示手順の想定例 
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が，予測や実験室測定の結果検証に欠かせない．当

面は現場工程の間をうまく選んで測定せざるを得な

いが，現場作業所・測定者双方の負担は大きい．信

号処理技術を駆使した方法など，新しい測定方法の

実用化が望まれる． 

e) 空間性能の測定法には，測定結果をそのまま用い

る方法(SR2O, IR2O, BR2O)と，測定値を一定の条

件を想定して処理（基準化・標準化）する方法

(SR2N, IR2N, BR2N)がある．日本建築学会推奨測

定基準等では現場における建築物の空間性能を評価

することを目的として，測定結果をそのまま用いる

方法を採用している．一方，現行 JIS では，測定結

果を基準化・標準化する方法も規定している． 

f) 各々の測定法に対応して，性能の評価法と表示法

（意味づけ）が設定できる． 

 

 戸境壁の空気伝搬音遮断性能を例にすると，音響透

過損失が部位性能，室間音圧レベル差が空間性能に当

たり，音響透過損失等級 Rr が部位性能の評価値，室

間音圧レベル差等級 Dr（JIS A 1419-1）や遮音等級 D

（日本建築学会「建築物の遮音性能基準」5））が空間

性能の評価値に当たる．表示法（意味づけ）としては，

空間性能に関して建築学会上記基準の「適用等級の意

味」や「表示尺度と生活実感との対応の例」・「表示

尺度と社会的反応の対応例」がある．部位性能を意味

付けるのは難しいが，比較的素性が知られている部材

との比較で表示する方法が相当すると言えよう．例え

ば音響透過損失等級 Rr-50 の壁部位は，「厚さ

150mm の RC 造単体壁とほぼ同等」と表現できる． 

 測定方法が異なれば，それに応じた表示・評価方法

があるべきである．ある方法に不足していたり扱いに

くいものがあると，他の測定法の測定・評価法を準用

したりすることが行われる様になる．過去の例で言え

ば，音響透過損失の測定結果に室間音圧レベル差の基

準曲線（D 値）をあてはめることなどである．こうし

た準用はいったん広まってしまうと（たとえ正式な規

格ができた後でも）その影響が抜き難く，評価値に対

する誤解を生む一因になるばかりか，本来の方法によ

る評価に対する信頼性も薄めてしまうおそれがある． 

 測定方法については筆者らが先に報告 6)した時に比

べ，JIS としての整備が各項目で進んできた 7)．一方，

スケルトン(S)・インフィル(I)分離や I の更新を前提

としている SI 住宅では，S・I 個別の性能と最終的な

建物(B)の性能との関係が重要である．SI 住宅の遮音

性能は，①スケルトン・インフィルどちらか単体の性

能が建物の性能にほぼ近くなる場合（例えば JIS A 

1440-1 で規定される絨毯等のカテゴリーⅠの軽量床

衝撃音遮断性能），②スケルトン・インフィル個別の

性能から建物の性能がほぼ予測できる場合（例えば外

周壁の内外音圧レベル差），③スケルトン・インフィ

ル個別の性能から建物の性能を予測することが困難な

場合，が考えられる．③の場合，個別性能より建物性

能が向上する傾向ならば，安全側に予測する方法もあ

る．しかし逆の傾向ならば評価や表示が非常に難しい．

SI 住宅の遮音性能を評価・表示する上で，この点が

重要な課題のひとつである． 

 

５．課題―床衝撃音遮断性能を例に― 

 ｢日本住宅性能表示基準｣への反映という観点を含

め，具体的に SI 住宅の遮音性能を評価・表示するに

は何が課題となるのであろうか．この章では例として，

住居生活者や事業者の関心が特に高く，前章③（スケ

ルトン・インフィル個別の性能から建物の性能を予測

することが困難な場合）に相当する，床衝撃音遮断性

能に関して課題を述べる． 

 

5.1 スケルトンの性能予測法(SR1)について 

 床衝撃音遮断性能の予測計算方法には音場解析的手

法もあるが，最も一般的に用いられているのは，日本

建築学会から提案されている｢インピーダンス法に基

づく床衝撃音レベルの実用的予測法｣ 8)（インピーダ

ンス法）である．この方法では，複雑な構造断面をも

つスラブや床面積が大きいスラブ・居室を対象にした

場合に課題を残していた．既に述べたように SI 方式

では住戸内の間取りの自由性や可変性・柔軟性が求め

られるので，小梁の無い大型（大面積）で中空等の断

面をもつ床スラブになる事が多い．しかし現在では，

こうした床スラブへも適応範囲を拡げた案が提示され

つつある 9)． 

 また重量床衝撃音レベルにおいては，衝撃位置など

を計算条件要素として使用するため，部屋配置など住

戸の最終的な仕様が確定しないと予測ができない．実

測の重量床衝撃音レベルが衝撃位置によって変わるも

のなので，これは予測法の問題と言うよりスケルトン

状態における評価の問題と言える．この点に対応する

評価としては，一般的に住戸の半分以上の面積の部屋
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はないと仮定して，住戸の約半分程度の範囲で評価す

