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空 気が 壁内 部に 侵入 しま

す 。暖 かい 浴室 で水 蒸気
を たっ ぷり と含 んだ 空気
は 冷た い壁 内部 で一 瞬の
う ちに 結露 し、 壁を 伝っ
て土台を濡らし腐朽させ、
シ ロア リを 呼び ます 。悩
ま しい のは 、内 部結 露の
状 態は 全く 目に 見え ず、
気 付か ぬう ちに 建物 の劣

生す るこ とも 多く 、美 観

すが、 専門 家か ら言 わ せ
るとこ れは 間違 いで 、 結
露対策 は奥 が深 く、 断 熱

化が進むことです。
仕 事柄 、 軒以 上のタ
イ ル浴 室を 解体 しま した
が、 年以 上経過 した住
宅 で、 土台 の傷 みが 無く
土 台交 換無 しで シス テム
バ ス設 置が でき た現 場は
わ ずか １ヵ 所で 、４ 方全
部 の土 台を 交換 しな けれ
ばな らな かった 現場は
軒以上あります（写真右）
こ れで 大地 震が 来た らと
考 える とゾ ッと しま す。
最近 の住 宅は シス テム
バ スが 一般 的に なり まし
た が、 シス テム バス の場
合 は壁 への 空気 の流 出も
無 く、 断熱 材の 施工 さえ
問 題が なけ れば 内部 結露

を損 ねる ばか りか 、健 康
面に も大 きな 影響 が出 て
きます。
結 露対 策に つい ては 、
室内 の水 蒸気 を出 来る だ
け少 なく する こと を考 え
なけ れば なり ませ ん。 水
リフォームこぼれ話（結露編）
蒸気 が増 える 原因 とし て
結露を放置しておくと、 よく 言わ れる のは 、フ ァ

材の問 題も から んで く る
ので一概には言えません。
ですが 、ひ とつ 言え る こ
とは浴 室や 台所 など の 供
給側の 問題 を解 決す れ ば
結露は 確実 に改 善さ れ る
という こと です 。重 ね て
言いま すが 換気 扇を 大 い
に使っ てく ださ い。 冬 だ
からこ そ、 住宅 の寿 命 を
延ばすために。
さて、窓ガラスや壁等、
目に見 える とこ ろの 結 露
も問題 です が、 それ 以 上
に厄介 なの は目 に見 え な
い壁内部の結露です。
内部結 露は 北海 道の よ う
な寒冷 地だ けの 問題 で は
なく、 当地 でも 浴室 の 壁

は 起こ りま せん 。寒 い季
節 がや って きま した 。本
格 的な 寒さ がや って くる
前 に暖 かく 、し かも 住宅
寿 命を 延ば すシ ステ ムバ
スにしてみませんか。
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㈱ホーム＆ヒューマン・ナビ

たま った 結露 水が サ ッシ
と枠 の隙 間か ら浸 透 して
いき 構造 材の 腐れ や 外壁
材の 劣化 につ なが り 、さ
らに シロ アリ 発生 の 原因
になることもあります。
上の 写真 はコ ーナ ー サッ
シの 結露 が原 因で 枠 材お
よび 構造 材が 腐朽 し たも
ので す。 結露 水が 浸 透し
てい くと サッ シ下 の 外壁
接続 部の 割れ や反 り 、変
色、 ある いは 外壁 材 が融
けて しま うこ とも あ りま
す（ 写真 下） さら に 、結
露が 原因 で壁 にカ ビ が発

ンヒ ータ ーの 使用 、観 葉
植物 、洗 濯物 の部 屋干 し
です が、 最も 大き なも の
は浴 室や 台所 から 発生 す
る水 蒸気 です ので 、シ ン
プル な解 決法 です が『 換
気』 が最 も効 果的 な方 法
です 。冬 期間 は寒 いの で
換気 扇を 回し たく ない 気
持も わか りま すが 、結 露
防止 のた めに 小ま めに 換
気扇 を使 用し まし ょう 。
浴室 の換 気扇 を回 し続 け
るのが意外と効果的です。
窓 まわ りの 結露 対策 に
は内 付樹 脂２ 重サ ッシ や
ペアガラスが有効ですが、
窓回 りで 結露 出来 なか っ
た水 蒸気 は押 入れ 等の 隠

