はじめに
住まいを長く快適に住み続けるためには、
住まい手自身による「日頃のお手入れ・点検・
簡単な補修」
と専門業者や住宅会社による
「適
切な時期に適切なメンテナンス」を行うこと
が望ましいとされています。
しかし、現実はなかなか適切なメンテナン
スが行われていないのが実態のようです。
こうした実態の中、
住宅産業協議会では
『住
まいと設備のメンテナンススケジュールガイ
ド』を発行し、住まい手にメンテナンスの適
切な時期と予算の目安をお知らせし、計画的
なメンテナンスをご提案してまいりました。
さらに、中長期に渡りメンテナンスを啓発し
ていくためには、なぜその時期にメンテナン
スが必要なのか？ なぜ劣化の具合ごとにメ
ンテナンス方法が異なるのか？・・・そうし
た住まい手の疑問に、より分かりやすく説明
するためのツールを検討してまいりました。
この度、当研究会では住まい手に適切なメ
ンテナンスを実施していただくために、知っ
ておくべき基礎知識をまとめ、
『住まいと設
備のメンテナンススケジュールガイド』の補
完資料として『住まいと設備のメンテナンス
技術ガイド〜適切な時期に適切なメンテナン
スを〜』を発行する運びとなりました。
住宅会社のサービス担当者はもとより、住ま
い手にも理解しやすいことを目指し作成いた
しました。
本書がご活用され、住まいを「より長く」
「より快適に」住み続けていくために、大切
となるメンテナンスを啓発し、住まい手の満
足度向上に繋がることを切に願う次第であり
ます。

住宅産業協議会
メンテナンス研究会

はじめに
目次
本書の構成
メンテナンススケジュールガイドとは
住宅産業協議会とは

第１章 住宅本体のメンテナンスについて
構造体

基礎
防蟻処理

屋根

粘土瓦
スレート瓦
鋼板
ステンレス
シート防水
付属品（化粧カバー・軒天・樋）

外壁

塗装
タイル
目地

バルコニー

FRP 防水

外部建具

玄関ドア・勝手口
サッシ・網戸
シャッター

室内

クロス
フローリング
畳
内装建具

住宅設備

給水・給湯管
排水管
太陽光発電システム
床暖房

目
次

第 2 章 設備のメンテナンスについて
キッチン

キャビネット
トップ・シンク・排水口・水栓
ガスコンロ
IH クッキングヒーター
食器洗い乾燥機
レンジフード

洗面

洗面化粧台

浴室

浴槽・床・壁
ドア・ミラー・窓
浴室用電気乾燥機・水栓

トイレ

便器・タンク
温水洗浄便座

電気設備

配線器具
照明器具
引込ポール

設備全般

住宅用火災警報器
ホームエレベーター
浄化槽

刊行によせて

目
次

本書の構成
本書は、先に発行された「メンテナンススケジュールガイ
ド」を補完する資料として作成されました。メンテナンスス

また、現象（不具合など）をそのままにしておくとどうな

ケジュールガイドでは、住宅構成部位や設備品について、

るか、劣化が進行した場合の状況を示し、メンテナンスの

それぞれのメンテナンス時期と大まかな発生費用について

必要性を説いています。その場合、どのようなメンテナン

明記されています。

ス方法があるか同時に説明しています。劣化などで発生し

本書では、メンテナンススケジュールガイドに記載されて
いる項目、部位、設備品などについて、第一章「住宅本体
のメンテナンスについて」第二章「設備のメンテナンスにつ
いて」という構成でメンテナンスの重要性を説明しています。
住宅や設備品は適切にメンテナンスされれば、長期間に
わたり使用いただけます。本書では、経年による劣化の進

本
書
の
構
成

身で確認し判断していただくことを目指しています。

た現象（不具合など）は早く見つけて、適切にメンテナン
スをしていただけるような構成にしています。
さらに、お住まいいただいているうちに困ったことや疑
問に思うことを「よくある質問」としてまとめ、回答を用意
しました。
同時に「豆知識」としてそれぞれの項目（部位・部材など）

み方、その原因、メンテナンス方法など住宅メーカーと設

において、部材の特性や長持ちさせるための知識や注意

備メーカーにより、わかりやすく説明されています。

事項をまとめました。

経年によって劣化が明確なものについては（塗膜の劣

メンテナンススケジュールガイドにそってメンテナンスを

化など）劣化フローをわかりやすく示し、経年により、ど

行い、住宅や設備の劣化などの様々な現象をしっかりと

のように劣化が進行していくのか解説しています。使用状

チェックいただき、適切なメンテナンスや交換時期の判断

況などによる違いで劣化フローが一律でないものについて

を行っていただくガイドとしてお役にたてれば幸いです。

は、どのような現象（不具合など）が発生するか現象１、
現象２などで説明しています。
それぞれの現象において、なぜこうなるのか原因を説明
しメンテナンスを必要とする判断基準も示し、住まい手自

＊メンテナンスでお困りのことがありま
したら、住宅メーカー（契約した請負会社）
にご相談ください。

本
書
の
構
成

メンテナンススケジュールガイドとは
メンテナンススケジュールガイドとは、住まいの維持
管理を計画的に行っていただくために「
、いつ頃」
、何を」
「
メンテナンスする必要があり、また、「どの位の費用が
掛かるのか？」を耐久性の重要な項目（外部周りと設備）
を中心に、60年間のメンテナンス計画書として作成致
しました。 ご自宅の長期メンテナンス計画立案の目安
としてご活用ください。

ROOF

WALL

BALCONY

また、各費用については一般的な金額から算出したも
ので、現況や使用部品によっては、必ずしもその範囲に

BATHROOM

金額がおさまるものではありません。
なお、本ガイドは情報提供を目的として作成したもの
であり、いかなる契約の締結や解約、商品の購入など、

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
ス
ケ
ジ
ル
ガ
イ
ド
と
は

勧誘を目的とするものではありません。
また、内容についてのお問合せもお受け致しておりま
せん。あらかじめご注意ください。

（2019年 8 月作成）

KITCHEN

正しい使い方とこまめなお手入れで
快適な生活を送りましょう。
部
■

設備商品のメンテナンススケジュール
メ ン テ ナ ン ス ス ケ ジュ ー ル

位

自分でできるお手入れ・ご注意

本体（幅2550）

キッチン■

レンジフード

●排水トラップの清掃《1回/週》

ガス・IHコンロ

●コンロやグリルの清掃《使用後都度》

食洗機

●レンジフードフィルターの清掃《1回/月》
●自分でできる消耗品の交換

トイレ■

便器・タンク
温水洗浄便座

■

洗

面■

（幅750）

●トイレ室内の十分な換気（結露防止）
●こまめなトイレ室内の清掃（小水飛散による床壁変色防止）
●中性洗剤による温水洗浄便座の清掃（樹脂部変色・割れ防止）
●こまめな温水洗浄便座ストレーナーの清掃（水量不足防止）

●化粧ビン、とがったものの落下注意（洗面ボール破損防止）
●粉末タイプのクレンザー使用禁止（キズ防止）
●くもり止めヒーターのこまめな電源OFF（鏡劣化防止）
●水受けトレーの定期的な水量チェック（漏水防止）

■

浴

室■

バスユニット

本体（1坪タイプ）
換気扇 その他

給排水器具■

本体・各機器の
部品点検・交換

（フィルターなど）

・ガス機器の消耗品交換

（ゴトク、バーナーヘッド､グリル部など）

●使用後の通風及び8時間程度の換気乾燥運転（カビ防止）

・トイレ用リモコンの電池交換
・便座用脱臭フィルター交換

ご使用状況全般に渡って
状 況に応じて お 取 替え
ください。
・水栓コマ部パッキン交換

●排水口のゴミ除去《使用後都度》

・ゴム栓交換

●排水トラップ、点検口は取り外さない（漏水防止）

・シャワーホース交換

●シーリングの定期的なチェック（漏水防止）
●入浴後のお手入れが効果的／ミラー・浴槽・カウンター・床（汚れ固着防止）

（交換頻度は、水質や使用程度により
異なります。）

混合水栓

●定期的な水拭き（柔らかい布）、拭き取り（よく絞った布）
●粉末タイプのクレンザー使用禁止（キズ防止）
（水栓コマ部パッキン）

■

給湯機■

本

体

（24号）

●給水水抜き栓「ストレーナー」の清掃《1回/月》（目詰まり防止）

15〜20年

費用
20〜120万円

費用
1〜5万円

便器・タンク
点検・部品
費用
交換
1〜3万円

便器・タンク
点検・部品
費用
交換
1〜3万円

温水洗浄便座
部品点検・
費用
交換
1〜5万円

温水洗浄便座
本体点検・
費用
交換
10〜15万円

温水洗浄便座
部品点検・
費用
交換
1〜5万円

キャビネットの
部品点検・
交換
費用
1〜5万円

本体
点検・交換
費用
15〜30万円

シーリング材・ドア
点検・補修

シーリング材・ドア
点検・補修

換気扇点検・
部品交換

換気扇点検・
交換

費用
1〜5万円

機能部点検・
部品交換
費用
1〜3万円

点検・
部品交換

●リモコン内部は水気厳禁（電子部品故障防止）

10年

レンジフード、 本体・各機器の
部品点検・交換
ガス、IHコンロ
など機器本体
の単体及び同
時点検・交換

便器・タンク
点検・部品
費用
交換
1〜3万円

費用
5〜15万円

（シャワーホース等）

■

費用
1〜5万円

（グリル部、排気部など）

●排水口の清掃《1回/週》

洗面台

5年

・レンジフードの消耗品交換

・IH機器の消耗品交換

浄水器・整水器
■

自分でできる消耗品交換

費用
5〜15万円

費用
5〜15万円

本体
点検・交換
費用
5〜15万円

本体
点検・交換

キャビネットの
部品点検・
交換
費用
1〜5万円

ユニット本体
点検・交換
費用
100〜250万円

機能部点検・
部品交換
費用
1〜3万円

点検・
部品交換

キッチン
本体交換

費用
100〜300万円

便器本体
点検・交換
費用
20〜40万円

本体
点検・交換
費用
15〜30万円

シーリング材・ドア
点検・補修

費用
5〜15万円

換気扇点検・
部品交換

費用
1〜5万円

本体
点検・交換
費用
5〜15万円

本体
点検・交換

●追い炊き式給湯器循環口キャップフィルターの清掃《1回/週》

エコキュート
■

その他

■

床暖房

●エコキュート貯湯ユニット水抜きの定期点検
（ゴム栓）

費用
1〜4万円

●あたたまらない時は住宅メーカーへ連絡しましょう

費用
30〜70万円

費用
1〜4万円

点検・機器
費用
交換

点検・機器
費用
交換

周辺機器
費用
交換

周辺機器
費用
交換

5万円〜

太陽光
発電システム
蓄電池

このスケジュールは…

●台風や強風の後は異常がないかを確認してください（パネルの破損等）
●発電能力が急激に低下した場合は住宅メーカーへ連絡しましょう

40万円〜

点検・部品
費用
交換

●運転中に機器から異常な音、振動、臭い等がある場合、住宅メーカーへ連絡しましょう
● カバーを外したり、修理、分解、改造、取外しは自分でしないでください

住まいの機能・性能を維持するため住宅メーカー（契約した請負会社）に依頼したほうがよいメンテナンスとその
費用の概算をまとめたものです。家の部位別に、必要なメンテナンスを紹介しています。家のメンテナンス計画を
立てるときの目安としてご活用ください。建物によって仕様が異なりますので、不明な点は住宅メーカーまでお問
い合わせください。

5万円〜

40万円〜

本体点検・交換

5万円〜

H.I.A.

費用
30〜70万円

本ガイドは情報提供を目的として作成したものであり、いかなる契約の締結や解約、商品の購入など、勧誘
を目的とするものではありません。また、各費用については一般的な金額から算出したもので、現況や使用
部品によっては、
必ずしもその範囲に金額が収まるものではありません。あらかじめご注意ください。

費用
100〜300万円

転載禁止
2019.8
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住宅産業協議会とは
住宅産業協議会は、住宅メ−カ−、設備メ−カ−、建材メ−カ−などが一堂に会し、住宅に関する共通課題
について改善を進めています。そして、解決策を見出すことにより、住宅に対するお客様の満足度を向上させ、
ひいては住宅産業および住宅関連産業の一層の発展に寄与する活動を行ってます。お客様にさらにご満足頂け
る、良質の住宅を提供していくために、時代の流れを見据えて、ＣＳ評価研究会、メンテナンス研究会の二つ
の研究会を柱に、会員各社が協力して各研究テ−マに取り組んでいます。

活動のメインテーマは CS の向上
住宅産業協議会は、時代の流れを見据
えて、さらに次の世代に向かってお客様
に満足いく住宅を提供していくために、
活動しています。

住
宅
産
業
協
議
会
と
は

組織・体制図
総会
会長・副会長
幹事・副幹事
拡大企画運営委員会

企画運営委員会

企画部会
研修企画部会

メンテナンス研究会

事務局

CS 評価研究会

1

第

章

住宅本体の
メンテナンスに
ついて

＊メンテナンスでお困りのことがありま
したら、
住宅メーカー（契約した請負会社）
にご相談ください。

構造体《基礎》
基礎劣化のフロー
凡例

新築時

基
礎
コ
ン
ク
リ
ト
の
劣
化

構
造
体
︿
基
礎
﹀

鉄筋
アルカリ性

︵
ア
ル初
カ期
リ状
性態
域
︶

現象
1

中性化の進行
なぜこうなるの？（原因）

中性

主に空気中の二酸化炭素によってコンクリートが
中和され、コンクリートのアルカリ性が低下して
いく現象です。なお、中性化してもコンクリート
自体の強度が低下するわけではありません。

現象 1

築20 年
程度

メンテナンスを必要とする判断基準
診断調査結果により中性化の進行が浅ければ静観し
ます。

︵
ア
ル
カ
リ
性
域中
か性
ら化
中の
性進
域行
へ
の
進
行
︶

現象 2

現象
2

鉄筋の腐食
なぜこうなるの？（原因）

コンクリートの中性化が進行すると、鉄筋を腐食
から保護している被膜が破壊され、耐腐食性が低
下するためです。

メンテナンスを必要とする判断基準
現象 3

築30 年
程度
鉄
筋
の
発
構
造
強
度
の
低
下

コ
ン鉄
ク筋
リ膨
張
トに
のよ
剥る
落

診断結果により中性化が深くまで進行していればメ
ンテナンスが必要です。

現象
3

鉄筋膨張による
コンクリートのひび割れ・剥落
なぜこうなるの？（原因）

築30 年
超
→

→

腐食により鉄筋の体積が膨張し、コンクリートのひ
び割れ、剥落を引き起こします。

メンテナンスを必要とする判断基準
目視にて、ひび割れなどを確認した場合は早急にメ
ンテナンスが必要です。

メンテナンスをしないとこうなる

コンクリート基礎の中性化
有筋基礎の場合のみ調査
（築 20 年程度で調査することが望ましい）
中性化の進行の程度を測定し、コンクリート基礎内部の

コンクリートの中性化が進行し鉄筋の腐食につながる
恐れがあります。

鉄筋の腐食の危険性を判断します。
コンクリートの中性化とは？
コンクリートはそもそもアルカリ性ですが、主に空気中の二酸化炭素によってコンクリートが中和され、コンクリートのア
ルカリ性が低下していく現象です。アルカリ性が低下すると、鉄筋を腐食から保護している皮膜が破壊され、鉄筋に腐食が
生じます。その結果、鉄筋の体積が膨張し、基礎にひび割れを生じます。

メンテナンスの方法
中性化抑制塗料をコンクリート表面に塗布します。

メンテナンスをしないとこうなる
鉄筋の腐食により鉄筋の体積が膨張し、コンクリート
のひび割れや剥落につながります。

現象３のように中性化が進み、基礎コンクリートの剥落、
で診断を行い、中性化の進行状況を確認しましょう。

メンテナンスの方法
鉄筋の腐食による、コンクリートのひび割れ・剥落現象
が起きた場合、状況により基礎の打ち増し、打ち直しが
必要となります。

メンテナンスをしないとこうなる
コンクリートの中性化によるひび割れ
構造物の性能が低下します。
ひび割れ・剥落が発生したコ
ンクリートはさらに二酸化炭
素の侵入を促すため、コンク
リートの中性化の進行や雨水
などの浸入による鉄筋の腐食
が進行し、構造物の性能が低
下します。

構
造
体
︿
基
礎
﹀

よくある質問
その他のコンクリートのひび割れ現象
コンクリートの乾燥収縮によるひび割れ
コンクリートは乾燥収縮によりひび割れが発生します。とくに新築から 1 〜 2 年くらいはコンクリート内に含まれた水分が徐々
に蒸発することで体積が小さくなりひび割れが発生しやすくなります。とくに換気口などの開口部で発生が見受けられます。

乾燥収縮・ひび割れ

乾燥収縮によるひび割れ（錆汁は伴わないもの）

構
造
体
︿
基
礎
﹀

●乾燥収縮や膨張などによって表面に生じた髪の毛ほどの幅
（0.2mm 〜 0.3mm 以下が目安）
の細くて深さのあまりないひび割れ。
●とくに構造には影響しないひび割れですが、気になるようでしたら、表面処理を行ってください。
※補修方法、判断基準は、住宅メーカーにより異なる場合があるので、再度ご確認ください。

構造クラック（ひび割れ）
地盤の沈下などにより応力が集中した部分で亀裂が発生。乾燥収縮によるひび割れと違い、構造クラック（ひび割れ）は基礎に
水平にひび割れが発生したり、斜めに発生したりします。
構造クラック

構造クラック（ひび割れ）の改修方法
原因が沈下であれば、沈下修正工事が必要ですので、各住宅メーカーにご相談ください。
（メーカーによる沈下修正工事対応例）
沈下が進行中か否かで採用すべき工法が異なります。
沈下修正工事には大きく２タイプがあり、沈下が進行中である場合と沈下が終息している場合で採用する工法が異なります。
まず、沈下が進行している場合は、基礎の下に鋼管を圧入して支持層まで到達させるアンダーピニング工法などを用います。
次に、沈下が止まっている場合には、基礎と土台の間のアンカーボルトを切って、土台から上をジャッキで持ち上げる工法や基
礎下に樹脂を注入して基礎を持ち上げるアップコン工法などが採用されます。
どちらの工法を採用すべきかについては、３カ月から半年の間隔で沈下量の測定を行い、数値が大きくなっていないかどうかで
判断します。

豆知識
中性化診断の流れ
基礎の中性化診断
※中性化診断については各住宅メーカーにご相談ください。

用意するもの
キッチンペーパーに 1％フェノールフ
1％フェノールフタレイン、キッチン タレイン溶液を染み込ませます。
ペーパー、削孔ドリル、ビニール手袋、
霧吹き、メジャー、ノギス。

キッチンペーパーを下にあて、ドリル ノギスで中性化深さを測定します。
（仕上
で削孔します。
（赤紫色に変色したら、 モルタル厚は中性化深さに入れない）
削孔をやめる）

基礎に出る白いアクは何？（白華現象）
コンクリートやモルタルの表面部分に白い生成物が浮き上がる現象を白華現象（エフロレッセンス [ 英 ]eﬄorescence）といい
ます。白華が生じたとしても、コンクリート構造物の強度には問題はありませんが、外見上の問題となることがあります。

原因
コンクリート内部（表層部）に浸入した水分が、
蒸発する際に石灰分などの可溶成分とともに表面に染み出し固まる（一次白華）
、
もしくは空気中の二酸化炭素と反応（二次白華）して固まることによります。
白華現象は、コンクリートが固化する際の水分量、骨材、混和剤など多様な原因が関与して発生するものと考えられています。
太陽光が当たり乾湿の差が大きいと考えられる南側には生じやすい、気温の低い冬季より夏季の方が進行しやすいといった特徴
があります。
つらら状に成長し、鍾乳石のようになることもあります。
酸性雨が主要因とされることもありますが、原因が多岐にわたるため、断言することは非常に難しいです。

対策
外見上の問題として、タイルや鉄平石の目地などに生じた小規模な場合には削る、もしくは、クエン酸を主成分とした洗浄剤が
市販されています。

手
順

※洗浄剤を使用する際は必ず取扱説明書をご参照の上、作業を行ってください。

構
造
体
︿
基
礎
﹀

構造体《防蟻処理》
防蟻処理劣化のフロー

初
期
状
態
良
好

現象
1

薬液効果の低下
なぜこうなるの？（原因）

●薬液が紫外線・熱・微生物・アルカリなどにより分解
土壌処理

●床下への漏水
●床下木材の含水率の上昇（換気量の低下）

防
蟻
性
能
の
劣
化

薬
液
効
果
の
低
下

羽
蟻
の白
発蟻
生の
侵
︵入
兆︑
候
︶

構
造
体
︿
防
蟻
処
理
﹀

メンテナンスを必要とする判断基準

現象 1

薬液効果がなくなる前に点検を行ってください。
注）各住宅メーカーによって保証期間が異なります
ので、保証内容をご確認の上、防蟻処理をご検討く
ださい。

現象 2

空からの
侵入（羽蟻）

現象
2

羽蟻の発生
蟻道の形成
なぜこうなるの？（原因）

地面から
の侵入
（蟻道）

羽蟻は 4 〜 7 月に多く群飛します。
（シロアリの生息）

メンテナンスを必要とする判断基準
︵
蟻白
道蟻
のの
発活
生動
︶

目視による羽蟻の発生と床下などを目視し、蟻道
を確認した場合。

現象 3

木
材
へ
の
食
害

︵
初軽
期微
段な
食
階害
︶

現象
3

食害の進行
なぜこうなるの？（原因）

シロアリが増加するためです。

︵
後著
期し
い
段食
階害
︶

メンテナンスを必要とする判断基準
●目視・打診
●木材の内部を食害するため、被害材は叩くと空洞音
がします。
●シロアリの生息を確認した場合

メンテナンスの方法

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）

シロアリを発生させないための注意点

シロアリが好む木材や湿気によりシロアリを建物内に呼びこむ

1．建物周辺環境

環境となります。

①基礎換気口を塞がない
（物置、エアコン室外機、植栽などを置かない）
②増築などで基礎換気口を塞がない。
③床下に木材などを入れない。
④建物外周部に物を立てかけない。
⑤建物外周部の換気をよくする。
保証期間内でも羽蟻・蟻道の確認がされた場合、
防蟻処理をしてください。
2．定期的な点検
3．防蟻処理

メンテナンスの方法
シロアリの駆除を行い、被害部位を確認（調査）

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
●木部がシロアリ（ヤマトシロアリ・イエシロアリ）により損
傷を受ける危険性が高まる。または損傷を受ける

します。
被害状況の確認後、 防蟻薬液を散布します。

●ヤマトシロアリと比較しイエシロアリの被害は甚大で、家全
体（２階部分や小屋裏など）に被害が及ぶことがある
※ヤマトシロアリの場合でも漏水や結露などが発生している場
合は、イエシロアリと同様に家全体に被害が及ぶこともある
●木造住宅だけでなくコンクリート造や鉄骨造の住宅について
も、内部の仕上げ材（床材、枠材など）や下地材に被害が発
生する
●シロアリによる食害に、自然災害が重なると非常に大きな被
害を招きます