る方法が提案されている 10)．この方法に現実により

近い条件（例えば床スラブ拘束辺二辺の条件で６～８

畳程度の面積）を対象にする方法を，併せて評価する

のが有用ではないか考える．こうしたスケルトンの評

価方法は，等級評価より等価スラブ厚さの方がより適

していと言えるかも知れない． 

 今後はこれら提案方法による予測値と，現行 JIS

（A 1418）に準じた測定による実測値との検証が進

むことが期待される． 

 

5.2 スケルトン＋インフィルの空間性能予測(BR1)に

ついて 

 インフィルの部材性能としての床衝撃音レベル低減

量は，実験室測定(IE2L)で得られる値と，実際の現場

測定(IE2F)で得られる値とで，必ずしも一致している

訳ではない．特に乾式二重床（置床）の重量床衝撃に

関しては差が大きく，現場測定値の方が小さい（性能

が低い）例が多い． 

 従ってスケルトン＋インフィルの空間性能予測

(BR1)に，インフィルの実験室測定(IE2L)による部材

性能を用いると，スケルトン＋インフィルの空間性能

実測(BR2)結果と一致しない場合が多くなる．この原

因として実験室測定(IE2L)と現場測定(IE2F)における，

床材周りのディテールや室内状態の差異も指摘されて

きた． 

 JIS A 1440: 2007 付属書で規定されている壁式 RC

造試験施設における近年の測定では，従前に比べ条件

の再現や統一がされて低減量の差が小さくなっている

ものの，依然として一致しているとは言い難い 11)． 

 また住戸内プランに自由性を持たせた場合，二重床 

下地材をはじめとするインフィルのディテールは相当

複雑になる．また床下地材の上に住戸内間仕切壁を施

工する床先行工法では，これら内装材料の振動特性が

極めて複雑になっていると考えられる．こうしたディ

テールが床衝撃音遮断性能に与える影響を事前にすべ

て把握し，実験室測定(IE2L)へ反映することには限界

がある． 

 本質的に考えれば，置床施工後の床衝撃音レベルは

置床と床スラブの連性的な問題となるため，単純に低

減量をスケルトン＋インフィルの空間性能予測(BR1)

に用いることは難しいはずである．特に評価の決定周

波数域に床スラブの低次の固有振動数が存在すること

が多い重量床衝撃音レベルの予測に，実験室測定

(IE2L)で得られた低減量を用いることは問題が残る． 

 長期的には（シミュレーションなどを利用した）理

論的検討による，インフィルの性能予測(IE1・IR1)の

研究成果に期待されるところである．しかし当面は予

測・測定の精度向上に努めるだけではなく，評価・表

示の用い方での対応を考えるのが現実的と思われる． 

 

5.3 インフィル部材の性能表示・評価(IE3L,IE4L)の

用いられ方について 

 床衝撃音遮断性能に関するインフィルの部位性能， 

つまり床下地・仕上材料の部位性能は，公的な試験機

関での測定結果が一般的に用いられてきた．この測定

法(IE2L)では，躯体素面に対する低減量を求めている

が，製品のカタログ表示(IE3L)の際には「一般的な」

床スラブ素面に施工した場合の床衝撃音レベルを想定

した遮音等級（推定 L 等級）が多く用いられ，民間

事業者（不動産会社）などの仕様規定にも「L-○○の

床（仕上・下地）材」と記載される例が多かった．こ

れは①低減量の評価法がＬ値の様な単一指標を持たな

かったので仕様書などで扱い難かった，②表示法

(IE4L)が付随せず，専門家以外には性能の意味付けが

難しかった，ことが理由と思われる． 

 しかし本来遮音等級は，スケルトン＋インフィルの

空間性能の評価 (BR3F) であり，それに伴う表示

(BR4F)もスケルトン＋インフィルの空間性能に対す

るものであるから，インフィルの部材性能評価(IE3L)

