
A エアロゲル三和土
改修の難しい土間に対して
三和土そのものに断熱性を
持たせることで解決
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地域のコア
コミュニティの再生

住宅の一部に半公共的な機能を持ったコミュニ
ティ・ハウスである。地域コミュニティのコアと
なり、つながりが薄くなってしまったコミュニ
ティの再構築を促す。
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ZEH 基準を満たす＜ZEHコア＞を既存町家に挿入する改修

提案平面図とエネルギー 計算

既存町家と住人設定

高齢者の単身居住の増加
65 歳以上の人口が全体に占める割合が 2025 
年には 3 割を超え、 2055 年には 4割に達す
るという推計がなされている。

単身世帯のエネルギー消費量増加
単身世帯は 2人以上の一般世帯 と比べて 1
人当たりのエネルギー消費が増加する傾向
がある。

地域コミュニティの減衰
特に京都では地域コミュニティは地域の自
治や防災防犯、福祉による相互扶助、文化
や伝統行事の継承などの機能を担ってきた
が、近年このような活動は減少している。

町家などの伝統的木造建築の減少
京町家の多くが取り壊しや建て替えによっ
て失われている。 加えて、住人の年齢は 60 
歳代以上が 7 割を占め、 高齢化が深刻で空き
家がさらに増加している。

歴史・文化のコア
伝統の継承

町家という伝統的な住まいづくりの技術を現代の
ニーズに沿いながら継承する。また地蔵盆などの
伝統的な行事を開催する場としても想定してお
り、文化的なコアとして機能する。

生活のコア
町家居住者の生活を快適に

ZEH コアの中には生活に必要な機能が揃ってい
る。暑い日には涼しく、寒い日には暖かく過ごす
ことができるため、高齢者の方も安心して住まう
ことができる。

性能のコア
省・創エネルギー、耐震性の担保

ZEH コアは構造的に既存町家から独立しており、
災害時はシェルターの役割も果たす。また、省
CO2 を実践し、地球に優しい社会を創る上での
コアにもなっている。
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①吹き抜け
厨子二階の床を撤去し、多
人数での利用に適した開放
感のある空間に。ZEHコア
が土間に大きく面する。
②高齢者の個室
浴室・トイレが個室と同
じ断熱区画にあるため
ヒートショックなどのリ
スクが軽減される。

④グリーンスペース
改修前の２階縁側部分。干
し物や洗濯物を置くなど、
日当たりと風通しのよい緩
衝空間として残している。

⑥1階トイレ

③キッチン

⑤学生の寝室
庭に面した食事とくつろぎ
の場。昼は建具を開けて地
域コミュニティの場に。夜
は学生の寝室としても。
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ZEH コア（断熱・気密区画）

ZEH コア（断熱・気密区画）

一次エネルギー消費量 [MJ] の計算結果

居住者の構成

既存町家の構成
既存町家は、通り庭（伝統的な町家の特徴）に、階段やキッチン、トイレ、井戸が配置されている。

ZEHコアによる町家・コミュニティ再生モデルの提案

C放射冷暖房パネル
冷暖房の直接風が体に当
たらず不快さを感じない。

B エアロゲル建具
光の透過性を有しながら高
い断熱性を持った障子のよ
うな味わいをもつ建具

D 高断熱節湯ヒノキ風呂
入浴スケジュールの異なる
高齢者と大学生でも追い炊
きなしで利用できる。

E ガラス瓦＋太陽光シート
京町家の景観に配慮しなが
らエネルギーを創出する。

居住と使用のイメージ
改修された京町家は、地域が運営するコミュニティ・ハウ
スになる。アクティブな高齢者が居住しながら管理人をす
る。〈ZEHコア〉の外側である土間は、コミュニティと居住
者の共有の場として、下宿学生も加わりながら、時々に地
域に開いた交流活動の場として活用される。

アクティブな高齢者 1名
（60 代前半）

下宿大学生 1名
（20 代前半）

放射冷暖房パネル

放射冷暖房パネル

生活のコア
町家居住者の
生活を快適に

性能のコア
省・創エネルギー
耐震の担保

歴史・文化のコア
伝統の継承

地域のコア
コミュニティの再生

まちやこあ
町家の ZEH改修
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生活シーンへの対応と快適性の両立

居住スタイルへの対応と普及によるメリット

加子母木匠塾生の積極的な施工参加

■様々な居住スタイルに対応する〈町家＋ZEHコア〉のバリエーション

小規模の町家で単身または夫婦
が SOHOや小規模な工房や店舗
を営むケース。土間部分を店舗
やギャラリー、アーティストの
作業場として使うことができる。
土間を介して地域と関わりが生
まれ、また職住一体を促進する
ことで町に活気が増える効果も。