メンテナンスの方法

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）

被害状況の確認後、シロアリの駆除を行い被害

大切な建物がシロアリの被害にあいます。

場所を改修し防蟻薬液を散布します。

シロアリの種類によって被害状況が変わります。

ヤマトシロアリ
被害場所：地上から 1m 以内で上方に及ばない
巣：加害場所と兼ねる
1 巣内の頭数：1 万〜 5 万頭

イエシロアリ
被害場所：家屋全体に及ぶ
巣：地中に大きな巣を作り、長い蟻道も作る
1 巣内の頭数：50 万〜 100 万頭

構
造
体
︿
防
蟻
処
理
﹀

よくある質問
シロアリとは？
Ａ１．●シロアリが他の生物と大きく異る点は、他の大多数の生物エネルギー源がデンプンであるのに対し、シロアリは、樹木の成
分であるセルロースをエネルギー源としている。
●日本では「イエシロアリ」と「ヤマトシロアリ」が知られている。

シロアリとクロアリの見分け方とは？
Ａ２．●シロアリとクロアリの違いについて
シロアリの羽蟻

クロアリの羽蟻

部位

数珠状

①触覚

「く」の字状

前後同じ大きさ

②羽根

前の羽根が大きい

くびれ無し

③胴

くびれ有り

隣家でシロアリが発生したが大丈夫ですか？
（注意が必要です）
構
造
体
︿
防
蟻
処
理
﹀

Ａ３．気になる場合は、点検が必要。
●玄関や勝手口などの土間周囲
●湿式浴室などの周囲
●漏水などが発生している周囲など

床下浸水した場合、再処理は必要ですか？
Ａ４．薬剤の効果が低下するため、必要です。
保証期限内であっても再処理を行ってください。

ヤマトシロアリとイエシロアリの違いとは？
Ａ５．下記のようになります。

ヤマトシロアリ
羽根の色
群飛期

被害

イエシロアリ

黒色

透明

4 月上旬〜 5 月中旬

6 月〜 7 月

被害はイエシロアリほどではない。
専門業者による駆除が必要。
土中等に高含水率の木材がある場
合、これを起点として高さ 1m 以内
までの木材を食害する。

被害は強烈。
専門業者による駆除が必要。
千葉県以西の温暖な海岸部地域に
分布。

概念図
1m以内

アメリカカンザイシロアリも保証の対象となりますか？
Ａ６．外来種ですので保証対象外となります。

豆知識
蟻道の現象
蟻道：シロアリは光や風を嫌うため、土で蟻道（ぎどう）をつくり、その中を移動します。

防蟻処理に関する事前確認事項、注意点
＊防蟻処理を行う際には以下のことについて事前に住宅メーカーなどに確認を取りましょう。

●化学物質過敏症やアレルギーのある方がお住まいの場合は、事前に住宅メーカーにご相談ください。
●床下に入れない場合は、事前に床下に入るための侵入口（床下収納庫など）を設置する必要があります。
●防蟻工事の保証内容について確認をします（免責事項・保証金額など）
●シロアリ被害が進行中の建物については、防蟻工事の前にシロアリを駆除し、建物の補修工事をする必要があります
●漏水している建物などシロアリ被害が発生しやすい状態にある場合は、事前に補修工事をする必要があります。

【被害発生部位】

階段
6%

勝手口
2%

その他
2%

ポーチ柱
1%
水廻り
（台所・浴室・洗面・トイレ）
31％

廊下
7%

■水廻り
（台所・浴室・
洗面・トイレ）
■玄関
■居室
■廊下
■階段
■勝手口
■その他
■ポーチ柱
玄関
29％

居室
22％

各住宅メーカー集計データ

訪問販売による防蟻処理または床下換気扇設置の
販売については十分ご注意ください。

構
造
体
︿
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屋根《粘土瓦》
瓦屋根（粘土/スレート又は全般）の劣化フロー
瓦

防水紙 瓦桟木

現象 アスファルトルーフィング
1
（防水紙）の破れ

野地板
初
期
状
態
良
好

なぜこうなるの？（原因）
日射熱による防水紙の収縮や、経年による防水紙可塑
剤（かそざい）の抜けにより防水紙が硬化し、破れに
至ります。

棟木
垂木

母屋

メンテナンスを必要とする判断基準
防水紙の設計対応年数が約 30 年であるため、30 年目
を目安に防水紙の張り替えを検討します。

現象 1
︵
防
水
紙
︶
の
破
れ

屋
根
︿
粘
土
瓦
﹀

野地板への雨水浸入

なぜこうなるの？（原因）
自然災害（地震、台風、強風）などの影響で瓦が破損、
ずれなどをおこし野地板へ雨水が浸入します。

現象 2

下
地
材
の
劣
化

メンテナンスを必要とする判断基準
小屋裏点検口により目視にて、雨水浸入跡などを確認
した場合は、早めのメンテナンスが必要です。

︵
屋野
根地
裏板
かへ
らの
見雨
た水
様浸
子入
︶

現象
3
現象 3

野
地
板
の
腐
食
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現象
2

野地板の腐食

なぜこうなるの？（原因）
漏水により、野地板が湿潤し、その状態が長く続く事
により、野地板が徐々に腐食します。

メンテナンスを必要とする判断基準
住居天井裏への漏水現象および小屋裏点検口より目視
にて腐食を確認した場合は、早急に補修が必要です。

屋根葺き替え工事のメンテナンス方法

屋
根
︿
粘
土
瓦
﹀

※イラストはイメージです。実際の工事では足場対策が必要となります。

まず古い屋根を
撤去しましょう
古瓦剥がし作業 → 古瓦降ろ
し作業 → 瓦桟木の撤去作業
→ 防水紙の撤去作業 →
廃材の分別・運搬・処理 屋根
面の清掃

野地板は傷んでいませんか

新しい屋根を
施工しましょう

屋根・野地板の点検 → 野地板の修理・張り替え（木
工事） → 防水紙敷き工事（防水工事） → 板金工
事

新しい瓦の搬入
ち工事 瓦揚げ
仕上げ

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）

→
→

瓦桟木打
瓦葺き

メンテナンスの方法

大幅な屋根改修（躯体の改修含む）が必要となります。

よくある質問
雪止めの必要な地域と、後付けは可能か？
Ａ１． 雪止め金具を後付けしたいなどのご要望がありました
ら、
後付け金具などもありますので、
くわしくは住宅メー
カーにご相談ください。

漆喰の補修方法について
Ａ２．漆喰も経年変化や、自然災害（地震や強風による揺れなど）によ
り破損する場合があります。漆喰工事は屋根業者の専門工事であ
るため、破損を確認した場合は早めに住宅メーカーにご相談くだ
さい。

屋
根
︿
粘
土
瓦
﹀

粘土瓦単体の耐久性は
Ａ３．粘土瓦単体としては、耐久性が高く、劣化はおこりにくいと言われ
ています。しかし、飛来物などの影響で部分的に割れたり、地震
などの揺れなどで瓦がずれたりする場合がありますので、状況によ
り部分交換が必要となります。

瓦の葺き替え時の際、瓦は再利用できるのか？
Ａ４． 粘土瓦の場合、瓦自身の劣化は陶器の特性上
劣化はおこりにくいため、葺き替えの際は再利用
も可能です。しかし、葺き替え作業中に破損す
ることも考えられますので全てを再利用すること
は困難であることが一般的です。また同じ瓦が
数十年あるとは限りませんので、代替品が対応
できるのかも事前に確認する必要があります。く
わしくは住宅メーカーにご相談ください。

豆知識
粘土瓦の特性について（色むら、ねじれ、ピンホールなど）
色ムラは粘土成分違いや、気圧気象条件による焼成内窯内雰囲気により発生する
ものであり、ねじれやピンホールも焼物特有のバラつきによるものです。品質に
は問題ありません。

釉薬瓦や陶磁器の貫入ひび割れについて
瓦や陶磁器の表面に現れる細かいひび割れのことです。これは陶磁器特有の現象
で生地を焼いて焼結させる場合、粘土と釉薬の収縮率の違いによるものです。こ
れは製品生地までの亀裂でなく製品の品質（漏水・強度など）には問題はありま
せん。

釉薬とは
素焼きの陶磁器の表面にかけて使用する、装飾と水分の吸収を防ぐために用いる
一種のガラス質のものです。主成分は珪酸塩化合物で、つやぐすり、うわぐすり、
とも言います。この釉薬を瓦に塗り焼成したものを釉薬瓦と言い、一般的によく
使われる瓦として流通しております。

自然災害などでの瓦の破損
台風時の飛来物で瓦が部分的に割れたり、地震などの揺れなどで瓦がずれたりす
る場合があります。状況により部分交換が必要となります。

屋
根
︿
粘
土
瓦
﹀

屋根《スレート瓦》
防水紙や野地板の劣化フローはP18参照

スレート瓦劣化のフロー

初
期
状
態
良
好

現象
1

色あせ（チョーキング）
なぜこうなるの？（原因）

太陽光による紫外線、風雨、寒冷など繰り返しの環境
変化により、塗装がチョーキングをおこし、劣化します。

メンテナンスを必要とする判断基準
塗
装
の
劣
化

現象 1
光
沢
低
下

色
あ
せ
︵
チ

屋
根
︿
ス
レ

現象 1

メンテナンスを必要とする判断基準
塗膜剥離を目視にて確認した場合は、早めの再塗装を
おすすめします。

塗
膜
剥
離

現象 3
基
材
湿
潤

塗膜剥離

塗装劣化の進行により、基材表面も劣化し（軽微な材
料破壊をおこし）塗膜の表面が剥がれます。

現象 2

基
材
の
劣
化

現象
2

なぜこうなるの？（原因）

キ
ン
グ
︶

ト
瓦
﹀

チョーキングや微細な塗装剥離などが確認された場合
には、再塗装をおすすめします。

現象
3

基材湿潤、凍害
なぜこうなるの？（原因）

塗膜剥離を放置することにより、基材に水分がしみこ
みます。乾燥と湿潤や、凍結を繰り返すうちに、基材
が膨張し材料破壊（凍害）をおこし、やがて基材の破
壊へとつながっていきます。

凍
害

メンテナンスを必要とする判断基準
屋根葺き材の材料破壊、著しい反り、強度不足がある
場合は、屋根の葺き替えが必要になります。

塗装メンテナンスの方法

高圧洗浄（水洗い）

下地剤塗布

上塗り

板金の錆落とし

下塗り

縁切り

板金防錆塗装

塗布状況

完成

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）

漏水による野地板の腐食

メンテナンスの方法

●屋根材の葺き替え
●野地板の張り替え

屋
根
︿
ス
レ
ー
ト
瓦
﹀

配管カバーの

よくある質問

破損・汚れ

Q1 スレート瓦が割れても雨漏りしないの？

よくある質問１
※イラストはイメージで
す。実際の工事では足場対
策が必要となります。

Ａ１．瓦の下地には防水シートが張られており、瓦が割れたとしてもすぐに雨漏りすることはありません。しかし瓦の
破損を放置すると、下地の防水紙の劣化につながりますので早めの補修をおすすめします。

Q2 スレート瓦の塗装の時期は？

屋
根
︿
ス
レ
ー
ト
瓦
﹀

Ａ２．メンテナンスを実施せず、瓦の劣化が著しい場合には塗装ができませ
ん。スレート瓦の塗装は約 10 〜 20 年が目安です。
（状況によって異
なります）その間の屋根塗装を適切な時期に行うことにより、長期に
品質が確保されます。

Q3 太陽光発電を載せたいのですが？
Ａ３．太陽光発電システムを載せる場合は、
専用の金具が必要です。また重量の問題で構造計算も必要となりますから、
建築した住宅メーカーに必ずご相談ください。

豆知識
板金などのメンテナンスについて（釘抜けの補修・塗装など）
風圧や地震などの揺れなどにより、板金釘に緩みが出て、
釘頭が浮いてくる現象が生じます。板金も塗装の劣化に
より錆が生じます。屋根塗装などと併せてメンテナンス
することをおすすめします。

30 年目のカバー工法（鋼板屋根）メンテナンスについて
新しい屋根

既存の屋根を残したまま、鋼板屋根を増し葺きする工法があります。葺
き替えによる古い屋根材の廃棄物が出ない事から経済的と言えます。屋
根の葺き替え工事以外にもこういったメンテナンス方法がありますので、
くわしくは住宅メーカーにご相談ください。

現在の屋根

屋根瓦に付着する藻について
北面のような、影になりやすい箇所にコケが付着する場合があります。
外壁塗装など足場をかけるメンテナンスと併せて、高圧洗浄機により洗
浄を行うことで除去できます。

スレート瓦の破損について
台風時に飛来物などの影響で瓦が部分的に割れたり、地震などの揺れな
どで瓦がずれたりする場合があります。状況により部分交換が必要です。
また、アンテナ工事などで屋根に乗った場合に、瓦が割れることがあり
ます。

屋
根
︿
ス
レ
ー
ト
瓦
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屋根《鋼板》
屋根《鋼板》劣化のフロー

初
期
状
態
良
好

太陽光線、雨露、気温や大気中の酸性イオン、塩素イ
オンなどの影響を受け塗膜が劣化します。また使用地
域の環境にも 影響を受けます。

光
沢
低
下

メンテナンスを必要とする判断基準
チョーキング（塗膜を手で擦ると白い粉がつく状態）
の現象が見られたらメンテナンスを。

現象 1

現象
2

色
調
変
化

屋
根
︿
鋼
板
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光沢低下、チョーキング
なぜこうなるの？（原因）

現象 1

塗
装
の
劣
化

現象
1

塗膜ふくれ
なぜこうなるの？（原因）

現象 1
チ
ョ
ー
キ
ン
グ

メンテナンスを必要とする判断基準

現象 2
塗
膜
ふ
く
れ

基
材
の
劣
化

現象 3

目視により錆が確認されれば早めのメンテナンスが必
要です。
※錆の発生は、めっき層の腐食によるものですが一度
腐食すると めっき層の復元は不可能であるため屋根の
耐久性は著しく損なわれます。

現象
3

白錆、赤錆
なぜこうなるの？（原因）

白
錆

部分的に発生していた錆が全体的に広がり、基材の劣
化が一層進みます。

現象 3
赤
錆

劣化が進むと塗膜が薄くなったりふくらんだりして、
下地鋼板の腐食がはじまります。

メンテナンスを必要とする判断基準
著しい錆がある場合は、早急にメンテナンスが必要で
す。
※白錆はめっき層から、赤錆はさらに下の鋼板から発
生します。

メンテナンスの方法

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
チョーキングﾞ段階での確実なメンテナンスを怠
ると めっき鋼鈑の腐食（錆）に進行する恐れが
あります。
早めの塗り替えを行えば下地の亜鉛めっき鋼鈑の
寿命を伸ばすことができますが、おおむね 30 年
を目処として屋根全体のメンテナンスが必要とな
ります。

高圧洗浄を行い 下地調整のうえ 再塗装を行う。

メンテナンスの方法

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま放置すると、錆の進行が進み鋼鈑に穴が
あくなどして漏水などの重大な事態を招きます。
※部分的な錆を放置すると健全な部分にもらい錆
が移り、一段と劣化の進行が早まるため注意が必
要です。

腐食（錆）の部分を削り落とし、再塗装を行う。

メンテナンスの方法

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
屋根材の強度が低下し、強風や積雪などで破損し
落下する恐れがあります。

屋根全体の作り替え
現在の屋根を新しい屋根で覆ってしまう【カバー工法】や現在の屋
根を壊して新しい屋根をかけ直す【葺き替え工法】があります。

屋
根
︿
鋼
板
﹀

よくある質問
カバー工法とは？
Ａ１．屋根を作り替える工法のひとつで、重ね葺き工
法とも呼ばれます。現在の屋根の上にさらに金
属屋根をかける、スピーディで便利な工法です。

新しい屋根

※実際にカバー工法を採用できるかどうかは、
現在の屋根の状態を専門家の目で確かめる必要
があります。住宅メーカーにご相談ください。

現在の屋根

カバー工法のメリット・デメリットは？
Ａ２．カバー工法は現在の屋根の撤去がほとんど無いため
●撤去費用
●撤去工事の騒音・ホコリ
●廃棄物
などがわずかで済むといったメリットがあります。

屋
根
︿
鋼
板
﹀

しかしながら、次のような場合には、葺き替え工法の方が安全・安心といえます。
■現在の屋根の老朽化がかなり進行（今後の耐用年数に疑問）
■すでに一部に漏水が発生（補修が広範囲にわたる可能性）
■カバー工法による荷重増加が耐震性に影響
※工法の選択には住宅メーカーによる現状調査と検討が必要です。

豆知識
鋼板屋根の材料は？
上塗塗膜

表面

下塗塗膜
化成被膜
溶融 55％ Al-Zn 合金めっき

鋼板

材料としてはガルバリウム鋼板がひろく使われて
います。
ガルバリウム鋼板：塗装溶融 55％アルミニウム
ー亜鉛合金めっき鋼板
塗装亜鉛系のメッキ鋼板の中では、比較的優れ
た耐食性を示します。裏面からの腐食に対しても
強い表面処理鋼板を原板として、図のような層構
成で生産されています。

溶融 55％ Al-Zn 合金めっき
化成被膜
裏面塗膜

裏面

層構成の一例

メンテナンスのポイントは？
塗装面の光沢低下⇒色調変化に続くチョーキングが発生した段階でのメンテナンスが大切です。
※チョーキングとは、塗装の表面樹脂が劣化で失われ、顔料がチョークのような粉状になって表われることによりひき起こされ
るものです。
塗膜のふくれや浮きが発生する前の手当てが理想的といえます。

屋根《ステンレス》
現象
1

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
なぜこうなるの？（原因）

しい状態を取り戻せます。放置すると付着した金属
でつながります。

メンテナンスを必要とする判断基準
もらい錆をそのまま長期間放置すると、ステンレス自身
の錆に進展します。また塩分やその他の有害成分による
錆の場合もそのまま放置すると、茶褐色の厚い錆に変わ
っていきます。このような状態になる前に手入れをするこ
とが必要です。

メンテナンスの方法
●初期の錆（もらい錆程度）の場合は、市販の清掃薬
剤のうち初期の錆や汚れに有効な種類を用いることに
より、ほとんど元通りの表面に戻すことができます。
●赤錆の場合は、市販の清掃薬剤のうちひどい赤錆や
汚れ用が必要となります。これらの薬剤でもなお錆が
除去できない場合は、あらかじめサンドペーパーやステ
ンレスブラシなどである程度錆をこすり落とした後、薬
剤を使 用すると除去しやすくなります。この場合は、
ステンレスの表面にこすりキズがつくことはさけられま
せん。清掃後、再度研磨仕上げをやり直すなどの処置
が必要になります。

よくある質問

ステンレスの表面には、不動態皮膜と呼ばれる保護皮膜が形成されており、ステンレスを腐食から守っています。不動
態皮膜は大変強靭で、一度こわれても周囲に酸素があればすぐに自己再生する性質をもっています。したがって周囲の環

●塩素系の洗剤や漂白剤で洗浄し、洗剤が付着したままの場合
●海岸沿いなどの環境で塩分が付着した場合
●自動車の排気ガスの有害成分が付着した場合

豆知識
ステンレスの特性
たものをステンレス鋼といいます。ステンレス鋼は耐食性以外にも 耐熱性・加工性・強度など優れた特性を備えています。
意匠性にも優れ、メンテナンスが容易であることも大きな特徴です。

屋
根
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﹀

屋根《シート防水》
シート防水劣化のフロー
現象 1

現象
1
防水シートのジョイント部の剥がれ
なぜこうなるの？（原因）
紫外線、雨、風、寒冷など自然環境の変化の繰り返し
によりシート接着面の強度が低下し、剥がれが生じま
す。

現象 2

現象
2

屋
根
︿
シ
ー
ト
防
水
﹀

押さえ金物と取り合い部
（他部材など）
のシーリングの剥がれ、隙間、材料
の収縮など
なぜこうなるの？（原因）
現象 3

紫外線、雨、風、寒冷など自然環境の変化の繰り返し
によりシーリングが硬化・収縮し、剥がれ、隙間、材
料の収縮が生じます。

現象
3
防水シートの浮き、膨れ、シワなど
なぜこうなるの？（原因）
紫外線、雨、風、寒冷など自然環境の変化の繰り返し
によりシートが収縮し、接着密度が低下した部分に浮
き、膨れ、シワが生じます。

メンテナンスを必要とする判断基準

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）

防水シート接合面の剥がれの有無を目視とヘラで触
手確認し、剥がれがあれば補修が必要です。

メンテナンスの方法

天井からの漏れ

異常がない場合はその劣化状態を経過観察します。
異常がある場合は部分的な増し張りまたは張替えを
行います。広範囲にわたる場合には全面の増し張り
または張替えを行います。

早めのメンテナンスが必要です

メンテナンスを必要とする判断基準
防水シートと外壁やサッシの取り合い部のシーリン
グの剥離状態を目視やヘラで触手確認し、剥離など
があれば補修が必要です。

メンテナンスの方法

1. 構造体に影響が出ます。
2. 修理費の負担がかさみます。
3. 雨漏りが発生して、補修費用がかかります。また、
放置すると屋根の下地材が腐食します。適切な時期
にメンテナンスを行わなければ、補修のために多額
の費用がかかる場合があります。

シーリングを打ち替えます。

シート防水剤の劣化のフロー

メンテナンスを必要とする判断基準

（顕微鏡による調査）

防水シート平面部を目視確認して膨れの有無を確認
し、膨れがあれば補修が必要です。

メンテナンスの方法
異常がない場合は劣化状態を経過観察します。
異常がある場合は部分的な増し張りまたは張替えを
行います。広範囲にわたる場合には全面の増し張り
または張替えを行います。

初期状態良好

線上亀裂

網目状亀裂

渓谷上亀裂

屋
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よくある質問
シート防水（ドレン・金具など）日常のお手入れ方法について
Ａ１．バルコニーは外部ですので、ホコリも多く、汚れがちです。日頃のお掃除と防水のチェックを行いましょう。
防水シート表面の清掃は、ナイロン製のデッキブラシで、中性洗剤を使用して、水洗いを実施してください。金属製のデッ
キブラシを用いると損傷を与える可能性がありますので使用しないでください。

床にたまった砂は防水面にキ
ズを付ける原因になります。
砂やホコリはこまめに取り除
きましょう。

床や排水溝にゴミや木の葉がたまって
いると、排水口が詰まる原因となりま
す。とくに、
大雨の時など、
雨水がたまっ
て室内に雨水が浸入するおそれもあり
ます。

屋
根
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日頃から点検する部位とは？【個所】
Ａ 2．①ドレイン周辺のごみ清掃（とくに落葉期、降雪前）
。
②固定金具の破損、ビスのはずれなどの確認。

補修・改修の目安は？
Ａ 3．全面改修は以下の 2 点を目安とします。
①築 10 年以上の建物
②不具合個所の総延長、または合計が全面積の 2 割程度を超えた場合。
これ以外の場合は、部分補修で対応することが一般的です。