内部でよく発生します。
タイル 貼り 浴室 の場 合 、
床や壁 のタ イル に亀 裂 が
入って いな くて も、 目 地
部分の 目に 見え ない ヒ ビ
（ヘア ーク ラッ ク） か ら
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紅葉 の季 節も 終わ り、
い よい よ冬 の扉 が開 きま
し た。 この 時期 に毎 年悩
ま され るの が結 露で す。
窓 にび っし りと 付い た結
露は厭なものですね。
結露 は空 気中 に含 まれ
る 水蒸 気が 、気 温が 下が
る 事に より 凝縮 する こと
で 発生 しま す。 夏に も便
器 まわ りや 床下 等で 発生
す るこ とも あり ます が、
多くは冬に起こります。
目 立つ のは やは り気 温が
一 番下 がる 窓ま わり で、
出 窓や コー ナー サッ シが
特にひどいものです。

れた 場所 で必 ず結 露し ま
す。 よく 結露 対策 は『 温
度差 を解 消す れば 解決 す
る』 との こと で２ 重サ ッ
シや ペア グラ スの みの 提
案を する 業者 が多 いの で
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私 は必 ず、 皆さ んの 声に

新 しく 登場 した 口 が曲
がっ た人 相の 悪い 首 相は
選挙 対策 のた めに 一 人１
万２ 千円 で、 党の 懐 を痛
めず 、国 民の 血税 で 買収
しようとしている。
経済対策はお寒い限りで、
３年 後に 消費 税を 上 げる
ので 、住 宅や 車を ど んど

そし て生 活が 第一 と 言い
ながら、洋上給油問題や、
ガソ リン 税の こと ば かり
追求 し、 選挙 戦で 約 束し
た年 金、 健保 制度 改 革、
そし てワ ーキ ング ・ プア
問題 に何 一つ 真剣 に 取り
組ま なか った 党利 ・ 党略
最優先の野党。

とに 終始 して いる 与 党。

事管理、 アフターを 行う
事で間違 いない工事 をお
約束いたします。
工事保障保険加入により、
アフター サービス及 び工

い野 党も 情け ない 事お び
ただしい。
オバ マと 対等 にモ ノが 言
える 政治 家は 残念 なが ら
見当たらない。
小泉 以来 、国 民が 汗水 た
らし て積 み上 げた 本当 は
国民 のた めに 使わ なけ れ
ばな らな いは ずの 富を 、

は通行料下げるが、トラッ
クは ダメ で、 ＥＴ Ｃ車 だ
けが 対象 です よ。 とい う
もの 。こ んな 対策 で景 気
が上 がる と思 って いる と
した ら救 いよ うの ない ア
ホである。
その アホ を攻 めき れず 、
解散 させ る事 しか 頭に な

ん買 って くれ 、高 速道 路

常に高い倫理観・道徳観・
深い専門的知識 に基づい

私達すべてが
「ＡＬＬ ＷＩＮ 」であ
ることを追求します。
２ お客 様満足を 最優先
させることは勿 論の事、

しかし 嘆い てば かり い て
はなら ない し、 明る い 希
望もある。
ハゲタ カ外 資に 金が 無 く
なった こと で、 保有 し て
いた日 本株 を泣 く泣 く 放
出し、 株価 は下 がり 続 け
ている 。し かし 、外 資 の
力が弱 まり 経営 者は 本 来

でヘラ ヘラ とア メリ カ に
貢ぎ続 け、 いわ んや 郵 便
局まで 外資 に売 り渡 そ う
とし、 その 穴埋 めを 国 民
福祉の カッ トと 増税 で や
り過ご そう とし てい る 。
日本人 より アメ リカ の 方
を向い てい る政 治家 が い
かに多いことか。

巨額の 米国 債を 買う こ と

等水回り諸工事
塗装工事

増改築工事
バリアフリ ー工事（ 費用
補助申請代行いたします）
エコキュート設置工事
風呂・キッ チン・ト イレ

加 価値 の日 本製 品は 売上
を伸ばし続けていた。
安 売り に流 れる こと なく
よ い製 品を 作っ てい けば
決して日本は沈没しない。
政 治家 は最 悪で も、 国民
性と経済は一流。
そ んな 日本 をま た作 って
いきたいですね。