が誤った意味付けをされることになる． 

 こうした実状の改善を目的のひとつとして近年では,

低減量の「推定 L 等級」に変わる評価方法（ΔL 等

級）や製品カタログへの表記・説明方法が，提言や案

として公表されるようになった 12,13)．検討元へは

「推定 L 等級」の「わかりやすさ」を惜しむ意見も

寄せられているとのことであるが，表 1 における低減

量の位置づけを考えれば，提案されている評価・表示

法の方が望ましく，前項 5.2 で論じたインフィル評

価・表示での現実的な対応例のひとつと筆者は考える． 

 

６．住戸生活者からみた表示方法 

 前章で論じたように，遮音性能の表示方法（意味づ

け）は大変重要な問題である．この章では住居生活者

の立場からみた，遮音性能の表示法について述べる． 

 例として「日本住宅性能表示基準」では，「重量床 
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衝撃音対策等級」が「居室に係る上下階との界床の重

量床衝撃音（重量のあるものの落下や足音の衝撃音）

を遮断する対策の程度」を表す等級として，「…重量

床衝撃音の遮断性能（特定の条件下でおおむね日本工

業規格の Li,r,H-○○等級相当以上）を確保するため必

要な対策が講じられている」と表記されている． 

 一方，技術解説には「この Li,r,H（JIS A 1419-2 に

基づく精緻な表示方法では L i ,Fmax,r ,H(1)）は，あくまで

上記のような条件下で満たすべき設計目標水準である

と考えるべきものである．よって，実際の住戸で，上

記の Li,r,H 値が，必ずしも確保されているとは限らな

い」と説明されている（軽量床衝撃音対策等級に関し

ても同様に説明されている）14)．また技術的詳細を考

えれば，ここで言う「Li,r,H-○○等級相当」は建築学

会「建築物の遮音性能基準」で定めた床衝撃音レベル

に関する遮音等級（L 値）とは異なるものでもある．

従って同書に記載されている「表示尺度と生活実感と

の対応の例」や「表示尺度と社会的反応の対応例」と

直接関連付けることはできない． 

 それでも一般向け解説では，上記の「対応例」と対

比して説明されていることが多い 15,16)．つまり｢『対

策等級』の意味するところを，具体的に理解するため

の一番の手がかりは上記『対応例』である｣のが，住

戸生活者側からみた実状と言えよう． 

 現在の制度では，予測・実測を問わず異なる方法で

得た評価対象値（設計寸法や予測・実験室測定の値）

を，「見なし」規定を使って同じ尺度で評価・表示し

ている．それに対し住戸生活者からみれば，評価に使 

われた値が設計仕様からの予測なのか，入居する住戸 

そのもの，あるいは同じ建物の別住戸での実測なのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，意味が大きく異なって感じるであろう． 

 告示をよく読めば「特定の条件下で」・「おおむ

ね」とあり，床衝撃音レベル等級 L i ,r で示す空間性能

をそのまま保証するものではない，と暗示(?)してい

るようでもある．しかし，インフィル計画・設計に

（場合によってはスケルトン計画にも）関わる例が多

い SI 住宅の住戸生活者へ，告示に記載されているこ

の説明で正しい理解を求めるのは困難である．制度の

成立過程で「日本住宅性能表示基準」を意味付ける解

説は別作業にされたと伝えられているので 17)，いず

れ何らかの形でまとめられると思われる．それでも評

価値を得るまでの過程が明確にわかる形で表示しなけ

れば，設計者・施工者・住戸生活者の間で性能に関す

る合意を得るのは難しいのではないだろうか． 

 意味づけの理解を進めるには，表 2 に示すように，

評価・表示対象が予測によるものであることを明確に

し，予測であれば新たに対応する評価・表示法を用意

する形が望ましい．その上で SI 住宅の個別性や長期

耐用性を生かせるよう，実測結果を性能評価に用いる

手順も用意して良いと考える． 

 SI 住宅では表示を基に，インフィルの更新設計・

施工が行われる可能性が大きい．その際，（特にスケ

ルトン状態の）実測値を残していることが建物性能の

維持や向上にどれほど有用かは，異論がないと思われ

る．もちろん技術資料として，以後の他の建物の設

計・施工や，予測法の精度向上に役立つことは言うま

でもない．実測値も測定誤差があることなどを考慮す

ると，そのまま性能保証値として用いるのが適当では

ない場合もあろう．その場合は参考値として併記する 

こと推奨する仕組みにするのが良いのではないだろう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 １．予測法 ２．測定法 ３．評価法 ４．表示法