太陽光パネルを置いても大丈夫か？
Ａ 4．防水材と一体化できる専用設置部材があれば可能です。
（防水材により不可の場合もあります。
）
※また重量の問題で構造計算も必要となりますから、建築した住宅メーカーに必ずご連絡ください。

キズつけた場合の応急処置は？
Ａ5．防水シート表面のキズや穴に対する処置は、周辺の汚れを洗浄
し、ガムテープや、アルミテープ（キッチンテープ）を張りつ
けます。たとえ小さな穴でも雨漏りの原因となりますので、と
りあえず応急処置をし、住宅
メーカーに連絡してくださ
い。また、キズが付いた場合
でも、後々その部分から亀裂
が発生するこがあるため、早
めに補修を行うことが大切で
す。（シート上から増し張り
を行う方法で補修します。）

豆知識
露出防水使用上の注意
■歩行、非歩行の機能適用を守って
ご使用ください。

■ドレイン廻りのゴミは、必
ず 取り除 いてください。
オーバーフロー漏水の原因
になります。

■合板などの木材、段ボー
ル紙、脚立などのゴム、塗
装された家具の塗料および
ポリバケツなどを長期間放
置すると、ルーフィングの
表面が変色することがあり
ます。

■防腐剤、防虫剤、洗剤な
どの薬剤、肥料によって汚
染され、変色を招く可能性
があります。

■シート防水の表面は、人の
履物、歩行状態（早足か、
大股かなど）や漏水、
泥水、
苔および砂の存在などの
環境によって滑りやすくな
ります。ご注意ください。

■増改築、看板、手すり、アンテナ、冷暖房室外機、架
台の取り付けをする場合、風による転倒などにより防水
シート、または塗膜防水層にキズをつけないように配慮
してください。また防水シート、塗膜防水部分に手を加
えるときは住宅メーカーにご連絡ください。

■防水層は、保護されているものであっても、使用上の注意を怠ることで防水シートがキズついてしまう可能性があります。
下記例のような漏水の原因となる以下の行為はしないでください。
●スパイクシューズやハイヒール、雪靴など、
突起物のある履き物で歩行すること。

●刃物でキズつけること。

●金属製デッキブラシなどでこすること。

●ゴルフの練習、ハンマー・スコップなどで強
い衝撃を与えること。

●タバコのもみ消し、溶接火花で焼け焦げを
つくること。

●重量物を引きずること。
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付属品（化粧カバー・軒天・樋）

現象 1

軒天の色あせ、汚れ

なぜこうなるの？（原因）
太陽光による紫外線の影響で、塗装が劣化し、
チョーキング（色あせ）をおこします。また
経年により土埃が軒天に付着します。

メンテナンスの方法
汚れなどを洗浄除去し、塗装を
行います。（下塗り⇒上塗り）

メンテナンスを必要とする判断基準
目視により釘抜けや、ボードの破損を確認し
た場合は補修が必要です。

現象 2

施工前

施工後

樋・エアコンカバーの色あせ

なぜこうなるの？（原因）
太陽光による紫外線の影響を受け樹脂表面が
色あせ（チョーキング）します。

メンテナンスを必要とする判断基準

メンテナンスの方法
汚れなどを洗浄除去し塗装を行
います。樹脂製のため塗装が付
着しにくいため、樹脂表面を一
旦目荒らしし、塗装を行います。
（目荒らし⇒下塗り⇒上塗り）

色あせによって、破損することはありません。
色あせにより美観が気になるようでしたら、
塗装をおすすめします。高所での作業で足場
が必要になるため、
外壁塗装などと合わせて塗
装を行うと経済的です。

現象 3

外部付属品（配管カバーのジョイントやドレンホースなど）
の破損（割れ）

なぜこうなるの？（原因）
太陽光による紫外線の影響で樹脂が劣化し硬
化します。

メンテナンスを必要とする判断基準
目視にて破損を確認した場合は補修が必要で
す。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
カバーが割れた部分から直接配線に紫外線が当たり、被覆している
樹脂が劣化し経年で破れる恐れがあります。配線が露出すると漏電
する恐れがあり危険ですから、カバーを交換してください。

メンテナンスの方法
カバーを交換します。

よくある質問
樋の清掃方法を教えて欲しい
Ａ 1．１階の軒樋などはハシゴを立てて確認
し清掃することができます。ただしハシ
ゴも不安定なため住まい手自身が行な
う場合は必ず二人一組でハシゴを支え
てください。落ち葉やゴミはトング（炭
バサミ）などを使って取ります。２階
の樋は高所作業で危険を伴うため安全
面を考慮し住宅メーカーに依頼される
ことをおすすめします。

枯葉カバーのお手入れ
Ａ 2．枯葉カバーは、縦樋への排水部分に落ち葉が詰まらないようにするため
のものですが、枯葉カバーをしていても、山の中や森などに囲まれてい
る環境では落ち葉が樋にたまることがあります。樋にたまった落ち葉を
定期的に清掃する場合は、建てられた住宅メーカーにご依頼されること
をおすすめします。

劣化の判断基準
Ａ 3．樋や、軒天井は色あせや汚れが付着する程度ですが、エアコンの配管カバーなど
は劣化が進行すれば破損します。樹脂は経年で劣化し割れなどの症状が顕在化
してきますので、まずは目視で確認し、触ってみて柔軟性がなく樹脂が割れる
ようであれば交換時期となります。足場を要する外壁塗装などと併せて交換の要
否を検討されることをおすすめします。

軒樋ジョイント部の割れ補修
Ａ 4． 経年劣化で軒樋のつなぎ目が破損し水が漏れる場合があります。破損の状況に
もよりますがジョイント（つなぎ目の材料）の交換や、破損部分を専用補修材
料で補修することが必要になります。

軒に蜂の巣があり困っています。どうすれば良いでしょうか？
Ａ 5． 軒などに蜂の巣などがあり除去したい場合は、市販のジェット型噴射式の蜂退治スプ
レーで退治することができます。スズメバチの場合は攻撃性が強く危険ですので専門
家に依頼しましょう。市役所にご相談ください。

外壁《塗装》
塗膜劣化のフロー

現象
1

カビ ･ 藻による汚れ
5 年頃
なぜこうなるの？（原因）

良
好

現象 1
塗
装
の
劣
化

外
装
︿
塗
装
﹀

変
色
・
退
色

藻やカビは、適度な水分と温度などの環境が整えば外
壁の種類に限らずどこでも発生します。藻は光合成に
よって必要な栄養を補給できますが、カビは必要な栄
養分に付着して栄養を補給します。しばしば黒い色を
見かけますが、これは藻にカビが生えたものと思われ
ます。いずれにせよ、自然現象であり、メーカーを問
わず同じ現象が発生しております。あくまでも品質に
問題はないことをご理解ください

現象
2

塗膜のチョーキング
10 年頃
なぜこうなるの？（原因）

現象 2

太陽光による紫外線、風雨、熱、寒冷に長期間さらされ、
塗膜樹脂が劣化し（樹脂の分子と分子の鎖が切れる）、
表面が次第に粉状になり（チョーキング現象をおこし）
取れる（塗膜が薄くなる）
。

チ
ョ
ー
キ
ン
グ

現象 3
塗
膜
ヒ
ビ
割
れ
素
材
の
劣
化

現象
3

塗膜のヒビ割れ、
素材の割れ
なぜこうなるの？（原因）

現象 3
素
材
の
割
れ

外壁表面を保護する塗膜が薄くなり、外壁表面から水
分を吸いこみ湿気を帯びる。湿潤と乾燥の繰り返しに
より外壁表面側から材料破壊が進む。

黒ずんだりして汚れが目立ち美観上気になる場合水洗いをすることをお勧めします。水洗いの際には、高圧洗浄
やスチーム洗浄は外壁材を傷める恐れがありますのでお避け下さい。
※塗装に関しては目地（42 ページ）の項目と合わせてメンテナンス方法を検討ください。

外壁をしっかり水洗い
常に風雨にさらされている外壁は、砂やホコリなどが付着しやすい部位。そのままにしておくと黒ずんでくることがあるの
で、お手入れが必要です。定期的に水洗いして汚れやホコリを取り除きましょう。

水洗いは上から下へゆっくりと、洗い流します。

メンテナンスを必要とする判断基準
手のひらを外壁面に擦り付け付着を観る

水だけで落ちない汚れは、洗車用のやわらかいブラシを使っ
て汚れを洗い流します。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
水分

（正常）
塗膜

素地

異物

上塗り

素地

下塗り
水分

メンテナンスの方法

（フクレ・浮き）

一般的塗替え工事

高圧
洗浄

外壁表面
下地処理

ふくれる

塗装

メンテナンスを必要とする判断基準

色あせ
新品

1

チョーキング○○

ひび割れ

熱

ひび割れ

膨張

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）

塗膜がはがれる

ツヤが消える

2

3

4

5

６

チョーキングが顕在化してくる時期が最適です。凍
結融解の症状が見られた場合は、それ以上進行させ
ないよう早急なメンテナンスが必要です。

塗装が劣化すると外壁材に水が浸透して凍結融解をおこし、やがて外壁
材の表層剥離へと進行していきます。このような状態になると、貼替え
が必要です。
凍結融解とは浸透した水分が夜間に凍結し、日中にその凍結が融解し水
に戻る。この繰り返しによる外壁材の劣化作用のこと。

外
装
︿
塗
装
﹀

よくある質問
塗装の方法として、吹付けとローラー、どちらが良いのですか？
Ａ１．両者とも塗装の性能に大差はありませんが、施工時や仕上の種類に一長一短があります。
吹付けは施工の早さが長所ですが、塗料の飛散がありますので、充分な養生を必要とします。
吹付け工法は玉吹き、リシン模様、スタッコ模様、石目調など模様が豊富に塗装できます。ローラー工法でも模様塗りはできますが、
吹付けの多様さにはかないません。

水性塗料より油性塗料の方が長持ちすると聞いたのですが？
Ａ2 ．水性塗料は油性塗料より劣ることはありません。
塗膜の性能を左右するのは樹脂の種類と分子量（大きさ）です。
油性塗料は、シンナーに溶けているため、大きさに限りがあります。一方、水性塗料は水に溶けるのではなく、粒子状態で水に浮い
ています。この粒子の分子量の大きさは油性塗料に比べて大きくすることができます。同じ樹脂の種類で比較すると水性塗料は油性
塗料以上の耐久性を持っているといえます。

藻・カビはなぜ生えるのですか？
Ａ 3． カビが発生する要因として、養分と湿度・酸素・水分が関係します。湿度と水分に関しては、外壁塗膜の劣化により壁表面の防水性
が低下して、壁の含水率が高まることに起因します。
また、養分に関しては、塗膜に含まれている有機成分が関係します。外壁に隣接する植栽の影響や、外壁周辺部に物を置いている場
合など通風が良くないケースでもカビが発生しやすくなります。カビや藻は理論的には以下のような過程で発生します。

空気中の藻の胞子が
壁に吸着

外
装
︿
塗
装
﹀

光合成により繁殖

乾燥して死滅（黒色）

カビが繁殖

藻の死骸を
栄養分

光

自然界のカビは約 45,000 種類あり、空気中に浮遊する胞子が成育条件に合うところに付着してカビが発生します。このうち、50 種類のカビが家に着
くといわれています。
◎黒カビ（黒色麹菌）／アスペルギルス群

◎青カビ／ペニシリウム菌

◎赤カビ（土壌菌）／フザリウム菌

カビの処理
やわらかいブラシを使って水洗いすることなどにより、表面のカビを除去できても、
数ヶ月で再発するかもしれません。こすりすぎると塗膜自体を傷めてしまい悪影響が
生じかねませんので、加減しながらクリーニングしてください。
ワイヤーブラシの使用は塗膜の欠損を招きますので避けてください。塗膜が薄くなれ
ばその部分の防水性も低下してしまいます。逆に含水率を高めてしまう結果となり、
微生物の再発の確率が高くなります。
塗膜の下地処理として、除菌材を塗布してから、植物性のバイオ洗浄液での洗浄をす
るのが効果的です。
カビは壁面の深部に及んでいる【菌糸】を処理することが大切です。そのうえで防カ
ビ性の塗料を塗ると効果的です。

ONE POINT
カビの成育条件
1）温度／高温性菌・中温性菌（5
〜 50℃）
・低温性菌
※住宅に成育するカビは「25 〜
30℃」で繁殖するといわれています。
2）湿度／ 70 〜 90％
※ 80％を超えると繁殖力は大きく
なります。
3）栄養／水・酸素・チリ（すべて
の有機物）
残念ながら、すべての種類のカビ
に効果がある万能防カビ剤は市販
されていません。

豆知識

雨垂れ汚れ（黒い筋汚れ）の原因とメカニズム
煙
排気ガス

雨が表面に広がり、
汚れの付着を防ぐ

雨粒が汚れを抱き込み
壁を伝い落ちるときに、
汚れが転写する

親水性膜
（水）

疎水性膜
（油）

親水性塗膜の外壁材の特長

親水状態（水がひろがる）

疎水状態（水をはじく）

「親水性塗膜」の外壁材は、水をかけた時に水をはじかず
に表面に広がります。この親水性の効果で外壁材表面に水
がいきわたり、表面についた汚れが洗い流されやすくな
ります。
親水性の外壁材（タイル）

キッチン換気扇の排気口付近は念入りに
キッチンの換気扇の排気口付近は、油で汚れてしまうことも。
その場合は汚れた部分に薄めた中性洗剤をかけて、汚れが
浮いてきたらスポンジなどでこすります。その後必ず洗剤を
洗い流してください。

●作業時間 30 分
●準備物 ホース、スポンジ、
中性洗剤

再塗装仕様のコストと耐久性
塗料の価格と耐久性の関係図
高
価

無機塗料
フッ素樹脂塗料

価
格
安
価

アクリルシリコン樹脂塗料
ウレタン樹脂塗料
アクリル樹脂塗料
合成樹脂調合ペイント
短い

耐久性

長い

疎水性の外壁材（一般有機系塗装など）

外
装
︿
塗
装
﹀

外壁《タイル》

タイル
モルタル下地

引っ掛け専用パネル
タイル

木胴縁
透湿防水シート
透湿防水シート

湿式工法

現象 1

タイルの汚れ（汚れ、藻、カビなどの付着）

なぜこうなるの？（原因）
風に舞った土埃などが、雨水などで濡れた外壁
に付着し汚れたように見えることがあります。藻
やカビは、適度な水分と適度な温度などの環境
が整えば外壁に限らずどこでも発生します。藻は
光合成で必要な栄養を補給できますが、カビは
必要な栄養分に付着して栄養を補給します。し
ばしば黒い色を見かけますが、これは藻の死骸
にカビが寄生したものと思われます。

現象 2

乾式工法

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
美観的な問題だけであり、汚れ、藻、カビなどでタイルが著しく損傷
するなどの心配はありません。

メンテナンスの方法
タイル表面の材質にもよりますが、基本的には洗
浄で洗い落とすのが一般的です。住まい手が自分
でする場合は、ホームセンターなどで高圧洗浄機
を購入して洗浄するのが容易です。また水道水を
ホースにつないで手洗いも可能ですが体力と時間
がかかります。高所は危険なためできるだけプロ
の業者などにお願いしましょう。また足場が必要な
ため、屋根塗装などと合わせて行うと経済的です。

タイルの剥がれ

なぜこうなるの？（原因）
地震など大きな揺れなどで下地が大きく動い
たなどの原因で数枚程度剥がれる場合があり
ます。

メンテナンスを必要とする判断基準
タイル剥がれを確認した場合は、早めの補修
が必要です。接着剤は特殊ですから必ず購入
先の住宅メーカーで補修を行ってください。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
タイルの下地ボードに雨水が掛かり壁内に雨水が浸入し室内へ漏水す
る可能性があります。剥がれ箇所付近のタイルも剥がれていないか点
検を行い早急に補修する必要があります。

メンテナンスの方法
メンテナンスの方法
剥がれ部分の接着剤を削除し、再度
接着剤を塗布しタイルを貼り付ける。

よくある質問

Q1 タイルのメンテナンスは不要ですか？
Ａ１． タイルは陶器であるため通常のサイディング外壁などと比べるとは
るかに強く劣化はおこりにくいと言われています。しかし、外的要
因（大地震など）により下地外壁が大きく歪んだりした場合は、タ
イル剥がれや部分的損傷などは発生する場合もあり、メンテナンス
が必要になることがあります。通常は部分補修で済むケースが多い
と考えられています。

Q2 タイルが一枚破損したら交換が必要ですか？
Ａ２． 破損部分のタイル交換が必要です。購入された住宅メーカーに相談いただ
ければ部分補修などの相談に応じてくれます。その他の部分にも剥がれが
ないかなども合わせて確認が必要です。タイルの剥がれを放置すると、タ
イルが落下する危険もあり、またタイルを張り付けている接着剤と下地サ
イディングボードの間に雨水が浸入し漏水につながる恐れもあります。早
めに補修を行うことをおすすめいたします。

Q3 タイルの在庫はあるのですか？
Ａ３． タイル販売終了（廃盤）後からの在庫保有に関しては、メンテ
ナンスを想定し在庫を保有しております。各メーカーによって、
在庫保有期間が異なりますので、建築された住宅メーカーにお
問合わせください。

豆知識

タイルの接着耐久年数について教えてください。
現在使用されているタイル接着剤は、一般に官民仕様に適合した接着剤となっ
ております。官民仕様は、平成 5 〜 7 年度に建設省（現国土交通省）が官民
連帯共同研究テーマに取り上げ、従来のモルタル工法におけるタイルの脱落、
割れ・剥離防止耐久性向上を狙いとし弾性系の接着剤（主成分：変性シリコン
樹脂など）が開発されました。その成果を建設省官民連帯共同研究報告書「有
機質接着剤を利用した外装タイル・石張りシステムの開発」としてまとめられて
おります。この報告書に記されている基準を「官民仕様」と呼称しています。近
年では住宅メーカー各社もこの工法を採用しており、接着強度・耐久性について
も充分に期待できると言われております。

外壁《目地》
目地劣化のフロー

シーリング材の汚れのお手入れ方法

外壁材
下地材

初
期
状
態
良
好

シーリング材の汚れ落としは、シーリング材を傷めないよう
に布を使うのがいいでしょう。シャワーなどにしても、水圧
を強くしないのもポイントです。またサッシ周りへは万一の
水漏れを考え水を直接当てないようにした方が良いでしょう。

バックアップ材
シーリング

現象
1

シーリング材の痩せる頃
なぜこうなるの？（原因）

現象 1
外壁材

シ
リ
ン
グ
の
劣
化

外
壁
︿
目
地
﹀

下地材

痩
せ

バックアップ材

時間の経過とともに光・熱などの影響により可塑剤が
抜け出したためです。
可塑剤とは合成樹脂に加えて柔軟性や耐候性改良する
添加薬品類のこと。

シーリング

現象 2

現象
2・3

シーリングのひび割れ・切れ
なぜこうなるの？（原因）

ひ
び
割
れ

シールが硬化したためひび割れが発生。
※日の当たり方、立地条件などにより現象が異なりますの
で、各住宅メーカーが実施する定期点検を受けられること
をおすすめします。

豆知識
現象 3

■メーカーによってはシーリング材の代わりに定形シーリング
材を使用する場合もあります。※定形シーリング材とは、目地の形
状に合わせあらかじめ成型されたシーリング材のことです。

定形シーリング材の浮き・剥がれ
なぜこうなるの？（原因）
下
地
の
劣
化

切
れ
に
よ
る
漏
水

劣化が始まると表面が硬化して収縮が始まり、浮きや剥が
れが発生します。

メンテナンスを必要とする判断基準
浮きや剥がれが目視できる状況はメンテナンスが必要。浮き・
剥がれの部分はローラーなどでしっかり押さえ込みます。

通常定形シーリング材を使用している箇所奥に２次防水が施されて
おり、多少の浮きですぐに雨漏りにつながるケースはまれです。

シーリング材の劣化判定・処置基準
（出典：
「建築用シーリング材ハンドブック」日本シーリング材工業発行）

スタート
診断
Ⅰ、Ⅱ

劣化度
Ⅲ

保
守
・
点
検

以上

経過年数 10 年

修

未満
劣化度Ⅲの
全長に対する割合
10％

未満

図

改

以上

判定フロー

診断項目と劣化度の分類
劣化度

診断項目
＊
１
判
定
項
目

Ⅲ

シーリング材の被着面
からの剥離

Ⅱ

Ⅰ

深さの 1/2 以上
または深さ 5mm 以上

深さの 1/4 〜 1/2
または深さ 2 〜 5mm

深さの 1/4 未満
または深さ 2mm 未満

シーリング材の破断
（口開き）

厚みの 1/2 以上
または深さ 5mm 以上

厚みの 1/4 〜 1/2
または深さ 2 〜 5mm

厚みの 1/4 未満
または深さ 2mm 未満

被着体の破壊
（ひび割れ、欠落）

ひび割れ幅
0.3mm 以上

ひび割れ幅
0.1 〜 0.3mm

ひび割れ幅
0.1 未満

凸凹が厚みの 1/2 以上
または深さ 5mm 以上

凸凹が厚みの 1/4 〜 1/2
または深さ 2 〜 5mm 以上

凸凹が厚みの 1/4 未満
または深さ 2mm 未満

指先にきわめて多量に付着

指先にかなり付着

指先にわずかに付着

＊
２
判 シーリング材の変形
定 （だれ、くびれ）
項
目
シーリング材の軟化

＊ 1 判定項目は、直接漏水に関連するシーリング材の剥離および破断とする。
＊ 2 参考項目についても調査を行い、診断調査表に記載し、再診断時の資料にする。
＊ 3 この他、シーリング材のしわ、変退色、ひび割れ、白亜化および仕上げ塗材の浮き・変色については意匠上の問題であり、この診断
項目から除外した。

表

劣化度と処置基準

劣化度

処置基準

判定項目のⅢ

改修が必要

判定項目のⅡ

現状のままとすることが可能。ただし、早期に広範囲にわたって詳細な再診断が必要

判定項目のⅠ

現状のままとすることが可能。

外
壁
︿
目
地
﹀

バルコニー《FRP防水》
FRP 劣化のフロー

ト
ッ
プ
コ
ー
ト
︵
着
色
樹
脂
︶
の
劣
化

現象
1

初
期
状
態
良
好

なぜこうなるの？（原因）
床面の塗装が色あせ・白濁化するのは、トップ層が紫
外線で劣化するためです。バルコニーの防水には、通
常、
紫外線から防水層を守るためのトップ層（着色樹脂）
があります。