中規模の町家を学生 2～3人による
シェアハウスとして利用するケー
ス。京都では安価で快適な学生下
宿のニーズは多く、ワンルームマ
ンションとは異なる京都らしい住
まいを好む学生も増えている。そ
こでZEHコア内を各々の寝室とし、
土間を共用のダイニングとする。

後期高齢者が住まう中規模の町家の一
部を、低廉な居住費負担で学生下宿と
して提供するケース。次世代下宿「京
都ソリデール」としてすでに数件の実
績がある。ZEHコアを１階に平面的に
配置し、後期高齢者の生活が基本的に
ZEHコア内で完結するように配慮。
ZEHコア上部に学生の個室を配する。

・段階的な改修
町家には様々な規模や状態のものが存在し、居住者のライフスタイルも
多様である。部分的にコアを挿入するこの提案では個々の状況に応じた
改修が可能だ。まとまった地区で一度に行うのではなく、段階的に改修
していくこともできるので、応用性が高いといえる。

←木匠塾生が制作に参加した部分に
この「木匠マーク」をつけています！

・連帯的な改修
町家連棟の地域では、隣家と連携して
同時に ZEHコアによる改修を行うと、
戸境壁を断熱的な意味で連担すること
が可能である。これにより計画的にも
温熱環境的にも豊かな暮らしが実現さ
れ、地域全体でも省エネルギーを実践

普及

■将来的なコア普及によるメリット

伝統的な京町家で行われてきたように、建具の開閉によって空気の流れ
を操作し、風を通したい場所に効果的に風を取り入れることができる。

■冷房エネルギーを削減し、かつ快適性を確保

・コミュニティスペースと一緒
に大きく換気したいとき
玄関と ZEHコアの１F開口を
開ける。玄関から流入した涼
しい風がダイレクトに１Fを通
り抜ける。

・2F だけ換気したいとき
玄関と ZEHコアの２Fの窓を開け
る。玄関からの涼しい風が大きな
吹き抜けを通って２Fの窓から出
ていく。

・玄関を開けずに換気したいとき
ZEHコアの南側の窓を開ける。
１Fから涼しい外気が流入し階段
を通って２Fの窓から出ていく。

・1階コア内まで地域に開放するとき
奥行きのある空間全体を使うことができる。2階部分は高齢者のプ
ライベートな空間として保たれている。

・気候が良く、コアと土間部分を大きく使うとき
開放的な土間も合わせてプライベートな空間を大きく使うことがで
きる。近隣住民を町家内に呼んでイベントを開催できる。

・高齢者と学生が各々の使う空間を分けたいとき
町家内でも土間と ZEHコアでそれぞれの使い方に対応できる。ZEH
コア内はプライベートな空間に保ちながら、土間は地域に開くこと
ができる。

・主に夏の暑さや冬の寒さが厳しいとき
ZEHコア内は過ごしやすい温熱環境を保っている。地域に対しては
開かずに、町家内で生活が完結している。

■建具の開閉によって快適性を保ちつつ、
　コミュニティ・ハウスとしての様々な生活シーンに対応
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道

「SOHOタイプ：在宅勤務の社会人」 「シェアハウス型：学生」 「学生下宿型：後期高齢者と学生」
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　京都大学建築学科からは、毎年約 50 名の学生が岐阜加子母にて実施される木造建築実習〈木匠塾〉に参加して
いる。〈木匠塾〉では、夏期休暇中に学生が岐阜の山村に泊り込みながら、小規模な木造建築の設計から施工まで
を手掛ける。産・学・地域が連携した取り組みとしてすでに 20 年にわたる実績があり、地元工務店の指導を受け
ながら学生が施工するノウハウが確立している。
　本提案の実施にあたっては、この木匠塾の運営に中心的に担う工務店を協力事業者として迎え、木匠塾に参加経
験のある学生を中心に、限られた工期の中で可能な限り学生が参加して 施工する体制をとった。
　具体的には、以下の作業を行った。

・エアロゲル三和土タイルの制作
　

・ZEHコア壁面の漆喰仕上げ
　

・箱階段の制作
　

BEI =（その他除く設計一次エネルギー消費量）
　　　　／（その他除く基準一次エネルギー消費量）

エネルギー削減率 113％で ZEH達成
（エネルギー削減率 100％以上で ZEHが達成される）

提案住宅

BEI 0.34

エネルギー消費削減量 49.0 GJ

エネルギー削減率(Ro) 113%

再生可能エネルギーを加えた
設計一次エネルギー消費量

基準一次エネルギー
（その他・再生エネによる削減量除く）

43.3 GJ

-5.7GJ

14.6 GJ
設計一次エネルギー

(その他除く)

基準一次エネルギー
（その他除く）

43.3 GJ

コジェネ+太陽光による創エネで
ＺＥＨ達成！

一般京町家
（独立）

一般京町家
（連棟）

基準値 提案住宅

BEI 評価と ZEH適合判定
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