部位性能 実験室(ＳＥ２Ｌ) 予測値 実験室測定値(ＳＥ３L) ＳＥ４Ｌ
（ＳＥ） 現場(ＳＥ２Ｆ) (ＳＥ３P) 現場測定値(ＳＥ３F) ＳＥ４Ｆ

空間性能 未処理(ＳＲ２Ｏ) 予測値 測定値(ＳＲ３Ｏ) ＳＲ４Ｏ
（ＳＲ） 基準化(ＳＲ２Ｎ) (ＳＲ３P) 基準化測定値(ＳＲ３Ｎ) ＳＲ４Ｎ

部位性能 実験室(ＩＥ２Ｌ) 予測値 実験室測定値(ＩＥ３Ｌ) ＩＥ４Ｌ
（ＩＥ） 現場(ＩＥ２Ｆ) (ＩＥ３P) 現場測定値(ＩＥ３Ｆ) ＩＥ４Ｆ

空間性能 未処理(ＩＲ２Ｏ) 予測値 測定値(ＩＲ３Ｏ) ＩＲ４Ｏ
（ＩＲ） 基準化(ＩＲ２Ｎ) (ＩＲ３P) 基準化測定値(ＩＲ３Ｎ) ＩＲ４Ｎ

部位性能 実験室(ＢＥ２Ｌ) 予測値 実験室測定値(ＢＥ３Ｌ) ＢＥ４Ｌ
（ＢＥ） 現場(ＢＥ２Ｆ) (ＢＥ３P) 現場測定値(ＢＥ３Ｆ) ＢＥ４Ｆ

空間性能 未処理(ＢＲ２Ｏ) 予測値 測定値(ＢＲ３Ｏ) ＢＲ４Ｏ
（ＢＲ） 基準化(ＢＲ２Ｎ) (ＢＲ３P) 基準化測定値(ＢＲ３Ｎ) ＢＲ４Ｎ

ＳＥ４P

ＢＲ４P

ＳＲ４P

ＩＥ４P

ＩＲ４P

ＢＥ４Pｽｹﾙﾄﾝ＋
ｲﾝﾌｨﾙ
(Ｂ)

ＳＥ１

ＳＲ１

ＩＥ１

ＩＲ１

ＢＥ１

ＢＲ１

ｽｹﾙﾄﾝ
(Ｓ)

ｲﾝﾌｨﾙ
(Ｉ)

表 2  SI 住宅の遮音性能項目分類(２)
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か．先に述べたように，実測値が示す性能如何に関わ

らず実測値を有していること自身が，その住宅の長期

耐用性（性能維持，性能向上への可能性）へ寄与する

と考えることができる．そこで少なくとも SI 住宅を

対象とした場合，実測値を併記した建物をより高く評

価する尺度も検討に値すると思われる． 

 

７．むすび 

 住宅性能表示制度の施行と前後して建物の｢善し悪

し｣に関する情報が一般に広く行き交う様になったが，

その内容は不動産的価値や欠陥の有無，あるいは表面

上の｢みてくれ｣に関するものが目立つように思える． 

 こうした状況を変え住宅性能表示制度が定着するに

は，消費者（エンドユーザ）教育が大切であるとたび

たび指摘されている．筆者はその必要性と同時に，事

業者や設計者・施工者など建物を供給する側の意識を

変えていく必要性も感じている． 

 住宅性能表示を制度化にあたっては，性能表示の

「わかりやすさ」が柱のひとつとされていた．「性能

表示」が供給する側の業務として「合理化」≒「手離

れの良さ」を目指していくと，この種の表示の「わか

りやすさ」は，ややもすると「面倒な説明が一言で済

む」ような省力化やセールストークばりの「説明のう

まさ」ばかりが追求されかねない．また｢建物につい

て性能を議論すること自体が『問題のある不安な状態

である』と世間に公表することになる｣という意識が，

供給する側に依然として根強い様に思われる． 

 しかし，本来「住まい」は双方の力合わさって成立

するものであり，その考えがあるからこそ消費者（エ

ンドユーザ）教育の必要性が説かれているのではなか

ったであろうか．建物設計者・施工者や事業者にとっ

て，性能について時間をかけて考えつつ問いかける住

戸生活者の存在は，共に「住まい」をつくる相手とし

て望ましい，と思わなくてはならないはずである．環

境に対する課題など長期の社会的な問題を解消すべく

提案された SI 住宅は，そうした本来の「住まい」を

つくる上でのまたとない素材，と筆者は考えている． 

 SI 住宅の普及を目指すにあたっては，本稿で論じ

た性能評価・表示方法だけでも課題は少なくないが，

未来の子孫へ優良な社会資産となりうる住宅を残せる

よう，多くの方々の真摯な努力が実を結ぶことを願っ

て止まない． 
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