現象 1
色
あ
せ
・
白
濁
化

塗膜の剥がれたカス
保護・仕上げのトップ
層が色あせ、白濁化
防水用ポリエステル樹
脂（トナー入り）

ひ
び
割
れ
・
亀
裂

剥
が
れ
・
毛
羽
立
ち

防
水
層
の
割
れ

トップ層（着色樹脂）に色あせ、白濁化、塗膜の剥がれ
が見られたとき。手で触れると、白い塗膜が付きます。

床面にひび割れ、亀裂が
おきている
なぜこうなるの？（原因）

亀甲状のひび割れ

防
水
層
︵
樹
脂
と
ガ
ラ
ス
マ
ッ
ト
の
複
合
物
︶
の
劣
化

メンテナンスを必要とする判断基準

現象
2

現象 2
F
R
P
防
水

塗装の色あせ、
白濁化

防水層
亀裂の断面例
防水層

現象 3

亀裂の断面例
防水層
防水層
防水用ポリエステル樹脂
プライマー

ひび割れ・亀裂が入りだすと、トップ層と防水層の間に
水が入りやすくなります。やがて経年変化による劣化が進
行し、紫外線に弱い防水層が収縮をおこし亀裂が発生し
ます。

メンテナンスを必要とする判断基準
床面に亀甲状のひび割れが入っているのが認められたとき。
防水層は、樹脂とガラスマットの複合物で、この防水
ガラス繊維（白い繊維状）が見えはじめたとき。

現象
3

ひび割れや亀裂が大きくなり
防水層にも割れが発生した
なぜこうなるの？（原因）

経年劣化により防水層の割れ破壊が、上面から下面ま
で貫通してしまいます。この状態になると防水機能が
失われます。

メンテナンスを必要とする判断基準
漏
水

防水層が見え始めたら部分補修を行います。全体的に
防水層が劣化してきたら、FRP の再施工が必要です。

メンテナンスの方法

よくある質問
Q1 FRP 防水とは、

どのようなものですか？

年月がたつと劣化が進むので、トップ層の塗り替え
が必要になります。概ね 10 年前後で実施することを
おすすめします。
劣化した保護・仕上げのトップ層を除去して下地調
整後、再塗装工事を専門業者に依頼してください。

Ａ１． FRP 防水とは耐久性に優れた FRP（繊維強化プラスチッ
ク）を応用した塗膜防水工法で、防水層は継ぎ目のない
構法です。
標準的な仕様では、下図の概念図に見られるように６層
で構成されています。ガラスマットは、
２枚
（層）
の場合です。
保護・仕上げ
防水用ポリエステル樹脂 [ トナー入り ]
防水用ガラスマット
防水用ポリエステル樹脂

｝

トップ層

｝
｝
防水層

防水用ガラスマット

防水用ポリエステル樹脂

防水層

防水用ポリエステル樹脂
プライマー

メンテナンスの方法

JASS8

トップ層に剥がれが生じているとき、新しいトップ
コートを上塗りしても旧塗膜（古いトップ層）が剥
がれてくるため効果がありません。もう一度、防水
層をつくる必要があります。
表面のひび割れが最も進行している箇所を部分撤去
して、どこまで水が浸水しているかを確認します。
既存 FRP 防水層を撤去した後、部分的 FRP 防水工
事を行います。

メンテナンスの方法

概ね 20 年を経過すると防水層に亀裂が発生します。
既存防水層を全面撤去して、プライマー塗布、防水
用ポリエステル樹脂で下塗り後、防水用ガラスマッ
トを敷きこみ全面 FRP 防水工事施工を行います。

標準仕様の概念図

Q2 シート防水に変更することも、
可能ですか？

Ａ２．シート防水といえば、ゴムシート防水や塩ビシート防水を
指します。シート防水は、ドレン（排水口）回りやシート
の端部を金物で抑える必要があるため、再防水施工には
向いておらず、FRP などの塗膜防水が一般的な方法です。

豆知識
歩行部の表面状態は良くても、
ドレン（排
水口）回りなどから雨漏りの原因となり、
不具合が発生しやすいので、定期的な点
検管理が必要です。
●落ち葉やゴミなどでドレンキャッ
プが詰まると漏水の原因にもな
ります。ドレンキャップ付近は
定期的に清掃してください。
●ドレン内の防水層の亀裂、剥が
れがある場合は、ドレン周辺の
再防水が必要です。

F
R
P
防
水

外部建具《玄関ドア・勝手口》
フランス落とし
ドアクローザー

ストライク（デッドボルト受部）

丁番

ドアガード受

シリンダー錠サムターン
ドアガード
（ガードロック, ドアチェーン）
把手（プッシュプルハンドル）
ストライク（ラッチ受部）

下シリンダー錠サムターン

ストライク（デッドボルト受部）

子扉部
※親子ドアの例

現象 1

フランス落とし

本体
部

ドアがスムーズに開閉できなくなってきた
なぜこうなるの？（原因）

ドアクローザー取り付けビスの緩みや調整不足が考え
られます。
また、
ドアクローザーが劣化することによっ
ても発生します。

メンテナンスを必要とする判断基準
ドアの開閉時のガタつきや異
音の発生を確認してください。
ドアの開閉が急に重くなって
きたり、ドアが戻らなくなっ
てきたらメンテナンスが必要
です。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
ドアクローザー取り付けビス
の緩みが進行するとビスが外
れ、ドアクローザー本体が
落下する恐れがあります。
ドアクローザー本体より油漏
れが発生することによってド
アクローザー本体が破損する
ことになります。

メンテナンスの方法
●ドアクローザーのガタつき
は取り付けビスを増し締め
します。
●ドアの開閉時の速さは季節
（温度変化時）により変わり
ます。ドアクローザーの調
整ネジを回し、ドアの開閉
時に適度な速度に調節しま
す。

現象 2

シリンダー錠が固くなってきた
メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）

なぜこうなるの？（原因）
シリンダー取り付けビスの緩みや締め過ぎが考えられ
ます。
シリンダー内にホコリが入って固まってしまった（固
着）り、異物が入り込んだ場合やシリンダー内が錆び
てきたときにも発生します。

シリンダーが落下してしまうことや、錠前ラッチが引き込
まれたまま出てこなくなる場合があります。
鍵の抜き差しができないなど、鍵を掛けられない状態に
なります。

メンテナンスの方法
メンテナンスを必要とする判断基準
シリンダー錠のぐら付きを確認してください。
シリンダーに鍵が差し込みにくくなったり、シリン
ダーに鍵を差し込めなくなってきたらメンテナンスが
必要です。

現象 3

●シリンダーのぐらつきには、取り付けビスを増し締めし
ます。
●鍵の差し込み不良には、鍵に鉛筆芯の粉やパウダース
プレーなどを塗布します。また、鍵穴の詰まりには、シ
リンダーを外して異物などを取り除くことが必要です。

ドア表面の塗装が劣化してきた
なぜこうなるの？（原因）

鋼板製品の場合、汚れを放置しておくと落ちにくくな
る場合があります。
表面が塗装仕上の場合、直射日光に長時間当ると紫外
線劣化により塗装の色落ち・変色がおこります。

メンテナンスを必要とする判断基準
表面に汚れがついてきたら早めに汚れを落としてくだ
さい。
色落ち・変色が発生して来たら早めのメンテナンスが
必要です。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
下地が浮き出て表面がザラ付いてきます。
さらに進行した場合、錆が発生しますので専門業者に
よる補修が必要になります。

メンテナンスの方法
●流水しながら柔らかい布で汚れを
洗い流します。
●流水で汚れが除去できない場合は、
中性洗剤を薄めて柔らかい布に十
分含ませてふき取ってください。
●次に柔らかい布でていねいに水ぶ
き・からぶきします。

よくある質問
ドア閉じ速度調整の方法は？
Ａ１．ドアクローザーの調整ネジは、ドアの開く区間（第１速度区間・第２速度区間およびラッチング区間）に対
応しています。それぞれ個別の調整ネジで調整しますのでどの区間の調子が悪いか確認します。
プラスドライバーで少しづつ回転（半回転前後）させて動きを確認します。速度が大きく変わりますので、
調整の速度に注意します。適正速度は、ドアの閉め始めから閉じ終わりまで５〜８秒程度です。

ドアクローザーから油が漏れていますが何？
Ａ 2． ドアクローザーは、油圧によって作動していますので油圧シリンダーの経年劣化によりパッキンなどから油
漏れが発生します。また、速度調整ネジやバックチェック調整ネジの締め過ぎでも油漏れが発生します。油
漏れの修理はできません。無理に調整しようとするとビスが飛び出し、ケガをする危険もありますので、早
めの交換をおすすめします。

玄関錠の電波が届きにくい時があるのですが？
Ａ 3．電気錠は電波式なのでどんな角度からでも遠隔操作ができますが、電波の
届く範囲は概ね約 3m までです。なるべくドア近くでのリモコン操作が誤
作動を防止します。また、壁や樹木などの遮蔽物により、電波が届かない
場合もあります。
ドア本体が電池式の場合、電池寿命前に電池の交換が必要です。リモコン
キーのボタン電池も弱ってくると電波が届きにくくなりますので、メー
カー指定の交換時期までに電池交換してください。

豆知識
玄関ドアの熱反りについて
断熱ドアは室内外で熱を伝えにくい構造になっているため、直接日差しが当るなど室内外の温度差によってはドア
の本体に反りが発生する場合があります。
（最大反り発生量は４〜５ｍｍ）
この反りは、
日差しの角度が変わるなど、
表面の温度差が小さくなると元に戻るため、
ドアの不具合ではありません。
本体の反りが発生してドアが閉まりにくい、またはすき間が発生して気になる時は、ストライク ( ラッチ受け）の
調整をします。

バックチェック機能について
最近のドアクローザーには、強風などでドアが急に開くのを緩和する
ためのバックチェック機能がオプションですが、徐々に付くように
なってきました。
ドアを開くとき、約 80 度以上からバックチェック機能が働きドアが
重くなります。
バックチェック機能の調整弁は、ドアクローザーの戸先側に付いてい
ます。バックチェック調整ネジは左右に 1 回転以上回転させないでく
ださい。
（左回転：軽くなる・右回転：重くなる）1 回転以上させま
すと製品の変形・液漏れをおこし、正常に機能しなくなる恐れがあり
ます。

約 80°

外部建具《サッシ・網戸》

障子はずれ止め

クレセント

戸車

サブロック

現象 1

サッシ・網戸がスムーズに開閉できなくなってきた
なぜこうなるの？（原因）

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）

サッシ・網戸戸車の劣化によって発生します。

メンテナンスを必要とする判断基準
サッシ・網戸の開閉時に異音が発生したり、重くなっ
てきたらメンテナンスが必要です。

そのまま使い続 ると、戸車がサッシレールを傷つけ
てしまいますので、早めに戸車を交換しましょう。
サッシレールが傷ついてしまってから新しい戸車に交
換しても、今度はレールによって戸車が傷つき、さら
にその戸車がレールを傷つけてしまい、最終的にサッ
シ本体の交換が必要になる場合もあります。

メンテナンスの方法
●サッシレールにゴミや水・ホコリなどがたま
っていたら掃除をして取り除いてください。
●建付け調整は、サッシ障子の下にあるプッシ
ュボタンを外し、戸車の調整ネジを回して戸
車の高さを調整してください。

現象 2

クレセントがガタついてきた
なぜこうなるの？（原因）

クレセントの取り付けビスの緩みや、クレセントの掛
かる位置がずれてくることによって発生します。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
クレセント本体が破損して、
鍵が掛からなくなります。

メンテナンスの方法
メンテナンスを必要とする判断基準
クレセント本体がグラついてきたり、クレセントの掛
かりが軽くなったり重くなってきたらメンテナンスが
必要です。

●クレセント本体がグラついてきたら、取り付けビスの増
し締めをしてください。
●クレセントの掛かりが悪くなってきたら、取り付け位置
の調整をしてください。
●サッシの建付けが悪い場合は、戸車の上げ下げで調整を
してください。

クレセントのメンテナンス方法はこちらも参照くだ
さい。

現象 3

網戸の網が切れてきた
なぜこうなるの？（原因）

網戸の劣化により縦糸や横糸が途中で切れたり、網に
物をぶつけてしまい糸が切れた場合におこります。

メンテナンスを必要とする判断基準
●網戸の糸が切れてきたらメンテナンスが必要です。

メンテナンスの方法
網戸の穴開きが小範囲の場合は、網をパッチワークのよ
うに張り付けます。
網の破れが大きくなってきたら網を交換します。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
●網戸の網が破れて穴が開き、虫が入ってくるように
なります。

よくある質問
サッシビートが剥がれてきたがどうしたらいいの？
Ａ1．サッシのガラスを押さえているサッシビートは劣化してくると、弾力性がなくなり途中で切れた
り縮んでしまうことがあります。サッシビートが縮んでしまうとビートの繋ぎ目が開きすき間が
発生し、この隙間から雨が入ってきてしまうことがあります。
すき間が小さい場合は、シリコンシーリングによってすき間部分をシールする補修ができます。
サッシビートが途中で切れたりすき間が大きい場合は住宅メーカーに修理を依頼してください。

複層ガラスに交換できますか？
Ａ 2．単板ガラス用のサッシにアタッチメント式の交換用複層ガラスが装着可能ですが、古いサッシで装着できな
いタイプもありますので住宅メーカーにご相談ください。
交換用複層ガラスには、６ｍｍの空気層 ( ３ｍｍガラス + ６ｍｍ空気層 + ３ｍｍガラス ) までを入れること
ができますが、それ以外も装着できるタイプもありますので住宅メーカーにご相談ください。

複層ガラスの中が結露した場合はどうしたらいいの？
Ａ 3．複層ガラスの空気層には外からの空気が入らないように加工してありますが、この加工に使用する封着剤
（シール剤）が劣化することで外部からの空気が中に入ってしまうと、水蒸気により内部結露が発生します。
この結露により複層ガラスの中に曇りが発生したり、結露した水分が下にたまってしまうこともあります。
なお、内部結露が発生した場合には、封着剤の部分的な補修や、吸湿剤の入れ替えなどはできないため、
複層ガラスを交換することになりますので、住宅メーカーに依頼をしてください。

豆知識
結露の『メカニズムと防止対策』について
窓ガラスやサッシ部分の結露は、室内外の温度差が大きく室内の湿度が高い場合に、自然現象として季節を問わず
発生します。したがって断熱サッシを使用しても室内外の条件によっては結露が発生する場合があります。
結露を抑えるためには、低温部分を作らず、室内の湿度をできるだけ低くすることが大切です。どちらか一方だけ
に気を付けても結露を防ぐことはできません。換気扇、窓を開けるなどして十分換気をおこない、湿った空気を外
に出すことで室内の湿度はぐっと下がります。

網入りガラスの割れについて
網入りガラスの中に入っている金網が、何らかの原因で錆びた場合金網の金属が膨らんでガラスが割れます。
ガラスの切断面は金属が露出していて錆びやすくなりますので、切断面を錆止め塗料で塗装しても経年劣化により錆
が発生します。
とくにガラス底辺の角部分は、サッシ枠の底辺部分に雨水などがたまり錆が発生しやすく割れる場合があります。

熱割れについて
窓ガラスに直射日光を受けると、照射された部分は吸熱のため高温となり膨張します。一方、周辺のサッシにのみ
こまれた部分や、影の部分はあまり温度上昇せず、低温のままになります。
この低温部は高温部の熱膨張を拘束し、結果としてガラス周辺部に引張り応力が発生します。この熱応力は、被照
射部と周辺部の温度差、すなわち板内温度差に比例し、ガラスのエッジ強度を超える引張り応力が発生すると熱割
れとなります。
ガラスが熱で割れることを「熱割れ」と呼んでいます。

外部建具《窓シャッター》
シャッターケース

スラット

スラット
操作レバー

操作スイッチ（電動の場合）

ガイドレール

現象 1

途中で止めても、ゆっくりと下がってくる、開閉が重い
なぜこうなるの？（原因）

メンテナンスの方法

バネの寿命が考えられます。また他の部品なども傷ん
でいることが考えられます。
（手動シャッター）

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
無理に使用を続けると故障の原因となります。

シャフトをグリスアップする。

ガードレール内にある古いモヘ
アを外し、新しいものと交換する。

バネシャフトの交換や全体の調整が必要です。手動シャッ
ターは 10 年程度で重くなり、開閉がスムーズにできなく
なります。電動シャッターは電動部品や消耗品の交換も必
要です。10年目を目処に作動調整、部品交換を行いましょう。
窓シャッターは10年程度で開閉が重くなったり、スムーズ
に動かなくなる場合があります。10年を目処に作動調性や
部品交換など、メーカーに保守点検を依頼しましょう。

現象 2

開閉時にキーキーと音が鳴る
なぜこうなるの？（原因）

ガイドレールに砂やホコリがたまったままになる
と、開閉が重くなり、ガイドレールに擦れることで
キーキーと音が発生します。途中で引っかかってい
ることが考えられます。

メンテナンスの方法

レール の 一 番 奥
に潤滑剤塗布

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使い続けるとモヘアがこすれて緩衝材とし
て機能しなくなり、風が吹いた時にシャッターがバ
タバタと暴れ、金属音が大きくなります。無理に使
用を続けると故障の原因となります。

ガイドレールに潤滑剤を吹きかけます。とくにガイドレー
ル内のモヘア部分には砂ボコリがたまりやすいので、その
ホコリをよく取り除き潤滑剤（シリコンスプレー）を塗布
します。

現象 3
なぜこうなるの？（原因）

メンテナンスの方法
メンテナンスの方法

シャッターの表面部分は、一般的に塗装鋼板です。そ

錆を発生させないためには、水洗いやふき掃除など日

のため海の近くでは、シャッターの表面が錆びやすく

頃のお手入れが必要です。海岸エリアでは潮風により

なります。お手入れをせずに放っておくと錆が広がり

建物の金属部分に塩分が付着し、錆が発生しやすくな

ます。

ります。雨のかからない部分は塩分が流されず、堆積
しやすくなるので、こまめな水洗いが必要です。シャ
ッターボックスの内部には水をかけないでください。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
放っておくと、錆が広がってしまい、シャッター本体の
スラット部分の表面が水ぶくれのように浮き上がりま
す。このような状態になると補修はできず、スラット部
分の交換が必要になります。

故障の原因とな
ります。

よくある質問

Q1 日頃のお手入れについて
シャッターはいつもきれいにしておく事が錆びさせず（腐食させず）長持ちさせる一番の方法です。3ヶ月に
一度くらい、柔らかい布で水ぶきして表面のホコリをふき取ります。落ちにくい汚れは中性洗剤をスポンジ
や柔らかい布につけて落とします。その後は洗剤をよく洗い流してください。硬いブラシやたわしを使うと、

Q2 手動を電動にしたいのですが？
Ａ２．各住宅メーカーで対応品を用意しています。ご相談ください。

Q3 シャッターを長持ちさせるコツは？
Ａ 3．手動シャッターを開閉する場合は、シャッターの中央部分を持って開閉してください。端を持って開閉する
3．
とバランスが悪くなり、しだいに閉まりが悪くなります。シャッターは機械製品ですので、基本的には毎日
開け閉めをして動かしていただいたほうが長持ちします。
また、シャッターを長時間にわたり聞け閉めしない場合、シャッターボックス内に虫や鳥、コウモリなどの
小動物が入り込み巣をつくることがあります。

CjK マークとは
長期使用対応部材（CjK 部材）とは、長期にわたってメンテナンスを容易にする為に互換性をもたせた
部品 · 部材です。
部材・部品の寸法を標準化することで、仮に部品が壊れても、同じ寸法で規定された部品があればそれを代替品とし
て交換することが可能となり、
大掛かりなメンテナンスや壊れたまま不便な生活するといった課題が解決されます。
大手住宅メーカー、
建材メーカー、
住設メーカーで構成されている
「長期使用住宅部材標準化推進協議会」
では、
メンテナ
ンス部品を長期的に交換していくために、
その寸法規定を部品ごとに行い
「CjK部材」
として標準化を推進しています。

豆知識

海岸に近い地域では、潮風により建物の金属部分に塩分
に水洗いをして塩分を除去する必要があります。とく
に雨がかからないバルコニー下などは塩分が流されず、
堆積しやすくなっています。海岸近くの建物では 5 年
程度で錆びて表面部分（スラット等）の交換が必要な場
合があります。

落雷での動作不良について
近くで落雷があると、何かの拍子で電気がシャッターまで流れ込むことがあり、スイッチボックス内のヒューズが
飛んだり、モーターが壊れたりすることがあります。この場合はメーカーでの修理が必要となります。

電動シャッターが下りすぎてしまう。下りきらない
リミット調整が狂っていると適正な位置でシャッターが止まらなくなります。このような場合は、リミット調整を
行い直します。リミット調整の方法についてはメーカーにお問い合わせください。

電動シャッターのシャッターボックスの内部には水をかけない
ホースなどでシャッターボックスの下部から、シャッターボックスの内部に向けて水をかけないでください。電気
部品が漏電や故障する恐れがあります。

停電時の電動シャッターの使用方法
電動シャッターは、停電時には当然動かなくなります。
その際は、手で開閉することができない機種もあります。
取扱説明書を事前にご確認ください。

室内《クロス》
現象 1

クロスの継ぎ目に隙間が開いてきた。端が剥がれてきた

なぜこうなるの？（原因）
経年変化により、クロスが縮んだり、下地の
木が湿気や乾燥で伸縮する事でクロスも引張
られて継ぎ目が開き、隙間が生じてしまうこ
とがあります。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
継ぎ目や端の剥がれをそのまま
にしておくと、剥がれた状態で
癖が付き、元に戻らなくなりま
す。このようになると、クロス
の貼替えが必要となります

メンテナンスの方法
❶クロスの隙間をすきまシールにて充填する。
❷はがれた部分は紙が硬くなっているので、
ドライヤーなどで柔らかくして、クロスの
りで貼り付けます。

現象 2

クロスの表面にしみや変色が目立つようになってきた

なぜこうなるの？（原因）
結露水や水跳ねなどによる濡れを繰り返すと
表面が変色してきます。スイッチ周りなどは
手垢で汚れが目立ちます。また、５年くらい
すると、表面が色やけをおこします。

メンテナンスの方法
汚れは水または中性洗剤の薄め液をスポンジ
などに浸してよく、絞り、こすらずに軽くた
たいて落とします。表面が凹凸のクロス（エ
ンボス）には、歯ブラシが効果的です。凹凸
をつぶさないようにしましょう。10 年くらい
したらクロスの模様替えも検討しましょう。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
特に台所などでは、油煙が全体
的に汚れとしてこびり付いて、
表面をクリーニングしてもまだ
らになってしまいます。こうな
ると貼替えが必要です

よくある質問

Q1 クロスの日頃のお手入れは ?
Ａ１．天井や壁には、ホコリが付きます。そのままにしておくと、黄ばみや黒ずみが発生し、汚れが落ちにくく
なります。日頃は、はたきでホコリを落とします。ポリプロピレン製のポリバタキにて静電気でホコリを
吸着する方法が効果的です。月に 1 度はポリバタキをかけてください。ビニール製のクロスはよく絞っ
た布などで水ぶきや中性洗剤でふき掃除をします。

Q2 タバコのヤニ汚れやカビ汚れは落とせますか？
Ａ２．タバコのヤニは中性洗剤で落とせますが、時間が経過した重度のヤニ汚れは、壁全体が黄ばみクロスの中
にヤニがしみ込み、なかなか落とすことはできません。また、カビ汚れはカビ取り剤を付けて、しばらく
置いて水ぶきしておけば汚れを取ることができます。