るだろう。
い ずれ 離れ てい た一 般投
資家も戻ってくるだろう。
い まま で好 況だ った 中国
も アメ リカ も日 本の 精密
な 部品 が無 けれ ばな にひ
とつモノは作れない。
円 高も 恐れ る事 はな い。
か つて の円 高時 代、 高付

の 経営 がで きる よう にな
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編集長の独り言
耳 を傾 けま す。 意見 が食
い 違う とき は、 特に じっ
く りと 。そ して 何よ りも
私 は皆 さん に、 この 国の
再 建に 参加 する よう お願
い しま す。 国を 建て 直す
と き、 アメ リカ では 過去
２ ２１ 年間 、い つも 必ず
同 じよ うに やっ てき た。

株式会社ホーム＆ヒュー
マン・ナビは住宅リフォー

事保障も万全です。
《基本理念》

アメ リカ で黒 人初 の 大
統領が 誕生 した 。彼 の 就
任演説 は、 私が 知る 限 り
ケネデ ィ以 来の 感動 的 な
名演説であった。
最悪の 金融 危機 で国 民 に
不安と 挫折 感が 溢れ て い

ム専門店です。平成 年
創業の若い会 社ですが、

屋根・外壁工事
内装工事
太陽光発電機器設置工事
他修理、小 工事等、 家の
ことならな んでもご 相談
ください。
◎二級建築 士事務所 登録
（宮）第１６３９１号

さ さく れた タコ だら けの
手 で、 ブロ ック を一 枚一
枚 積み 上げ 、レ ンガ を一
枚 一枚 積み 上げ てき たの
です』
基幹 産業 が戦 争と 詐欺
的 ハゲ タカ 金融 機関 のこ
の 国で 、世 界中 の人 々に
災 厄を 撒き 散ら して いた
ア メリ カが 変わ るか もし
れ ない 。そ う期 待し て止
ま ない 素晴 らし い演 説で
あった。
振り 返っ て我 が国 日本
はどうであろうか。
昨 年の 参院 選で 示さ れた
民 意は 『小 泉改 革』 なる
も のの 否定 であ った と思
う 。し かし 、年 金や 健康

た安全な工事を 提供しま
す。
３ 笑顔 ・元気・ 挨拶を
大切にし、地域 社会を明
るくします。
《営業種目》
住宅リフォーム 工事（設
計・施工）

るこの 時期 に、 彼は こ う
言った。
『アメ リカ よ、 私た ち は
目指す とこ ろに 絶対 に た
どり着 きま す。 今夜 ほ ど
その期 待を 強く した こ と
はありません。
みなさ んに 約束 しま す 。
私たち は、 ひと つの 国 民
として 、必 ずた どり 着 き
ます。
これか ら先 、挫 折も あ れ
ばフライングもあるでしょ
う。私 がこ れか ら大 統 領
として 下す 全て の決 定 や
すべて の政 策に 賛成 で き
ない人 は、 たく さん い る
でしょ う。 そし て政 府 が
すべて の問 題を 解決 で き

お客様の 最も大事な 生活
基盤であ る「家」創 りを
させてい ただくこと を通
じて、笑 顔、家族の 絆、
健康、安 らぎ、幸福 を発
信する。
《３つの価値観》
１ お客 様 、 協 力業 者 様 、
保 険制 度、 そし てワ ーキ
ン グ・ プア の増 大に よる
格 差増 大を なん とか して
欲 しい とい う国 民の 声に
耳 を傾 ける こと なく 、た
だ 問題 を先 送り にす るこ

「お客様から いただいた
金額以上の満 足感を」を
モットーに短期間にリピー
ト率 ％を達成し、お客
様の口コミで 着実に進展
させていただ いておりま
す。
社長自ら現 場調査、工

るわけ では ない と、 私 た
ちは承知しています。
けれど も私 たち がど う い
う挑戦 に直 面し てい る の
か、私 はい つも 必ず み な
さんに 正直 に話 しま す 。

90

( 2 )
2008年（平成20年）12月１日
わくわく通信
第16号