豆知識

一般的にクロスの廃番後のメンテナンス部材は
メーカー在庫 1 〜 2 年です
クロスの材料在庫は廃番から 1 〜 2 年程度になります。クロスメーカーでは長期間在庫を持つことができないため、
保証期間内でも材料を供給することができない場合があります。その場合は部屋一面の貼替えとなります。また、
材料が供給される場合でも数年経過すると、色焼けなどで部分貼替えをしても色違いが発生するため、壁一面また
は部屋一面の貼替えが必要です。

ジョイントコークの多用はやめましょう
ジョイントコークは本来、回縁や巾木などクロスと他部材の見切り
部分にクロス施工前に、あらかじめ施工するものです。完成後に隙
間隠しに多用する場合はデメリットも考えなければいけません。と
くに巾木とクロスの隙間に打設すると、べたついている部分にゴミ
やホコリがついて、汚れが目立ったり、経年で黄変し、ジョイント
コークが目立つようになります。

クロスの切り貼り補修はやめましょう
クロスの部分補修で、補修部分を四角にカットして新しいクロスを貼る補修はやめましょう。補修当初はきれいに
直ったように見えますが、徐々につなぎ目が目立ち黒ずんできます。

室内《フローリング》
現象 1

床の表面が変色し、膨れが出てきた

なぜこうなるの？（原因）

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）

洗面所や台所などで、床が水に濡れた状態が長く
続くと、木が水を吸って変色や膨れをおこします。
こぼしたり、はねたりした水はすぐにふいてくださ
い。また、洗面所の足ふきマットやキッチンマット
はこまめに干してください。また、観葉植物など
室内での水やりには充分注意してください

長期間水に濡れていると表面の剥がれや反りが発生します。このよう
な状況になると取替えが必要となります

メンテナンスの方法
変色だけであれば、そのまま使用できますが、
反りや表面の剥がれが発生した場合は貼替が
必要です。
貼替え方法については、部分貼替えと全体貼
替えがあります。部分貼替えは費用を安く抑
えることができますが、合板のジョイントに
ある「さね」の部分をカットしますので浮き
や床鳴りの原因にもなりますので注意が必要
です。

現象 2

表面が日焼けでささくれてきた

なぜこうなるの？（原因）

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）

窓のそばの直射日光が当るようなところは、
表面が劣化しやすく、塗装が剥がれたり、表
面にひび割れが発生します。ワックスなどの
お手入れを怠ると早い時期にひび割れなどが
発生します。

表面の塗装面に細かいひび割れが発生し、それを放っておくと、フロー
リング本体のひび割れへと進行します。ワックスには表面に光沢を出
し美しく見せる美観効果の他にワックスが膜をつくり、キズや劣化に対
して床を保護する役目があります。定期的にワックスをかけましょう。
直射日光を避けるためにカーテンをすることも有効です。

メンテナンスの方法
部分的なささくれは補修可能ですが、全体的
に日焼けやささくれが発生した場合は、フロー
リングの貼替えが必要です。直射日光や経年
による劣化を防止するためには、ワックス掛
けが大事です。１年に１回はワックスをかけ
ましょう。
（美しさを保つためには 3 〜 6 ヵ月
に一度実施されることをおすすめします）

よくある質問

Q1 ワックスのかけ方を教えてください
Ａ１．ワックスは３〜６ヶ月に一度、お天気のいい日に掛けてください。掛ける前には掃除機と水ぶきで床をきれ
いにし、よく乾燥した後、樹脂タイプのワックスをバケツにとり、モップや雑巾を浸して、できるだけ薄く
広げます。手で触って乾いていたら歩いても大丈夫です。
通常は重ね塗りで大丈夫ですが、
5 年に 1 回は剥離剤で表面を剥がして塗り直しをおすすめします。ノンワッ
クス仕様のフローリングは住宅メーカーに相談してください。
専用のワックスを用意している場合があります。

Q2 床のキズの補修方法は？
Ａ２．フローリングは、ワックスをかけていると保護被膜で、キズがつきにくくなります。それでも物を落として、
キズや陥没ができた時には「フローリング補修材」で補修します。表面の色が剥がれただけならペンタイプ
の塗装用修正材を塗るだけで出来上がりです。凹みがある場合は「クレヨンタイプ」のフローリング補修材
をすり込み、はみ出した補修材をへらですきとります。凹みが深い場合は、
「パテタイプ」のフローリング
補修材で補修します。パテを埋めてへらで平らにした状態で 24 時間程度放置し、その後表面を細かい紙や
すりで磨きます。仕上げに「ペンタイプ」の塗装用補修材で木目を書き込めば完了です。

①

②

①フローリング補修材をすり込む
②はみ出した補修材をへらですき取る
③仕上げにペンタイプの塗装用補修材
で木目を書く

③

豆知識

キャスター付きの椅子を使用する場合の注意 ( 床の保護）
キャスター付きの椅子を使用する場合は繰り返し床面を転がすことで表面材を剥がしてし
まいます。表面保護のためにも敷物をしいた上で椅子を利用しましょう。

床材の目隙について
「床暖房用フローリングは、温度湿度変化の一番激しい部位ですので、使用時に乾燥して収縮し隙間があきますが、
異常ではありません。温度変化により木が収縮するからです。同じ理由で夏と冬によって目地の隙間が違う場合が
ありますが、これも異常ではありません。

室内《畳》

よくある質問

Q1 畳のお手入れは？
Ａ１． 1．電気掃除機は畳の目に沿ってゆっくり軽く触れる感じで何度か同一部分を往復させ
てかけてください。
2．雑巾をきつくしぼってふいてください。水分の多い雑巾でふくと畳の光沢がなくな
ります。
3．直射日光は畳表の変色を招き、傷みを早めますからカーテンや障子などで遮ってく
ださい。
4．畳の上にはなるべくジュータンなどを敷かないでください。畳の呼吸を妨げカビ、
虫などが発生する原因となります。
5．梅雨時期などの湿度の多い時期は、カビ発生防止のため除湿器の使用をおすすめし
ます。また、和室に洗濯物を干すのは湿度が上がるため避けましょう。
6．冬期は加湿機での加湿しすぎに注意しましょう。カビの発生を招きます。

Q2 畳干しの時期は？

日陰干し

Ａ２． 畳は春、秋の晴れた日に日干しで乾燥させるこ
とが湿気をとる最も良い方法ですが、無理な場
合には、畳を少し持ち上げ床と畳の間に空き缶
などを挟み込んで裏面に風を流し込む方法もあ
ります。

Q3 畳の交換費は？
Ａ３． 畳の交換費は畳の厚さ・種類により価格が異なってきます。

天日干し

現象 1

畳の色あせ

なぜこうなるの？（原因）
日焼が原因で色あせすることが一般的です。

メンテナンスを必要とする判断基準
紫外線による劣化、畳のささくれを目視によ
り確認した場合には、メンテナンスをおすす
めします。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
畳表面が傷み、ささくれから粉状になり掃除が困難になります。

メンテナンスの方法
表替えもしくは新畳に交換
してください。

豆知識

シミ
クレヨンがついた ⇒
クリームクレンザーをごく少量、乾いた布につけ丁寧にこすってください。
畳にカビがはえてしまった ⇒
消毒用エタノールを布に浸みこませてふき取ってください。
醤油をこぼした ⇒
こぼした上に小麦粉、ベビーパウダーなどをふりかけ、粉末に吸い取らせ、掃除機で吸引してください。
灯油、おしっこをこぼした ⇒
粉末の洗剤・クレンザー・塩・小麦粉などをふりかけてください。

カビの発生原因と除去方法
①最初に、固く絞ったタオルで、カビをふき取ってください。乾いたタオルでふくと、カビの胞子を発散させ
ることになります。
②消毒用エタノールをたっぷりと浸したタオルで、畳の表面をふきます。消毒用エタノールは、揮発性が高く、
畳にシミが残りにくいので、思い切ってタオルに浸してください。
※消毒用エタノールは濃度が高いので、酔わないように窓を開け、お部屋の通気を良くして行ってください。
※畳の通気と合わせて行えば、さらに効果的です。

ダニの発生原因
1．掃除をマメにしない。
2．畳の上にジュウタンやカーペットの重ね敷きをする。
3．窓を密閉し室内に風を入れない。
4．水分を多く含んだ雑巾でふき掃除をする。
5．加湿器の過剰使用をする。

0.1 〜 1mm

室内《内装建具》
現象 1

開き戸

傾き、先端の垂れ

なぜこうなるの？（原因）
長期使用による丁番のネジの緩み、
および日射や冷暖房などによる扉の
反り・変形により発生します。

メンテナンスの方法
丁番による建付け調整を行い
ます。調整方法については、
住宅会社のお手入れガイドな
どを参照ください。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
扉が枠などにこすれるた
め、周囲の化粧材をキズつ
けてしまい、補修が簡単に
できなくなります。また扉
が脱落する危険性もありま
す。

現象 2

開き戸

ラッチの破損、ハンドルの破損
なぜこうなるの？（原因）

メンテナンスの方法

部品固定のネジが緩んだまま開閉したり、無理なハン
ドル操作の開閉による衝撃で長期間使用していると
ラッチやハンドルが破損します

②調整できない場合はハンドルおよびラッチの交換に
なります。
ラッチ

ハンドル

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）

固定ネジが緩んだ状態

そのまま放置しておくと錠本体の破損や、ドアが開か
なくなる可能性があります。
①ドライバーなどで固定ネジ
を締め付けます。

＊一般的に耐用年数は10年となっております。使
用頻度によってはお早めの交換をお勧めします。

現象 3

引き戸

引き込み力調整付ソフトクローズ
機構の破損

なぜこうなるの？（原因）
経年で下レールの波打ちや扉の戸
車へのゴミなどで動きが悪くなり
回転不良がおこります。
逆にソフトクローズ機構に潤滑剤
などを塗布すると破損する恐れが
あります。

メンテナンスの方法
日頃は戸車のゴミなどの除去、
清掃を行ってください。レー
ルが波打っている場合は住宅
会社に相談してください。ま
た、ソフトクローズ機構に潤
滑剤はかけないでください。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
●引き戸が最後まで閉まら
なくなる。
●引き戸のブレーキが効か
なくなる。
以上の現象が調整しても
直らなくなる

最後まで閉まらない
ブレーキが効かない

現象 4

引き戸

戸車の破損、ずれ、戸の反りねじれ
なぜこうなるの？（原因）

経年による温度や湿度の変化で扉に変形がおこりま
す。また戸車にゴミが溜まったり、戸車の摩擦により
動作不良をおこします。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま放置しておくと戸車やレールの破損の可能性
があります

メンテナンスの方法
引戸を枠から外し戸車やレールの清掃をしてください。
レールが変形している場合はレールの交換が必要です。

よくある質問

洋室建具表面やレバーハンドルのお手入れ方法は？
Ａ１．洋室建具の表面材は塩ビシート貼りの扉が多く使われています。日頃は柔らかい布でからぶきします。汚れ
が目立つ時は住まいの洗剤をぬるま湯に薄めて固く絞った布でふき取ります。
その後、表面に付いた洗剤をよくふき取ってください。シンナーやベンジンなどの溶剤は絶対に使用しない
でください。変色や変質の原因になります。
レバーハンドルも扉表面と同様に柔らかい布でからぶきしてください。汚れが目立つ時は住まいの洗剤をぬ
るま湯に薄めて固く絞ってふき取ります。

障子の張替えはどのようにするの？
Ａ２．紙障子はヘラやカッターなどで剥がすと下地がキズつきますので、水分を利用して静かに剥がした後、澱粉
糊または張替用の糊で貼ってください。樹脂シート貼りの障子の場合、アイロンで貼るタイプの障子紙は樹
脂が溶ける恐れがありますので使用しないでください。

開き戸を閉めると、家中が響くのはなぜ？
Ａ３．気密性が高い住宅構造でおこる現象です。冬場の家中締め切った状態では特に強く感じると思います。但し
24 時間換気の仕様になった以降は建物全体の空間がつながっているので以前に比べて響く音は緩和されて
いると思います。
対策としては
１）各部屋の換気口を有効に使う（換気口を開けて流通を良くする）
。
２）室内のドアにもドアクローザーを付けて最後の閉まりをゆっくりと閉まるように調整する。

豆知識

襖紙の変色について
襖の張替え時期は部屋の使い方にもよります。５年が一般的ですが、タバコなどで変色がひどい場合と、きれいに
使用した場合とで±２年程度の差があります。襖紙の変色は、一般的なタバコなどの変色または下地から影響を受
ける変色と表面の変色とがあります。下地からは、襖紙の糊に混入した微生物などの死骸による変色、表面は襖紙
に付いた虫の死骸や排泄物に黴が発生し変色します。
居室と廊下・ホールとの温度差やエアコンの風が直接吹き付けることによる襖表面の結露、または湿気を多く含ん
だ温風暖房機が襖表面に水分を与えて変色を助長します。

ドア取っ手の錆や変色について
ドアの取っ手はメッキされています。酸性やアルカリ性の洗剤や漂白剤、シンナーなどの有機溶剤、ブラシなどの
硬いものを使用するとキズつきや塗膜剥がれ、変色の原因になります。日頃のお手入れは乾いた柔らかい布または
化学雑巾でからぶきしてください。ひどい汚れや落ちにくい汚れは中性洗剤を薄めて固く絞った雑巾でふき取って
ください。
①指輪および硬質なものでキズを付けないようご注意くださ
い。塗膜剥がれの原因となる場合があります。
②汚れ落としには中性洗剤以外の洗剤・漂白剤・シンナーな
どでふかないでください。変色・剥がれの原因になります。
③お手入れの際に洗剤や水分が残らないよう、最後は必ず柔
らかい布でからぶきしてください。

× 酸性やアルカリ性の洗剤

（トイレ用洗剤や住宅用洗剤など）
× 漂白剤
× シンナーなどの有機溶剤
× ブラシなど硬いもの

住宅設備《給水・給湯管》
ヘッダー工法

給湯器
給湯ヘッダー

給水ヘッダー

水道メーター

ヘッダー工法：継ぎ手がヘッダー
部と水栓端のみとなり、従来の先
分岐工法に比べ大幅に少ない工法

給湯器

先分岐工法
水道メーター

分岐継ぎ手

先分岐工法：給水管・給湯管ともに、
各水栓に至るまでに多くの分岐継
ぎ手が必要となる工法

現象 1

キッチン、洗面などのキャビネット内部からの水漏れ

なぜこうなるの？（原因）
配管接続部のパッキンが劣化などにより切れ
ることにより漏水します。

メンテナンスを必要とする判断基準
キッチン・洗面の扉内に水漏れを確認したら
すぐに修理を行ってください。

現象 2

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
キッチン・洗面化粧台の床が湿気で腐ることもあります。

メンテナンスの方法
●漏水箇所の部品交換。
●器具本体の交換。
●専門業者または住宅メーカーのサービスに依頼してください。
●各部パッキン類の交換 3 〜 5 年

床下配管からの水漏れ

なぜこうなるの？（原因）
配管の接合部かヘッダー本体と配管が経年劣
化することにより漏水します。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
床下での漏水は床下が水びたしになります。

メンテナンスの方法
メンテナンスを必要とする判断基準
目視により漏水を確認した場合、メンテナン
スをしてください。

●漏水箇所の部品交換。
●ヘッダー本体の交換。
●専門業者または住宅メーカーのサービスに依頼してください。

よくある質問
水道の水漏れ修繕費、有償と無償の範囲があるの？
Ａ１．漏水している箇所により無償（水道局負担）の場合があります。
有償（住まい手負担）と無償（水道局負担）の区分は、図の通りです。
宅内であっても止水栓と量水器（水道メーター）は、水道局の財産になるので水道局へご相談ください。
ただし、メーターボックスは住まい手の財産ですので、破損などは有償となります。

市水道局負担

住まい手負担
メーターボックス
（住まい手の財産）

給水装置（住まい手所有）
メーター（量水器）
止水栓（市水道局財産）
市水道局の管理区分

住まい手の管理区分

お湯の出る量が季節によって変わるのはなぜ？
Ａ２．ガス給湯機の場合は、給湯機の出湯能力は、
「16 号」
、
「24 号」などの「号」という単位で表現されます。
「号」
の定義は、
「1 号」＝２５℃上昇のお湯を１分間に１リットル作ることのできる能力となります。
水道水の温度は季節により変化しますので、
給湯機への入水温度が異なると出湯温度を一定温度とした場合、
出湯量は変化します。出湯温度を同じ温度にした場合、入水温度の高い夏は出湯量が多くなり、冬は少なく
なります。

シャワーを止めて再び使用すると水が出てくるのはなぜ？
Ａ３．『冷水サンドイッチ現象』と呼ばれるもので、給湯温度を設定できる給湯機に見られる現象です。機械内
でお湯と水の微妙な温度を検知し、設定温度になるよう内部で混合し出湯しています。蛇口を閉めると火
傷防止のために、混合水が 100％水（冷水）に切り替わるために、再度出湯する際にこの冷水をはさんだ
形になるのです。

豆知識

ヘッダー配管の耐久性
給湯ヘッダー
MB

給
湯
器

給水ヘッダー

キ
チ
ン

ト
イ
レ
浴
室

洗
面
室

ポリブテン管や架橋ポリエチレン管は古くから欧州で採用され数多くの
実績があります。日本国内でも約 30 年の採用実績があります。耐食性
に優れるため一般的な金属配管に比べて長期耐久性が期待でき、一部の
文献によると 50 年以上の耐用年数が期待できると言われています。サ
ヤ管ヘッダーのベターリビング認定商品を販売する昨今では業界団体の
文献によると、実績や安全率を考慮した上で耐用年数 30 年、パイプの
更新時期は 25 〜 30 年が推奨されています。
サヤ管

洗
濯

さや管ヘッダー工法の概念図

樹脂配管

給湯・温水器の凍結対策はご存知ですか？
【給湯機】

予防策 1
ガス給湯機の電源プラグは抜かないで！
1．ガス給湯機内の凍結予防ヒーターや循環ポンプが凍結の危険のある気温近くになると
自動的に作動します。電源プラグを抜くと作動しないため電源は絶対に抜かないでく
ださい。また、運転スイッチ「入．切」に関係なく凍結予防します。
但し、給水．給湯配管や給水元栓、風呂配管などの凍結防止はできません。
2．露出している部分は必ず保温材などを巻いているか確認してください。
3．追い焚き付き風呂釜の場合、浴槽に残り湯を残す。（循環アダプターより５㎝上まで）

予防策 2
冷え込みが厳しいときは通水処置を！
凍結を防ぐため以下の処置をしてください。
ガス器具だけでなく、給水・給湯管、元栓なども同時に凍結防止ができます。
ガス給湯器の通水方法
1．リモコン電源を「切」にする。
2．ガス給湯器のガス栓を閉める
3．給湯器を開いて少量の水を流したままにする。（１分間に 400cc・太さ 4mm 程度）

【電気温水器】

エコキュート

温水器

予防策 3
1．温水器本体は、凍結防止機能がついているため凍結しません。
2．フルオート機種の場合は冷え込みが厳しい場合は、浴槽の水をはったままにしてくだ
さい。（循環して風呂配管の凍結を防ぎます。）
3．お出かけの際は、電源を切らないでください。また、長期不在時で電源を切る場合は
水を抜いてください。
4．給水・給湯配管は、保温材で凍結予防工事を行っていても外気温が０℃以下になると
凍結することもあります。そのため冷え込みが厳しい場合はリモコンで湯温を水に 設
定して給湯栓を少し開いて水を出したままにすると配管の凍結を防止できます。
（１分
間に 200cc 程度）
5．常に凍結が予想されている場合は凍結防止ヒーターを配管に巻くことが有効対策です。

住宅設備《排水管》

敷地境界
道路

宅地内
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管
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現象 1
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排水の流れが悪い、詰まる

なぜこうなるの？（原因）
キッチンから流れ出た、油脂と石鹸の混ざっ
たものが冷え、スポンジ状のカスや、洗面な
どから流れ出た髪などが絡み配管内部に付着
します。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
その結果、排水不良、溢水を起こす原因となってしまいます。

排水管洗浄前

メンテナンスの方法
・専門業者による高圧洗浄機での洗浄が必要で
す。圧力を高めた水を専用のノズル先端から
放出し、その高圧水の勢いにより排水管の内
側に付着した汚れを洗い落とします。排水の
流れが悪いと感じたとき。また悪臭がしてき
たと感じたときには排水管洗浄を行いましょ
う。

排水管洗浄後

よくある質問
日常の注意点は？
Ａ１．天ぷら油や多量の熱湯を、直接排水口に流さないでください。排水部品が変形したり、排水管にゆるみが生
じ、水モレや、油脂がたまって詰まりの原因になることがあります。排水口にゴミ、頭髪、油分、化粧品剤
などを流さないように注意し、汚れた水を流した後は、比較的きれいな水をたくさん流す習慣をつけてくだ
さい。汚れを落とし、つまりや悪臭を防ぐためにも、パイプ洗浄剤を定期的に使用されることを、お奨めし
ます。

浄化槽の注意点は？
Ａ２．浄化槽内に塩素系漂白剤、アルカリ性洗浄剤、酸性洗浄剤が多量に流れ込むと、浄化槽内の微生物が死んで
しまい、浄化性能が損なわれることもありますので、注意書きを確認してください。

排水管が詰まった場合はどうすればよいですか？
Ａ 3．詰まってしまったら、パイプ洗浄剤・吸引カップ・ワイヤ差し込みなどの方法がありますが、改善しない場
合は業者による分解清掃が必要となります。

豆知識
排水ますは、1 年に 1 回程度点検を
浴室、キッチン、洗面所の排水が入り込む排水ますは、油分、石鹸カスなどが付着しやすいので、1 年に 1 回程度
はふたを開け、ホースで水を流して排水状態が良好かをご確認ください。また、土中の排水管を造園などで掘り起
こしてしまうと、紫外線劣化の原因となりますので注意してください。

梅雨や台風前は、雨水ますのゴミや泥を取り除く
雨水ますのふたに穴が開いているのは、敷地表面にたまった雨水を集
めるためです。雨水と一緒に砂、泥、枯葉が流れ込み、ますの底には
泥がためられるようになっています。雨水がたまる梅雨や台風シーズ
ン前には、ふたを開けてゴミバサミやスコップでゴミや泥を取り除き
ましょう。雨水ますに泥などが多量にたまると、配管の中に流れ込ん
で排水不良の原因になります。排水不良になってからの配管掃除は大
変な作業になりますので、お手入れは定期的に行いましょう。

泥溜め
ふたが 開きにくい場合は、ふ
たの穴に釘抜き（バール）の
先の曲がっている方を差し込
み、
上に上げると楽に開きます。

太陽光発電システム
太陽電池

分電盤

パワー
コンディショナ

接続ユニット
電力量計

太陽光発電システム
太陽光を利用して発電するシステムで、中心となる太陽電池と、パワーコンディショナなどの周辺機器で構成される。
・ 太陽電池
太陽光発電システムの中心となるもので、太陽の光エネルギーを吸収して直接電気に変換するエネルギー変換器。
構成単位によって呼び方が変わる。
・ セル
太陽電池の基本単位で、太陽電池素子そのものをセルと呼ぶ。
・ モジュール
セルを必要枚数配列して、屋外で利用できるよう樹脂や強化ガラスなどで保護し、パッケージ化したもの。
モジュールは、太陽電池パネルとも呼ばれる。
・ アレイ
モジュール（パネル）を複数枚並べて接続したものをアレイと呼ぶ。
・ 接続ユニット
太陽電池からの直流配線を一本にまとめ、パワーコンディショナに送るための装置。
・ パワーコンディショナ
太陽電池で発電した直流電力を交流電力に変換するための装置。
・ 住宅用分電盤
家の配線に電気を分ける装置。
・ 電力量計
電力会社への売電力量（余剰電力量）や、電力会社からの買電力量（受領電力量）を測定するための装置。

よくある質問
パワーコンディショナの寿命は？
Ａ１．パワーコンディショナは 10 〜 15 年が寿命と言われているので、設置後 10 年に一度点検し、必要に応じ
て取り替えてください。(*1)

太陽電池パネル（モジュール）の寿命は？
Ａ２．表面が強化ガラスで保護されているモジュールの場合、寿命は 20 年以上と言われています。また、太陽光
発電システムには、駆動部分がないので、他の発電システムに比べて長寿命でメンテナンスも簡単です。
「ホコリが付いて、発電能力が落ちるのでは？」との懸念もありますが、たいていの場合、汚れは雨によっ
て自然に流れます。何年かに一度、業者に定期点検を依頼すれば安心です。(*1)

夏より春・秋の方が発電効率がいいのは何故？
Ａ３．発電量に最も大きく影響する要因のひとつが日照量であり、この日照量は季節によって変わります。
また、
太陽電池は温度が高いときは変換効率が少し低くなる性質があります。夏季の日照量が多い時期より、
5 月ごろの比較的涼しい時期に発電量が多くなるケースも見られます。
（*2）

太陽電池パネル（モジュール）下の屋根材は
メンテナンスできないが大丈夫？
Ａ４．太陽電池パネル（モジュール）の陰になる瓦 ( 屋根材 ) は、直接日射が当らなくなるため、通常より劣化が
遅くなる可能性があります。
（屋根材のメンテナンスについては 18 〜 33 ページを参照ください）
既存の建物に太陽光発電システムを搭載する場合は、屋根の構造や屋根材の劣化状態によって、補強や屋根
材の補修､ 葺き替えが必要な場合もありますので、建築の専門知識を持った住宅メーカーにご相談ください。

停電時にも電気は使える？
Ａ５．停電時にはパワーコンディショナの運転は停止しますが、自立運転機能付きパワーコンディショナーを使用
している場合、昼間天気が良ければ非常用コンセントを使ってある程度の電気を使用することができます。(*1)
いざという時に備え、非常用コンセントの位置を知っておきましょう。
*1：太陽光発電協会 Q&A：一般住宅編より
*2：独立行政法人 産業技術総合研究所「実環境における発電量」より

豆知識

太陽電池パネル（モジュール）の寿命について（実績）
兵庫県神戸市六甲アイランドに設置された太陽電池は、約 15 年経過した後、目立った材料劣化はなく、仕様
どおりの出力性能（公称最大出力の 90％以上）と絶縁性能を有していることが確認されています。

専門業界団体について
一般社団法人 太陽光発電協会（ＪＰＥＡ） 1987 年設立
公益・関連機関・団体、太陽電池セル、モジュールメーカー、周辺機器・部品・素材メーカー、電力・エネル
ギー企業、販売・施工企業等 132 社・団体が加盟、太陽光発電に関する利用技術の確立、普及促進等を目的
に活動している。 ホームページ：http://www.jpea.gr.jp/

床暖房

温水タイプ

電気タイプ

現象 1

温水床暖房の劣化

なぜこうなるの？（原因）
床暖房パネルの劣化。
（床暖房が暖まらない）

メンテナンスを必要とする判断基準
コントローラーに不具合表示。
（作動しない）

現象 2

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
部品交換もしくは本体交換。

メンテナンスの方法
●定期点検（不凍液などの交換）をおすすめします。
●ボイラーの交換は 10 年ぐらいが目安です。

電気床暖房の劣化

なぜこうなるの？（原因）
床パネルの不具合。
（電熱線の不具合で床が暖かくならない）

メンテナンスを必要とする判断基準
コントローラーに不具合表示。
（作動しない）

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
コントローラーの部品交換。

メンテナンスの方法
●コントローラーを点検し消耗部品の交換をおすすめします 。
（10 年に一度ぐらい）

よくある質問
不凍液が腐ることはないのですか？ また交換サイクルは？
Ａ１． 床暖房の中に入っている暖房水は通常真水ですが、時々黄色くなったり黒ずんだりしますが腐りません。
給湯器には凍結防止機能（ヒーター・ポンプ循環・燃焼）が付いていますが、気温が下がる地域や寒冷地
では、不凍液を入れて使います。
また、10 年ぐらい前から床暖房の配管は樹脂管に変わっています。
交換サイクルは通常品で 2 〜 3 年で交換、ロングライフ品で 10 年です。

ガスから電気に変更しても使えますか？
Ａ２． ●機械の交換はガス⇒電気へはできます。

●床暖パネルの交換はガス⇒電気へはできません。
ガス暖房は床パネルに温水が廻りますが、電気タイプは床材（フローリング材）に電熱が入っているため方
法が全く異なるため使用できません。

エコジョーズって最近よく聞きますが？
Ａ３．エコジョーズとは、従来排気ガスとして空気中に捨てられていた排気熱を 2 次熱交換器で回収する技術の
ことです。この技術を利用した潜熱回収型のガス給湯機器を、エコジョーズ給湯器と呼んでいます。ムダに
していた約 200℃の排気熱を回収して 50℃になるまで再利用して熱効率 95%を実現しています（従来品
給湯器の熱効率は 80%）
。ガスの使用量が減り家計にもやさしく、CO2 の排出量も低減されるエコな給湯
器です。近年主流になってきており、給湯器の交換時におすすめの商品です。既存給湯器からの交換に際し
ては、交換取付費用が必要となりますので、住宅メーカーへ相談してください。

豆知識

寒冷地域での不凍液交換について
熱源機メーカーの指定に従って不凍液は 3 年に 1 回程度交換してください。不凍液は寒冷地になるほど粘性
が高くなり、何年も取り替えないでいると配管詰まりの原因になります .

故障（床が暖まらない場合）の確認方法
1. すべてのリモコンで操作できない時には、電源コンセントが抜けていないかを確認してください。
コンセントを一旦抜いて再度接続してください。
それでもスイッチが入らない時には修理をご依頼ください。
2．コントローラは１分間以上の停電があると、記憶しているカレンダー・時刻の設定が消えてしまいます。
カレンダー・時刻設定が消えると、運転のボタンが動作しなくなります。
3．床暖コントローラに直射日光や他の暖房器具の温風があたっていないかを確認してください 。
室温センサー付きの床暖コントローラーの場合は、正しい室温が検知できなくなります。
4．コントロールパネルにエラー表示がないかを確認してください。
温水のサーキュレーションが規定外だったり、センサー類が壊れているとエラーを表示します。
5．試運転あるいはテストモードで運転して暖まらないかを確認してください。
室温に関係なく強制運転します。
温水のサーキュレーションが規定外だったり、センサー類が壊れているとエラーを表示します。
6．床暖の上に直接カーペットやソファーを置くと熱こもりが発生し、床が変色する場合があります。

取扱説明書と故障内容の確認の方法
（エラーコードの確認）
故障で修理が必要な緊急時にでも、まずは故障状況を再
確認してみると
【故障ではない】
場合も少なくありません。
まずは、取扱説明書の「故障かな？」の部分を確認して
ください。
それでも復旧しない場合は、リモコンに表示されている
エラーコードを修理要請時に申し出ていただけるとス
ムーズな修理ができます。

2

第

章

設備の
メンテナンスに
ついて

＊メンテナンスでお困りのことがありま
したら、
住宅メーカー（契約した請負会社）
にご相談ください。

キッチン ーキャビネット
現象 1

吊戸棚の変形やガタつきがある
なぜこうなるの？
（原因）
吊戸棚が収納状況や劣化で変形してしまう。

メンテナンスを必要とする判断基準

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使い続けると吊戸棚が破損し、収納物
とともに落下し、ケガをする場合があります。

吊戸棚の固定にガタつきがある。変形してい
る場合。

現象 2

扉の前後左右の位置がズレてきた
なぜこうなるの？
（原因）
丁番の取付ネジの緩みで調整がズレた。

メンテナンスを必要とする判断基準
扉の位置のズレがある、または、ガタつきが
ある場合。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使い続けると扉の位置ズレが進行し
扉どうしが干渉し、側面が擦れて傷んだり、
扉が閉まりきらなくなり、扉が落下してケガ
をすることがあります。

メンテナンスの方法
取扱説明書にしたがって取付けネジの緩みを調
整してください。

現象 3

棚板の変形やガタつきがある
メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）

なぜこうなるの？
（原因）
吊戸棚が収納状況や劣化で変形してしまう。

メンテナンスを必要とする判断基準

そのまま使い続けると棚が破損し、収納物が
落下し、ケガをする場合があります。

棚板の反りが大きく変形している、または、
ガタつきが大きい場合。

現象 4

取っ手などのメッキ部に剥がれがある
メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）

なぜこうなるの？
（原因）
取っ手などのメッキ部品の劣化や破損。

メンテナンスを必要とする判断基準

そのまま使い続けると剥がれたメッキが鋭利になっ
ている場合があるで、ケガをすることがあります。

メッキをしている部分に凸凹がある、または、
見て剥がれがある場合。

現象 5

扉の傷みがひどくなった
なぜこうなるの？
（原因）
水仕事で飛散したり垂れた水気が扉に付着
し、長年の使用で劣化した。

メンテナンスを必要とする判断基準
扉が膨れたり、化粧が剥がれたりする部分
がある、または、手に触れたとき、引っかか
りがある場合。

現象 6

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
傷みが進行すると、扉に手などが触れたとき手
が引っかかる部分でケガをすることがあります。

メンテナンスの方法
傷みを進行させないためにも、扉のお手入れは、水
がはねて濡れた場合は速やかに柔らかい布でふき
取ってください。

扉裏の包丁差しなどにガタつきがある
なぜこうなるの？
（原因）
包丁差しの取付ネジの緩み。

メンテナンスを必要とする判断基準
包丁差しにガタつきがある、または、ネジの
緩みがある場合。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使い続けると包丁差しの落下により
ケガを負うことがあります。

メンテナンスの方法
取付けネジの緩みを調整してください。

よくある質問
キッチンキャビネットにたまった嫌な臭いや湿気は
どうしたら減らせるの？
Ａ１．キャビネット内のカビや嫌な臭いを防ぐには、湿気と通気対策が有効で
す。お鍋などの調理道具を乾かさないうちにしまったたりすると湿気の
もととなります。水気をしっかり取ってから収納しましょう。毎日のお
掃除が終わったら、毎日 10 分程度キャビネットを開けておくと効果が
あります。

引出しやキャビネットの底板面が汚れたり錆びたりしたら、
どうしたらいいの？
・ 調味料などの容器で液ダレした状態で放置すると、引出やキャビネットの底板
Ａ 2．
に錆やシミが発生する場合があります。その場合は調味料入れの下の汚れや汁
だれの掃除を行ってください。
・ ステンレスの底板に錆があった場合、広がらないように歯ブラシ＋クリームク
レンザーで研磨面に沿って擦ってください。その後、洗剤を残さないようにふ
きあげてください。

キッチンの汚れの正体は何ですか？
Ａ 3．キッチンの汚れの正体は『水』と『油』です。
これらに、
『調味料のたれこぼし』と『生ごみ』が加わります。

『水』の汚れ
・ ぬめり
キッチンのくもりや排水口に見られる茶色の汚れで細菌やカビなどの微生物が増殖して付着したものです。こま
めに汚れをおとしましょう。
・ 水あか
キッチンシンクの周りのや水栓に見られる、白い色のぽつぽつで、水道水に含まれるケイ酸がたまったガンコな
汚れです。残った水滴により発生します。時間がたつと除去が困難になります。まめにからぶきをして予防して
ください。

『油』の汚れ
キッチンの油性の汚れの大半は料理に使った油。加熱された油は飛び散り、水蒸気とともに拡散する性質があるの
で、広範囲が掃除範囲になります。油汚れのもうひとつの特徴は最初はサラサラでも、空気に触れると粘性が高ま
り、ベトつき、固くなっていきます。調理後のひとふきが快適なキッチン空間を維持するに効果的です。

豆知識
キッチンの高さの上手な選び方
キッチンの高さや幅は調理時の作業効率や疲労感にかかわってきます。
キッチンカウンターの高さについては、以下の算出方法を参考に、購入時にご相談ください。

●あなたにあったキッチン高さの算出方法
カウンターの高さには、JIS 規格で 80cm、85cm、90cm と規定
されています。ほとんどのメーカーにおいて、希望に合わせた高
さに対応してもらえます。
カウンターの高さは料理を一番する人の身長にあわせる必要が
あります。
一般的な適正高さは、
「身長 ÷ 2 ＋ 5 cm」となります。
身長 160cm の方であれば、80 ＋ 5 ＝ 85 ｃｍです。
しかし、これはあくまで目安であり、個人差があります。
ショールームで実際に調理をイメージしてチェックしてくださ
い。

90
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80

扉の調整方法
ご使用されているうちに扉の丁番のネジが緩んできて、扉がズレてしまうことがあります。その場合、扉の位置調
整は、扉内部の丁番で行えます。キッチンの取扱説明書にしたがって、調整を行ってください。

【調整方法の例】
調整丁番 A タイプ

前後のズレ

①（a）前後調整ネジを緩
めます。
② 次に扉を手で押して、位
置を調整します。
③ 位置が決まったら、ネジ
を締めて再び固定します。

調整丁番 B タイプ
（c）上下調整用（座固定用）

（b）左右調整用

（a）前後調整用

（c）上下調整ネジが中央に
あります。

（b）左右調整用

（a）前後調整用

左右のズレ

（b）左右調整ネジを左右に
回して、位置を調整します。
＊時計廻り（右廻り）に回
すと、扉が外側に移動しま
す。

※扉が脱落しないよう、注意して作業を行ってください。

上下のズレ

A タイプの場合
①（c）上下調整ネジ（座
の固定ネジ）を緩めて上下
位置を調整します。
②位置が決まったら、ネジ
を締めて再び固定します。

B タイプの場合
（c）上下調整ネジを左右に
回して上下位置を調整しま
す。

キッチン ートップ・シンク・排水口・水栓
現象 1

人工大理石カウンターにひび割れや欠けがある
なぜこうなるの？
（原因）
硬いものがあたったりするとキズや割れにな
る場合があります。

メンテナンスを必要とする判断基準
キズに気がついたときに、キッチンキャビ
ネットの取扱説明書を確認してください。

現象 2

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
ひびが成長することがあり、そこから水が入
りシミになります。さらに、キャビネット内
部への水浸水による木部のふやけや変形など
まで拡大する場合があります。

ステンレスカウンターがくもる・錆びてきた
なぜこうなるの？
（原因）
水気や水あかのとりこぼしでくもりや錆が発
生する場合があります。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）

水あかが積層されていくと、白い層になりま
す。ステンレスの表面に層があるとステンレス
メンテナンスを必要とする判断基準
の表面に形成される皮膜がうまく形成されなく
くもりや錆に気づいた段階で、キッチンキャ なり、錆が進行して耐久性に影響がでます。
ビネットの取扱説明書を確認してください。 錆の発生を防ぐための日常のお手入れをしっ
ステンレスは錆びにくいものの、錆びないわ かり行ってください。
けではありません。

現象 3

水栓のガタつきがある。水栓レバーが重くなった
メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）

なぜこうなるの？
（原因）
・水栓の取付け部分の緩みや劣化。
・水栓レバーのカートリッジの劣化。

メンテナンスを必要とする判断基準
・水栓のグラつきがひどくなった。
・水栓のレバーがスムーズに動かなくなった。
重くなった。

現象 4

そのまま使い続けると、水栓レバーが重く
なったり水栓取付部から水漏れがキャビネッ
ト内や住宅に広がる場合があります。

水栓のホース部分からの水漏れがある
なぜこうなるの？
（原因）
・水栓のシャワーホースなどの劣化。
・ホース根元のフクロナットパッキンの緩
み、劣化。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使い続けると水漏れがキャビネット
内や住宅に広がる場合があります。

メンテナンスを必要とする判断基準
シンク下の水栓のホースに水漏れがある。
＊別の原因で夏に、温度の低い水栓側の配管
表面に結露する場合があります。

現象 5

排水トラップから水漏れがある
なぜこうなるの？
（原因）
排水トラップ、パッキンの劣化やナットの緩
み。

メンテナンスを必要とする判断基準
シンク下の排水トラップとシンクの間に水漏
れがある。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使い続けると異臭や水漏れがキャビ
ネット内や住宅に広がる場合があります。

よくある質問
シンク排水の流れが悪くなる・臭いが発生する場合の処置は？

防臭器

Ａ１．
水の流れが悪くなったり、臭いが発生するのは、排水管の壁
面に脂汚れが付着していたり網かごに生ごみがたまってい
る。または、排水トラップがぬめって臭いのもととなってい
ることが考えられるので以下のような処置をしてください。
①排水管の壁面の脂汚れの掃除を、キッチンキャビネットの取
扱説明書にしたがい、配管洗浄剤を用いて清掃をしましょ
う。
②網かごの野菜くずの掃除をしましょう ( 都度 )。
③排水トラップのぬめり取りをしましょう（週１）
。
④トラップ部品（プレート、網かご、防臭器、トラップ本体）
は外して清掃をしましょう。

汚れ

排水ホース

水栓の寿命やホースの寿命はどれくらい？
Ａ 2．社団法人日本バルブ工業会では、より多くのお客さまへお知らせするために、以下のように、 定期交換が
必要な部品をホームページに掲載しておりますが、シャワーホースは磨耗劣化部品で、使用３〜５年間での点検・
交換を水栓は 10 年を過ぎると買い替えを推奨しています。
使用年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

お客様による日常のお手入れ・点検
消耗品の交換

買い替えを
検討

摩耗劣化部品の交換

・ 水栓の機能を維持し、水漏れなどの困った事態を回避するためには、定期的な点検・部品交換（有料）が必要です。
・ 摩耗劣化部品（サーモスタットカートリッジ、シングルレバーカートリッジ、シャワーホースなど）は、5 年を
交換の目安としていますが、逆止弁については、より安全を考え、早め（3 〜 5 年）の点検・交換（有料）をお
すすめします。
・ コマパッキンは消耗品です。消耗の都度、交換（有料）してください。

豆知識
人工大理石カウンターを長くきれいに保つコツ
・ 汚れが目立たないからと安心しないで、毎日必ず水ぶきをしましょう。
・ すぐにふき取りましょう
調理中であっても、調味料や油などをこぼしたら、
『すぐにふく』を習慣にしましょう。
・ 水ぶきをしましょう
使用後は水ぶきをしておきましょう。ガスコンロやＩＨとの境など、隅々までふきましょう。
汚れは隅にたまりやすいのです。週に一度ぐらいは、台所用洗剤の薄め液を使ってふきましょう。
・ しっかりからぶきをしましょう
水ぶきをしたら、からぶきも忘れずにしましょう。

ステンレストップを長くきれいに保つコツ
・ しっかりからぶきをしましょう。くもる原因は水あ
かの取りこぼしです。水ぶきをしたら、からぶき
も忘れずにしましょう。
・ くもりに気づいたら、練り歯磨きかクリームクレン
ザーをつけてこすり取りましょう。取れたら、水
で洗い流し、乾いた布で水気をしっかり取りましょ
う。
からぶきを

ステンレスシンクを長くきれいに保つコツ
・ むやみにこすらないようにしましょう。
ステンレスの研磨目にそって、力も平均に入れてこするようにしましょう。
円を描いたり、むやみにこするやり方では、表面の光沢ラインを崩すことにもなります。
・ ナイロンや金属製のたわし、粒子の粗いクレンザーは使わないようにしましょう。
どれも表面をキズつけるもとに。金属の鉄粉は錆の原因にもなります。
・ 塩素系漂白剤や熱湯はステンレスの敵。使わないようにしましょう。
シンクに水をはって食器や布巾の漂白をすることは錆の原因になります。
もし使用してしまったら、充分水洗いをしておきましょう。
ステンレスは錆びにくいものの、錆びないわけではありません。錆の発生を防ぐための日常の手入れをしっか
り行いましょう。また、ステンレスの種類により、錆びやすさに差があることも知っておきましょう。
・ステンレスシンクは長期間使用するものなので、錆びやすさや取扱上の注意を取扱説明書でよく確認しましょ
う。
・ステンレスシンクを錆びさせないためにも塩分の付着などの汚れを長時間残さないように使用後は水で洗いま
しょう。また、濡れたスチール缶などを放置しておくと、すぐにもらい錆が付着するので注意しましょう。
・取扱説明書には、塩素系のヌメリ取り剤などは錆の要因となるので使用しないと記載されていますのでよく確
認しましょう。
・錆が発生したり、もらい錆が付着した場合は、そのまま放置するとさらに進行するので、粒子の細かいクリー
ムクレンザーなどで早めに取り除きましょう。

キッチン ーガスコンロ
現象 1

炎がおかしい（赤い、不均一、すすが出る）
なぜこうなるの？
（原因）
バーナー部の目づまりや汚れは、不完全燃焼
や燃焼不良の原因となります。

メンテナンスを必要とする判断基準

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災の
原因となる場合があります。

炎がおかしい場合（赤い、不均一、すすが出
る）
。

現象 2

調理油過熱防止装置（Ｓ i センサー ) が上下する動きや
鍋への接触が悪い
なぜこうなるの？
（原因）
温度センサーに衝撃を与えたり、汚れたままに
すると上下する動きが悪くなり、正確に鍋底の
温度を測定できなくなります。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
調理油の火災になることがあります。

メンテナンスを必要とする判断基準
鍋底に温度センサーが接触していない場合。

現象 3

グリルまたはオーブン扉の外れ、ガタつきがある
なぜこうなるの？
（原因）
グリルドア部の破損・変形および劣化。

メンテナンスを必要とする判断基準

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
グリルから排気がもれて火傷をしたり、キッ
チンの天板を損傷することがあります。

グリルまたはオーブンの扉の外れ、ガタつき
がある場合。

現象 4

グリル内の脂汚れがひどい
なぜこうなるの？
（原因）
使用の都度、調理物から出る脂分が、焼き網
や汁受けに蓄積していきます。

メンテナンスを必要とする判断基準
＊調理の際、アルミホイ
ルを使用すると脂がたま
りやすく、引火すること
があります。

グリル内の汁受け部に脂がたまっている場
合。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
グリル内の汁受け部や焼き網などに炎が付く
ことがあります。
※脂分は引火する場合があります。

メンテナンスの方法
ガスコンロの取扱説明書にしたがってお手入れ
を行ってください。

現象 5

ガスの臭いがする。燃焼中に臭いまたは音がする
メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）

なぜこうなるの？
（原因）
ガスのラインの破損・不具合。

メンテナンスを必要とする判断基準

不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災の
原因となる場合があります。

ガスの臭いがしたり、異音がする場合。

現象 6

点消火ボタン（つまみ）の動きが悪い
なぜこうなるの？
（原因）
・ ガスの器具栓の不具合
・ つまみ部分の変形破損

メンテナンスを必要とする判断基準
点消火ボタン（つまみ）の動きが悪い場合。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
点火不良やガス漏れ事故になることがあり
ます。

よくある質問

Q1

バーナー部分のお手入れの方法はどうするの？

Ａ 1．基本はガスコンロの取扱説明書にしたがってお手入れを行いましょう。
①布で汚れをふき取った後は、バーナーの穴に竹串や毛が柔らかい歯ブラシを差し込んでお掃除します。目詰まり
すると、点火不良や不完全燃焼の原因になることもあるので注意しましょう。
②軽い汚れは、柔らかい布でふき取ります。こびりついた汚れは、毛が柔らかい歯ブラシなどで凹凸部分をお手入
れしてください。
③仕上げは水に浸し堅くしぼった布で、センサー部分やバーナー周囲の汚れをふき取ってください。

※お手入れ時のご注意について
・ ケガ防止のためお掃除の際は、必ずゴム手袋を着用してください。
・ バーナーキャップ、ごとく、排気口カバー、グリル部品 ( 焼き網、汁受皿など ) などの工具を使わない取り外せ
る部品以外は外さないようにしましょう。

Q2

グリルの汁受皿や焼き網のコートが剥がれてきた。
部品はどこで買えばいいの？

Ａ 2．ガスコンロメーカーや品番をご確認の上、お買い求めになったところにご相談してください。

豆知識
ガスコンロの全口センサーの搭載の義務化について
家庭用コンロによる火災の多くは、調理油過熱によるものと考えられています。それらの事故を防止するために
2008 年 10 月よりガスコンロが法制化され、全口センサー搭載が義務化されました。
法制化により、2008 年 10 月以降、センサー無しのコンロは生産していません。
また、2009 年 10 月からは販売店などにあるセンサー無しコンロの在庫は法律で販売することができなくなり
ました。

Si センサーコンロとは
安心機能 (Safety) と便利機能 (Support) を充実させる
ため、すべてのバーナーに一歩進んだ賢い (intelligent)
温度センサーを搭載したコンロです。
温度センサーには『調理油過熱防止装置 ( 天ぷら油過
熱防止装置 )』
、
『立ち消え安全装置』
、
『消し忘れ消火
機能』を装備しています。

調理油加熱防止装置（天ぷら油加熱防止装置）
センサーが鍋底の温度を感知し、約 250°C になると自動的に
消火して油の発火を防ぎます。

立ち消え安全装置
煮こぼれや吹きこぼれ、強風などで火が消えた時、自動的にガ
スを止めます。

消し忘れ消火機能
消し忘れても、点火後一定時間が経過した時点で自動消火しま
す。

キッチン ー IHクッキングヒーター
現象 1

樹脂やゴムの焦げる臭いまたは煙が出る
なぜこうなるの？
（原因）
電気部品からの発煙・発火

メンテナンスを必要とする判断基準

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
漏電しているものを使い続けると感電するこ
とがあります。

樹脂やゴムの焦げる臭いがする、煙が出る場
合。

現象 2

扉のパッキンの劣化がある
なぜこうなるの？
（原因）
グリルパッキンの劣化

メンテナンスを必要とする判断基準
自動調理がうまくいかない。グリル上の天板
が熱くなる場合。

パッキンが劣化

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
自動調理不具合、煙の流出、取っ手やグリル
上の天板が高温になる。

現象 3

ブレーカーが落ちる
なぜこうなるの？
（原因）
・電気絶縁の劣化による漏電。
・グリルヒーター部の劣化による漏電が多い。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
漏電しているものを使い続けると感電するこ
とがあります。

メンテナンスを必要とする判断基準
使用中にブレーカーが作動してしまう場合。

現象 4

異音がする ( 冷却ファン、鍋の上下＆火力切り替え、
鍋共振音以外 )
なぜこうなるの？
（原因）
機器の故障。

メンテナンスを必要とする判断基準
異音がする場合。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
故障しているものを使い続けると状況が悪化
することがあります。

現象 5

グリル内の脂汚れがひどい
なぜこうなるの？
（原因）
使用の都度、調理物から出る脂分が、焼き網
や汁受けに蓄積していきます。

メンテナンスを必要とする判断基準
＊調理の際、アルミホイ
ルを使用すると脂がたま
りやすく引火することが
あります。

グリル内の汁受け部に脂がたまっている場合。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
グリル内の汁受け部や焼き網などに炎が付
くことがあります。
※脂分は引火する場合があります。

メンテナンスの方法
IH の取扱説明書にしたがってメンテナンスを
行ってください。

よくある質問
ガラストップに汚れがこびりつきいた時の取り方はどうしたらいい？
Ａ 1．調理中に、鍋からこぼれる調理物が、トッププレート表面で高温にさらされ焦げたり鍋底の汚れが付いた
りしてガラス表面に汚れが蓄積していきます。

基本はＩＨクッキングヒーターの取扱説明書にしたがってお手入れを行いましょう。
【お手入れ方法の例】
①クリームクレンザーをやわらかいスポンジに付けて、汚れが蓄積している部分をこすり、汚れを落とします。
②固く絞った濡れたタオルで洗剤成分が残らないようにふき取ります。
③汚れが残っていたら、①②の作業を繰り返します。

※お手入れ時のご注意
・ケガ防止のためお掃除の際は、必ずゴム手袋を着用してください。
・電源は必ず電源ＯＦＦの状態で行ってください。
・調理後は調理の熱が残るので、十分冷えてから行ってください。

グリルの汁受皿や焼き網のコートが剥がれたり汚れてきた。
部品はどこで買えばいいの？
Ａ 2．IH クッキングヒーターのメーカーや品番をご確認の上、お買い求めになったところにご相談ください。

豆知識
IHクッキングヒーターで使える鍋と使えない鍋
IH クッキングヒーターで使えるか否かは『鍋の材質・鍋底の形状』によって見極められます。
○：鉄・鉄ホーロー・鉄鋳物・ステンレス
×：耐熱ガラス・アルミ・鍋・土鍋 ( 陶磁器 ) など
しかし、オールメタル対応の IH であれば、銅・アルミが使えるものもあります。
もっとも簡単なチェック方法は、磁石を利用するのが便利です。IH と接する部分＝鍋底に磁石がつけば使える
と判断できます。

■鍋底の形状について
○：鍋底が平らなもの
○：底の直径が約 12 〜 26cm のもの
×：鍋底の丸いもの
×：底の直径が 12cm 未満のもの
×：底に 3mm 以上の反りや脚がついているもの
※機種によっては１ｍｍ以上の反りがあるものもありま
すので注意が必要です。

12〜26cm
直径 12cm 〜 26cm
底が平ら。トッププレート
に密着

1

2

3

4

１：反りあがる鍋
２：脚のある鍋 約 3mm
３：鍋底直径 12cm 未満
４：底の丸い鍋

IH クッキングヒーターは鍋底そのものを発熱させる
仕組みなので、鍋の底がヒーター面に接していないと発熱しない、または接している面が少ないと発熱量が少な
くなるため、底の形状は大事なポイントとなります。例えば、素材が OK でも鍋底の形状で中華鍋は使えません。
IH クッキングヒーターでは材質や鍋底の形状などによって、使える鍋と使えない鍋があります。財団法人製品
安全協会の SG マーク付きの鍋などをおすすめします。

ガスコンロやＩＨクッキングヒーターなどの加熱機器 (ビルトイン ) の
取付部分の構造について
日本のメーカーのものであれば、ガスコンロも IH クッキングヒーターもサイズの規格は統一されておりますので、大抵
のものがお取付け可能です。
例えば、システムキッチンのガスコンロを IH クッキングヒーターに変えることもできますが 200 Ｖの専用コンセントを
準備する必要があります。その際、分電盤から配線を引く必要があります。新たに配線をする場合、上手く配線を隠
ぺいできれば問題ないのですが、無理な場合は、線が露出してしまうこともあります。
その他、アンペアー数を 20Ａほど上げる工事が必要となりますが、契約変更の希望を電力会社に連絡すれば対応してくれ
ます。ガスコンロが据え置きタイプのものでも同様で IH クッキングヒーターも据え置きタイプの物を各メーカーともございま
すので、お好みでお選びいただけます。

ＩＨクッキングヒーターの加熱原理について
・ IH とは Induction Heating の略で、
日本語では電磁誘導加熱といいます。
・ IH クッキングヒーターのトッププレートの下には、加熱コイルと呼ば
れるものがあります。電源を ON にすると、トッププレートの下の加
熱コイルに交流電流が流れます。
・ これによって加熱コイルを取り巻くように磁力線が発生します。この
磁力線が発生すると、加熱コイルに最も近くて鉄の材料である鍋底に
はうず電流と呼ばれる電流が流れます。
・ この鍋底のうず電流によって、鍋底自身が発熱します。
・ この鍋底の自己発熱の熱で、調理品に熱伝達させる方法が IH クッキ
ングヒーターの原理です。

鍋

うず電流

うず電流

磁力線

磁力線

加熱コイル
トッププレート

キッチン ー食器洗い乾燥機
現象 1

ブレーカーが落ちる
なぜこうなるの？
（原因）
電気絶縁の劣化による漏電。

メンテナンスを必要とする判断基準

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
漏電しているものを使い続けると感電するこ
とがあります。

ブレーカーが落ちる場合。

現象 2

扉のしまりが悪い、ガタつきがある
なぜこうなるの？
（原因）
食器洗い乾燥機の扉部分の破損・変形および
劣化。

メンテナンスを必要とする判断基準

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使い続けると作動不良の可能性が
あります。

扉のしまりが悪い。ガタつきがある場合。

現象 3

運転時、異音がする
なぜこうなるの？
（原因）
ポンプやファンの破損や劣化。

メンテナンスを必要とする判断基準
運転時、異音がする場合。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使い続けると作動不良になる可能性
あります。

現象 4

食器洗い乾燥機の引出時、ガタつき、前傾斜がある
なぜこうなるの？
（原因）
食器洗い乾燥機の取付け部分のネジの緩み。

メンテナンスを必要とする判断基準

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使用し続けると、さらにガタツキ
が大きくなる可能性がありますので早急に
修正対応が 必要です。

食器洗い乾燥機にガタつき、前傾斜がある場
合。前ズレ防止金具の変形や取り付けネジのゆ
るみ、キャビネットの破損や変形がある場合。

現象 5

洗浄、乾燥性能が悪い（食器の重なりなど除外）
なぜこうなるの？
（原因）
洗浄、乾燥機能部品の破損や劣化。

メンテナンスを必要とする判断基準
食器洗い乾燥機の取扱説明書にしたがって使
用しても、洗浄、乾燥性能が悪い場合。

現象 6

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使い続けると作動不良になる可能
性があります。エラーが出るため運転自体
が途中で停止 します。

水漏れがある
なぜこうなるの？
（原因）
接水部の部材の破損や劣化。

メンテナンスを必要とする判断基準
水漏れがある場合。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使い続けるとキッチンのキャビネッ
トや住宅側にも水漏れが広がる。
すぐにご使用を中止し、止水栓を閉じてく
ださい。

よくある質問

Q1 食器洗い乾燥機の中から臭いがする場合、どうしたらいいの？
Ａ 1．・残さいフィルターに食材が残っていると、臭いの原因になったり、さらにカビの繁殖の原因になります。
・食器洗い乾燥機の取扱説明書にしたがって、残さいフィルターや水漕内のお手入れを実施してください。
※食器洗い乾燥機を使用したら最後に残さいフィルターを毎回お手入れしてください。そのまま放置し
続けると、カビの繁殖などの原因になります。

【お手入れ方法の例】

１、中のカゴを外します。

２、噴射ノズルを外します。

３、残さいフィルターを外します。

４、噴射ノズルと残さいフィルターを洗います。

※お手入れ時の注意点について
・ ケガ防止のためお掃除の際は、必ずゴム手袋を着用し
てください。
・ 必ず電源 OFF の状態でおこなってください。
・ 使用後はヒーター部に熱が残るので、十分冷えてから
行ってください。

５、水槽中を濡れたタオルでふきあげます。

豆知識
長期使用製品安全 点検制度 とは。
・ 生活の質を高め、豊かにしてくれる家電製品や住宅設備機器。これらの製品の中には、長期間ご使用いただく
ことで、経年劣化が進み、重大な事故に結びついてしまうケースが報告されています。
このような事故を未然に防ぐため、
「長期使用製品安全 点検制度 （消費生活用製品安全法）
」が 2009 年 4 月
1 日からスタートしています。
「長期使用製品安全点検制度」とは、お客様による保守が難しく、経年変化により火災や死亡事故など重大事
故が発生するリスクがあり、機器を所有されているお客様に点検や保守に関する情報を提供することにより、
お客様による点検を支援し製品を安全にお使いいただけるようにするための制度です。
経年劣化による重大事故発生率が高く、長期間使用されることが多い製品について、機器を所有されているお
客様に点検や保守に関する情報を提供すると共に、点検実施体制の整備を製造・輸入業者に求め、製品をご利
用いただくお客様による点検その他の保守を適切に支援するこが義務化されました。
・ 対象となる製品（特定保守製品）は、ビルトイン式電気食器洗機（ビルトイン食器洗い乾燥機）以外に、浴
室用電気乾燥機（バス換気乾燥機）など、電気や、ガス、石油を使用する設置式の９品目で、法施行（2009
年 4 月 1 日）以降に製造される製品について、所有者票の同梱と、カタログや製品や、取扱説明書などへ、お客
様に点検や保守に関する情報の表示の実施や、お客さまの保守を適切に支援する体制が実整備されました。
このため、保守情報のご提供、有償での点検及び整備の実施を行うため、お客様のご購入リスト（お客様
よりご登録）を作成し、管理・運営されますので、所有者票を必ずメーカーに返送しましょう。

登録の流れ
販売者から点検制度に
ついての説明を受けます。

お客様が所有者票を返送します。
（メーカーに所有者登録）

点検を受けます。

お客様がメーカーに点検を依頼します。
＊点検には料金がかかります。

点検時期が来たら
通知が届きます。

※ 2009 年 4 月の法律の施行後にご購入・使用いただいている製品について、お客様のご要望により、点検を
実施させていただきます。ただし、
法律が施行される前に製造・輸入されていた対象商品となる製品や、
既に生産・
販売を終了させていただいている対象商品となる製品については、点検整備用部品の保有状況により、点検後に
必要な整備ができない場合があります。

キッチン ーレンジフード

＊長期使用製品表示制度対象製品

現象 1

使用時に焦げた臭いがする
なぜこうなるの？
（原因）
モーターや電装部品の故障。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使い続けると発煙や発火になること
があります。

メンテナンスを必要とする判断基準
使用時に焦げた臭いがする場合。

現象 2

使用時に異常な音や振動がする
なぜこうなるの？
（原因）
モーターや羽根の故障。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使い続けると作動不良になることが
あります。

メンテナンスを必要とする判断基準
使用時に異常音や振動がする場合。

現象 3

スイッチ（リモコン）を入れても強弱などの
コントロールができない
なぜこうなるの？
（原因）
モーターや電装部品の故障。

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使い続けると発煙や発火になること
があります。

メンテナンスを必要とする判断基準
スイッチのコントロールができない場合。

現象 4

フィルター・整流板が外れかけている（傾いている）
なぜこうなるの？
（原因）
取付け部の緩み・劣化。

メンテナンスを必要とする判断基準
フィルター・パネルが外れかけている場合。

現象 5

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使い続けると落下事故や調理物の飛
散などの火傷や火災事故につながることがあ
ります。

ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則である
なぜこうなるの？
（原因）
モーターや電装部品の故障

メンテナンスをしないとこうなる
（劣化が進行した場合）
そのまま使い続けると発煙や発火になること
があります。

メンテナンスを必要とする判断基準
ファンが回るが、ファンの回転が不規則な場
合。

よくある質問
レンジフードのお手入れ時の注意点は？
Ａ 1．お手入れは製品の機能維持および安全性確保のために定期的に行ってください。

【お手入れ方法の例（グリスフィルターの掃除について）
】
オイルトレー

スイッチ部分には直接洗剤を
かけないでください。
①整流板の手前の固定フックを外し整流板を開けます。
※故障の原因となるのでスイッチ部分や電装部品や配線に洗剤を直接
かけないでください。

②オイルトレーのたまり具合を確認しお掃除してくだ
さい。
※オイルトレーがついているレンジフードは、ファン
やレンジフードに付着した油などが集められたまっ
ていきます。
※調理内容によって油などのたまり具合は異なり、
短期間ではたまらない場合もあります。

③グリスフィルターを外して隙間にたまっている汚れを除去
してください。

グリスフィルター

※お手入れ時の注意点について
・フード内の部品に挟まるなどのけが防止のためお掃除の際は、
必ずゴム手袋を着用してください。
・ 高い位置の作業なので落下に注意してください。
・ ファンや加熱機器は必ず電源 OFF の状態で行ってください。
・ 調理後は調理の熱が残るので、
十分冷えてから行ってください。
・ 火災予防条例には『グリス除去装置などは、清掃を行い、火
災予防上支障のないよう維持管理すること』と定められてい
ます。

吸い込みが悪くなってきた。
Ａ 2．フィルターの目が詰まっている場合があります。レンジフードの取扱説明書にしたがってお手入れしてく
ださい。

フィルターの表面塗装などが剥がれたり、変形してきた。
部品はどこで買えばいいの？
Ａ 3．レンジフードメーカー名や品番をご確認の上、お買い求めになったところにご相談ください。

油やゴミが詰まって、
空気の通り道がなくなり、
モーターに負担が
かかります。

豆知識
長期使用製品安全 表示制度 とは。
・ 生活の質を高め、豊かにしてくれる家電製品や住宅設備機器。これらの製品の中には、長期間ご使用いただく
ことで、経年劣化が進み、重大な事故に結びついてしまうケースが報告されています。
このような事故を未然に防ぐため、「長期使用製品安全 表示制度（消費生活用製品安全法）」が 2009
年 4 月 1 日からスタートしています。
長期使用製品安全表示制度とは、経年劣化によるリスクの注意喚起をおこなうことにより、製品をご利用いた
だいているお客様に適切な行動を促す制度です。経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、長期間使
用されることが多い製品について、設計上の標準使用期間と、長期間の使用に伴う経年劣化によるリスクにつ
いて注意喚起などの表示が義務化されました。
・ 対象となる製品は、換気扇以外に、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管ＴＶの５品目で、法施行 （2009
年 4 月 1 日）以降に製造される製品について、製品や、取扱説明書などへ、設計上の標準使用期間と、長期
間の使用に伴う経年劣化によるリスクについて注意喚起などの表示を実施いたしました。

プロペラファンとシロッコファンの特長について
プロペラファンの特長

モーター

羽根

扇風機のような形の羽根をした換気扇のこと。簡易な構造
で、価格も手ごろ。無風のときや気密性が低い場合は風量
が多いが、外の風の影響を受けると、風量がダウンする
ため、気密性の高い建物や高層階への設置はあまり適し
ません。

扇風機の羽根と 同じ形をしていて、
軸と平行に風が流れます。

軸流ファン

シロッコファンの特長
屋外の風やダクトなどでつなげた場合でも風量が安定して
いるため、高層住宅や壁から離れた位置に設けられるアイ
ランドキッチンなどに向いています。
静圧がかかったときでも換気量を確保できるので、気密性
の高い住宅に適しているため、近年の住宅にはプロペラ
ファンより多く採用されるようになってきています。

風方向は軸に対して直角に、遠心方向に風が
流れます。( 遠心力で空気を押出す )

洗面 ー洗面化粧台

現象 1

知らない間に収納棚の一部にヒビが入っていた
《ケミカルクラック》
メンテナンスを必要とする判断基準
収納棚などの樹脂部に亀裂が入っている場合。
（ケミカルクラックは、
極小さい筋状の亀裂から、ある程度大きな断裂痕と様々ですが、物の
落下など明らかに外的要因がなく、除光液などを常態的にしまい、内
容液が付着する可能性の高い樹脂部分ではケミカルクラックを疑いま
す。
）

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
なぜこうなるの？（原因）

該当部材が樹脂なので、部分的なメンテナンス補修は難しい状況です。
同じ状態で放置すると、亀裂が進み最終的には樹脂は割れてしまいま
洗面台の収納棚は、樹脂製が主流です。樹脂
す。
の種類や成型法にもよりますが、一部のクレ 「ケミカルクラック」自体解明されていない部分もあり、対処方法も
ンジングフォームや除光液が樹脂部に液だれ
明確ではありません。予防策としては、クレンジングや除光液を樹脂
等で長時間付着したままの状態だと、化学変
部に付けた場合には、都度即座にふき取るか、もしくはトレ−などを
化を起こしヒビ割れが起こる場合があります。 利用し、収納物と樹脂部が接触しないようにしてください。
（ケミカルクラック）

現象 2

洗面化粧台のミラ−（部）扉がぐらぐらしてガタついている
なぜこうなるの？（原因）
ミラ−扉と本体 ( キャビネット ) を繋いでいる丁番が何らかの理由に
よりゆるむか、丁番の固定がゆるんでいると思われます。
もしくは、丁番自体が劣化などで破損していることも想定されます。

メンテナンスを必要とする判断基準
扉のガタつきを放置したままだと、いずれ扉は外れて落下します。落
下した扉が頭や身体に当たり、事故につながることもあるので、気付
いたときに適切なメンテナンスで対応することが必要です。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
扉のガタつきを放置したままだと、いずれ扉は外れて落下します。落
下した扉が頭や身体に当たり、事故につながることもあるのでたかだ
か扉のぐらつきと安易に考えず、気付いたときに適切なメンテナンス
で対応することが必要です。

現象 3

洗面ボ−ルにキズが入ってしまった
メンテナンスを必要とする判断基準
小さいキズや欠け程度のものであれば、見た目の問題はあるにしても
使用上の不都合とはなりません。
しかし、湯水が漏れるようなキズや割れが確認されれば、早急に何ら
かのメンテナンスが必要です。

なぜこうなるの？（原因）
洗面台ボ−ルには①陶器②ホ−ロ−③樹脂など
の材質があります。陶器は硬いモノが落下するな
どの衝撃でキズが入ったり割れたりする確率が他
の素材より高く、またホ−ロ−や陶器は寒い時
期に熱いお湯を注いだりすると割れたりすること
があります。
〈ヒートショック割れ〉

現象 4

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
最初は小さなひび程度のキズも、補修など何らかのメンテナンスを行
わなければ、日々の使用により、やがて大きなキズとなる可能性もあ
ります。キズが大きくなると、割れになり、ボ−ルからの漏水に進行
してしまうこともあります。小さなキズでも、見つけた時点で直ちに
メンテナンスを行えば費用も手間も少なくて済みます。

水栓ホース部分からの水漏れがある

洗面ボール下の水栓ホースに水漏れがある場合は 85 ページの「キッチン」現象 4 を参照してください。

よくある質問
水栓から水の出が悪いのですが、どこをチェックすれば良いのですか？
Ａ１．水の出が悪かったり、乱れる時は吐水口の＊ストレ−ナ−をチェックしてください。
吐水口に水アカなどが詰まっていると、吐水量の減少や吐水の乱れなどの不具合が出てしまいます。
そんな時は、①水栓の吐水口キャップを矢印の方向に回して、②キャップを外し、ストレ−ナ−を取り出し
ます。次に③ストレ−ナ−を歯ブラシなどで擦り、水アカを落としてください。
＊ストレーナーとは：異物混入を防止する部品です。
（とくに水道工事の後や赤水が出た後には、異物が流れてくることがあります）
※ただし、吐水口の構造は各メーカーで異なりますので、お掃除の際は製品に付属されている「取扱説明書」をご確認ください。

洗面化粧台で毛染めをしたいのですが、大丈夫ですか？
Ａ２．樹脂製のボ−ルや表面加工を施された鏡をご使用の場合にはご注意ください。
多くの毛染め剤に含まれる成分は、樹脂製のボ−ルなどには大敵です。毛染め
の後は入念にチェックして、汚れを放置しない様注意しましょう。１時間程
度でも、右写真のように変色が残る場合があります。
またクレンジングクリ−ムやマニキュアなどの化粧品でも変色や変質のおそ
れがありますのでご注意ください。

洗面化粧台の電気温水器から漏水しているのですが、原因は何ですか？
Ａ３．電気温水器は正常な状態でも温水器本体内の水を排出します。
これは、電気温水器のタンク内圧を保つために、湯沸かしの際に加熱膨張して体積が増えた水が「膨張水」
として機外の排水器具から排水配管に排出される状態ですので、故障や不具合ではありません。
但し、
「膨張水」が湯沸かし後も機外へ排出される場合は、下記の不具合が想定されます。
①「元止め式温水器」の水栓組み合わせミス
→水栓も元止め専用水栓を使用しないと漏水などの不具合が発生します。必ず専用水栓をご使用ください。
②減圧弁と逃がし弁のゴミ噛みによる作動不良
→減圧弁や逃がし弁の間にゴミなどが付着し、締め付けが甘い場合、作動不良をおこします。
③排水器具の取り付け方向の不備
→排水器具が斜め取付になっていると、膨張水が適切に排水されず、あふれて漏水などの不具合が発生します。

豆知識

ボ−ルのひび割れを防ぐには！！
ガラスコップにいきなり熱湯を注ぐと割れる現象を
ヒートショック割れ〉といいます。陶器やホーロー
などもガラスに近い性質なので、冬場のように冷え切
っているときに熱湯を注ぐと割れることがあります。
〈ヒートショック割れ〉を防ぐには

①適温にしたお湯を注ぎましょう！！
②熱湯を注ぐときには、最初に少し水やぬる
ま湯を注ぎましょう！！
以上のことを心がけてください。

しまった !

つい、うっかり置き忘れ！
？

写真①

しまいます。( 写真① )
また、塩素系洗剤や毛染め剤を付着させたままでも変色の原因となりますので、極力ご使用は避けてください。
もし、付着してしまったら水で洗い流しすぐにふき取ってください。
ふき取らず放置したままで、表面が変色してしまったら、変色が軽度の場合は、変色部分に歯磨き粉をつけて
歯ブラシで擦り落としてください。それでも落ちない場合は、やわらかいスポンジにクリ−ムクレンザ−をつ
けて擦り落としてください｡
※この場合、強く擦りすぎるとキズがつく恐れがありますので注意してください。

浴室 ー浴槽・床・壁

現象 1

浴槽に水がたまりにくくなった。もしくは水がたまらない
なぜこうなるの？（原因）
①ゴム栓式→ゴム栓自体の劣化により水が漏れるようになります。排
水栓にゴミが溜まっているもしくはゴム栓・排水栓のパッキンが劣
化している可能性があります。
②ポップアップ式→栓を踏まれて壊れたり、劣化によるワイヤ−の
伸びや摩擦による作動不良が原因となります。

メンテナンスを必要とする判断基準
目視で浴槽の水が漏れていることが確認された場合。
・表面にひび割れがある
・追いだき口（循環口）のガタつき・破損がある
・追いだき口（ジェット吸込部）の安全カバーが破損・紛失している

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
水量が足りない状態でお風呂を焚くと、空焚き状態となり風呂釜が破
損し、最悪の場合は火災などの事故につながる恐れがあります。

現象 2

シ−リング材が切れた。もしくは剥がれた
メンテナンスを必要とする判断基準
シーリング材が切れたり、剥がれたりした場合。
（劣化は「やせ」や「切れ」という形で目視できますが、その時点で
は漏水などが発生している可能性もあるため、日頃のお手入れ時やカ
ビを除去する際に注意しておく必要があります。
）

なぜこうなるの？（原因）
浴室の壁と浴槽や床、天井の継ぎ目のシーリ
ング材は浴室内の状態やお手入れの頻度にも
よりますが、ご使用開始 5 年を経過した頃か
ら劣化が進みます。乾燥状態が続いたり、シー
リング材に影響する洗浄剤の高頻度の使用な
どにより切れたり、剥がれたりすることがあ
ります。

現象 3

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
「やせ」や「切れ」が確認された時点ではシーリングの継ぎ目から漏
水している可能性が高いため、直ちに打ち直しを行ってください。ま
た劣化だけではなく、壁や天井に歪みが生ずるとシーリング部が影響
を受け、剥がれたりすることがあります。そのため定期的にシーリン
グ材は打ち直しを行ってください。

浴槽排水のはけが悪く、流れが遅い
メンテナンスを必要とする判断基準
排水のはけが悪く、流れが遅い場合。
（排水口の詰まりは、定期的なお手入れ（掃除）で予防できます。排
水口やヘアキャッチャーは週に一度はゴミや髪の毛を取り除いてくだ
さい。なお、
お手入れのあとはすみやかに元の位置に戻してください。
）

なぜこうなるの？（原因）
排水口が詰まっている可能性があります。排
水トラップにゴミが詰まっていたり、ヘア
キャッチャーに髪の毛が大量に絡んでいたり
すると、浴槽の排水のはけが悪くなります。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
日頃のお手入れを怠るとたまった汚れを落とすのに大変苦労するばか
りでなく、ヌメリがこびりついて頑固なカビとなり、セルフでのお手
入れでは対処できなくなる可能性が高くなります。

メンテナンスの方法
取扱説明書にしたがって、排水口部分の部品を取り外してお手入れくださ
い。

よくある質問
浴槽と壁などの継ぎ目に使用しているシーリング材に頑固なカビが発生。
どの様に対応すれば良いか教えてください。
Ａ１．これはシーリング材にカビが発生するのではなく、
注）市販のカビ取り用洗浄
剤は塩素系のものが主流で
表面に付着した汚れにカビが発生するのです。
す。この種の洗浄剤を使用
浴室用中性洗剤をつけたスポンジでこすってみて
する場合には洗浄剤に記載
ください。
の「使用上の注意」にした
それでも落ちない場合は、市販のカビ取り用洗浄
がい、誤った使い方は絶対
剤をかけて 10 分ほど放置します。
に避けてください。
その後、水で洗剤を十分洗い流してから、水分を
まぜるな危険 の表示等
ふき取ります。上記手順でもカビが残る場合は、
同じ手順を数回繰り返し行ってください。
但し、それでも落ちないカビの場合は、表面だけ
でなく中の成分までカビが浸透しています。こう
なると完全に取り除くことはできません。どうしても修復したいという場合は、新たにシーリング材を打ち
直す必要があります。お買い求め先にご相談ください。

お風呂のお手入れポイントを教えてください。
A 2．以下の３つのポイントを心がけて、日々のお手入れをお願いします。

①入浴後にお湯シャワ−→水シャワ−→からぶき。

→壁・床・浴槽を中心に、入浴後にシャワ−でサッと流すだけで、汚れのつき具合が大きく違います。

②常に換気を心がけましょう。
換気扇を回す時間は、５時間以上が理想です。窓・ドアを閉めた状態で十分な換気をするこ
とがカビの抑制に効果的です。

③見えにくい裏側や下方のお手入れを怠らないようにしましょう。

→汚れは壁を伝って上から下へ落ちます。カウンタ−下や壁・ドアの下方は汚れがたまりやす
いので、入念なお手入れを心がけてください。

豆知識

経年劣化によるケガや漏水を防ごう！！
経年劣化によるケガや漏水を防ぐために
無理な力を加えたり、浴槽がひび割れた状態で使い続けない
でください。

①浴槽に飛び降りたり、物を落としたり、無理な
力をかけないでください。
※浴槽のふちに立たないでください。

②浴槽に以下のような異常や変化があったら、直ちにご使用を中止いただき、取扱説明書
をよくお読みの上お買い求め先にご依頼ください。
・浴槽の底面や側面、追い焚き口のまわりなどに、ひび割れやすじ状の模様が見られる。
・時間がたつと、浴槽にためた湯が減っている。
・浴槽に出入りする際、異音（ミシッ、ギシッなど）が出るようになった。
・追い焚き口の廻りにガタツキ、破損がある。

ひび割れ部分でケガをしたり、お湯や水が漏れ家屋に被害が出る恐れがあります。
※経年劣化による事故を防止し、浴室を安全にお使いいただくために、
「住まいと設備のメンテナンススケ
ジュールガイド」に記載の内容を参考に、定期的な点検を実施いただきますようお願い申し上げます。

長持ちさせる正しい使い方
① 熱いお湯（60℃以上）を浴槽に入れないようにしましょう。
→浴槽の変形や変質のおそれがあります。
② 追い焚きは循環口から10cm 以上水をためましょう。
→空焚きによる浴槽の変形や火災につながることがあります。
③ 排水口に薬品や熱いお湯を流さないようにしましょう。
→排水口が破損して水漏れの原因となります。
④ 浴室内で毛染めをしないようにしましょう。
→浴室内の種々の部材の変色や劣化の原因となります。
⑤ 風呂水清浄剤ご使用の場合は、清浄剤の取扱説明書にしたがいご使用ください。
→浴槽の材質によっては変質するものもあります。
⑥入浴剤の種類によっては使用できないものもあります。取扱説明書にしたがいご使用ください。
→浴槽の変色や変質の恐れがあります。

浴室 ードア・ミラー・窓

現象 1

入り口ドアの下から水が漏り、脱衣室側の床を濡らしている
なぜこうなるの？（原因）
洗い場側で溢れた湯水がドアにかかった場合、下枠にある水抜き穴か
ら排水されます。排水しきれなかった湯水は止水パッキンでおさえ漏
水を防ぎます。( シ−リングの場合もあり ) この止水パッキンが切れ
たり、外れたりすると脱衣室側へ漏水します。

メンテナンスを必要とする判断基準
脱衣室側の床に漏水の兆候が目視などで確認されたらメンテナンスが
必要です。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
脱衣室側への漏水を放置しておくと、ユニットバス設置架台の下部ま
で水が廻り、最悪の場合は建物の構造体を腐食させてしまうような拡
大損害につながることもあります。
上記の状況が確認されたら、直ちにメンテナンスを行う必要があります。

現象 2

浴室内の鏡 ( ミラ− ) がガタついている
なぜこうなるの？（原因）
想定される主な原因としては、ミラー取り付け金具（受け金具＋ビス
止めなど）の取り付け不良および経年使用によりビスが緩んだことが
考えられます。

メンテナンスを必要とする判断基準
触ってみて今にも外れ落ちそうな場合。
（直ちにビスを締め直すなどの対応が必要です。また多少ガタついて
いる程度でもすぐにビスが緩む場合もあるので気付いた時がメンテナ
ンス時です。
）

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
ガタつきを放置し、万が一入浴中にミラ−が落下すると、大事故へつ
ながることもあります。
特に洗髪等で集中している時は、廻りが見えない無防備な状態になっ
ています。こんな時にミラ−が落下すると破損し、身体をキズつけて
しまう可能性が非常に高くなります。

現象 3

浴室の手すりがガタついて、外れそうである
なぜこうなるの？（原因）
浴室の手すりは、壁パネルにビスやボルトを使って固定します。長期
間使用しているうちにビスなどが緩み、ガタつくことがあります。

メンテナンスを必要とする判断基準
手すりを握った時に、明らかにガタつきがある場合。
（早急にメンテナンスを行う必要があります。明らかなガタつきが無
い場合でも、手すりと壁パネルの間に目に見える大きな隙間がある場
合は、経年でガタつく可能性があります。
）

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
ガタつきがあるままで使用を継続されますと、ビスやボルトの緩みが
次第に大きくなり、最後には外れ脱落してしまいます。
その様な状態で手すりを掴んだり体重を掛けたりすると、手すりが壁
パネルから外れ落ち、重大事故につながる可能性があります。

よくある質問
浴室のミラ−の表面に白い円状の輪がこびりついています。
どの様に落とせば良いでしょうか。
Ａ１．原因は水道水中のカルシウムなどの金属成分と石けん分や身体の脂肪分などが反応して付着したものです。
・まず市販のガラスクリ−ナ−かエタノ−ルをスプレ−して、乾いた布でふき取ります。
・それでも落ちない場合は、表面を水で濡らして、クリ−ムクレンザ−をつけたスポンジで均一に磨きます。
磨いた後に表面を少し水で濡らしてみて、水滴が残らずに流れ落ちるようになるまで磨きます。
・最後に水ぶきをして洗剤を完全にふき取り、乾かします。
鏡が乾いたら、乾いた布で表面をふきましょう。
注）※製品によっては、汚れ落ちを良くするため等で特殊表面処理を施しているものがあり、クリーム
クレンザーは使用できない場合もありますので、各製品の取り扱い説明書もご確認下さい。

くもり防止に油膜取りスプレ−
おすすめ

お手入れ後に、自動車用の油膜取りスプレ−をひと噴きして
おくと、汚れの付着やくもりを防止する効果があります。
※くもり止め加工がされている鏡にはクリームクレンザー
を使用すると効果がなくなる、キズがつくなど不具合が
発生しますので、使用しないでください。
注）※製品によっては、汚れ落ちを良くするため等で特殊
表面処理を施しているものがあり、クリームクレン
ザーは使用できない場合もありますので、各製品の
取り扱い説明書もご確認下さい。

10 年ほど使っているミラ−の下の方やまわりが黒ずんできました。
原因も分からず対処に困っています。
Ａ２．原因はミラー裏面に塗っている銀が浴室内での湿気や洗剤により変色してしまったものです。これは一般的
なくなります。
この現象は、いわゆるミラ−にとっての製品寿命ですので、交換をおすすめ致します。
ミラ−下部が黒く変色してい
ます。

黒く変色して
いる部分

豆知識

浴室の窓のお手入れ方法
浴室の窓は、ついつい怠りがちになる
お手入れ箇所です。
月に１回程度、以下の要領でお手入れ
いただくときれいに保てます。

1

2

窓は外側の方が汚れているの
で、まずは外側を水ぶきします。

6

ガラス用洗剤を吹きつけます。

5

隅の方などは綿棒を使ってキレ
イにします。

次に割り箸に布を巻き付けた
手作り道具などで汚れをふき取
ります。

お役立ちワンポイントグッズ
サッシのレ−ル ( 溝 ) の汚れ落と
しに重宝するグッズです。

★割り箸にふきんを巻いてゴム
で締める。この簡単にできる
自作お手入れ道具は、狭い場
所のお手入れに大活躍します。

3

硬く絞った布で汚れをふき取り
ます。ここまでは内 側も同 様
です。

4

サッシのレールにたまった砂ボ
コリは、歯ブラシを濡らして汚
れを浮かせます。

浴室 ー浴室用電気乾燥機・水栓

現象 1

浴室用電気乾燥機から温風が出ず、衣類が乾きにくい
※長期使用製品安全点検制度対象製品（99 ページ参照）

なぜこうなるの？（原因）
吸気口についているエアフィルタ−にゴミやホコリがたまり、通気を
悪くしています。
この状態が長く続くと、モ−タ−に負担が掛かり、モ−タ−部の不具
合に繋がり、さらに温風の出が悪くなってしまいます。

メンテナンスを必要とする判断基準
フィルターにゴミやホコリが付着し、温風の出が悪くなった場合。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
モーターが焼け、
異音や異臭が発生し、
本体交換が必要となります。
「長
期使用製品安全点検制度」対象製品であるため、10 年後には点検が
義務化されています。

現象 2

蛇口を閉めても、ポタポタ水が垂れ落ちる
なぜこうなるの？（原因）
水漏れの殆どは、水栓に内蔵されているシ−トパッキンなどの劣化や
摩耗によるものです。
①浴室用ツーハンドルシャワ−
→３〜５年でパッキン劣化・摩耗
②サ−モスタットシャワ−水栓
→５〜 10 年で切替バルブ、劣化 ･ 摩耗

メンテナンスを必要とする判断基準
吐水口からポタポタ漏れが止まらない場合。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
劣化・不具合を起こしてポタポタ漏れが止まらなくなります。

現象 3

サーモスタット式シャワー水栓の吐水温度が表示温度と異なる
メンテナンスを必要とする判断基準

なぜこうなるの？（原因）

温度調節ハンドルは、出荷時に設定していますが使用条件（給水・給
湯圧力および給湯温度）が異なると、表示通りの温度のお湯が出ない
ことがあります。
また、サーモスタット式水栓は湯と水を混ぜて吐水させるため、給湯
機の設定温度よりぬるくなります。
なお、季節によっては、給水温度は夏温かく、冬冷たいなど、一定で
はありません。このため給水温度の変化につれて、吐水温度も表示温
度からズレることがあります。

メンテナンスを必要とする判断基準
キッチンの水栓でも希望の吐水温度のお湯が出ない場合。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
メンテナンスの方法
給湯器の設定温度を希望吐水温度より＋ 10℃
くらい高く設定する。それでも改善しなけれ
ば、取扱説明書にしたがって温度の調節を行っ
てください。

調整を行わないと、表示通りの適温のお湯が出ない状態が続きます。

よくある質問
【水栓金具】
水の出が悪い。または乱れる。
Ａ１．ストレ−ナ−を洗ってみましたか？
ストレ−ナ−に水あかなどが詰まって水の出が悪くなったり、水流が乱れたりすることがあります。
注）ストレ−ナ−のお手入れ方法については取扱説明書を参照、または、本誌 106 ページ Q1 を参照ください。

水の出る量が少なくなった。
Ａ２．止水栓をチェックしてみてください。
お手入れの後に、十分に止水栓を開けましたか？ ご確認ください。

ワンタッチ水栓から水が出ない。
Ａ３．チャイルドロックがかかっていませんか？
ワンタッチ水栓には、誤って触った時に水やお湯が出ないようにするチャイルドロック機能付きのものもあ
ります。

【シャワー】
水の出が悪い。または乱れる。
Ａ４．ノズルにゴミが詰まっていませんか？
ノズルに水アカなどが詰まって水の出が悪くなったり、水流が乱れたりすることがあります。

シャワ−ヘッドの中を洗いたい時は､ こ
の様にして外します。

中に水を通してすすぎます。

【換気扇・浴室乾燥機】
機械が作動しません。
Ａ５．ブレ−カ−は落ちていませんか？ ご確認ください。

異常な音がする。
Ａ６．フロントパネルあるいはフィルタ−などが汚れていませんか？
汚れていると異常音がするだけではなく、換気能力にも影響します。

ノズルの穴に異物が詰まっていると思
われる時は柔らかい歯ブラシなどで掃
除し、それでも取れない場合は竹串や
マチ針のような先の細い物で取除いて
ください。
注）※製品によってはゴム製のノズル
等、歯ブラシを使用出来ないも
のもありますので、各製品の取
り扱い説明書もご確認下さい。

豆知識

ヒートショックにご注意！
浴室と脱衣室の温度差をなくしましょう。
「ヒートショック」とは、急激な温度差が発生した
ときに身体へかかる衝撃のこと。入浴の場合は脱衣
室と浴室、または洗い場と浴槽の温度差によるもの
です。具体的には血圧の急変動や脈拍数の急増が見
られ、ご高齢者や高血圧などの不安をお持ちの方に
とっては特に心配です。
これを防止するには、まず浴室内を温めてから入浴
すること。そして、入浴後、脱衣室を出る時にも注
意が必要です。温まった身体と温度の低い脱衣室と
の温度差も無くすようにしましょう。

浴室温度が低いほど
血圧変動が激しい
浴室内の温度
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「脱衣室・浴室温度と生理反応」
国立公衆衛生院データより一部抜粋
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トイレ ー便器・タンク

現象 1

水のたまりが遅い

なぜこうなるの？（原因）

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）

タンクへの異物混入を防止するストレーナー
に目詰まりが発生するため。

異物が付着したまま放置するとストレーナーの破損や、止水不良の原
因となります。

メンテナンスを必要とする判断基準

メンテナンスの方法

低水圧地域でないのに、ロータンクに水のた
まりが遅い場合（２分以上かかるなど）
。

取扱説明書のストレーナーの清掃方法を参考に清掃を行う。または、専門
業者に修理を依頼する。

現象 2

水が止まらない（ボールタップの異常）
なぜこうなるの？（原因）
ボールタップのダイヤフラム、パッキンが、
「使用水中の塩素濃度が高
い場合」や「使用回数が多い場合」などで劣化が進み、止水機能が低
下するため。

メンテナンスを必要とする判断基準
経年により、水の止まりが悪くなり、ボールタップの浮玉を上側に動
かしても完全に止水しない場合。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
止水不良が慢性的に発生し、気がつかないうちに水道水が流れっぱな
しなる。

現象 3

水の止まりが悪い（排水弁の異常）

なぜこうなるの？（原因）
排水弁のパッキンが、
「使用水中の塩素濃度が
高い場合」や「使用回数が多い場合」などで
劣化が進み、止水機能が低下するため。

メンテナンスを必要とする判断基準
使用年数がたって、水の止まりが悪くなった
場合で、タンク内の貯水位がオーバーフロー
管の水位線より下にある場合。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
止水不良が慢性的に発生し、気がつかないうちに水道水が流れっぱな
しなる。

よくある質問
節水便器はどのくらいの節水になるのですか？
Ａ１．2006 年以降住宅用便器の多くは、洗浄水量が 6 リットル以
下の節水便器になっています。一方 1970 年代は 13
リットルだったので使用水量は半分以下になっています。
また、1990 年代に登場した節水便器は洗浄水量が 8 リッ
トルだったのでさらに約 20％の節水効果がはかられてい
ます。6 リットル便器と 13 リットル便器と比較した場
合 4 人家族の試算で年間約 45,260 リットルを節水でき、
水道代も年間約 12,000 円の節約になります。
（金額試算
東京都水道局 265 円 /㎥下水道料込み）

＊洗浄水量について
各社の洗浄水量が多少異なるため、標準的なモデルとして
8 リットル便器：大 8ℓ小 6ℓ
6 リットル便器：大 6ℓ小 5ℓ
で試算しております。

8万
7万
6万

年間洗浄水量
約 75,920L
約60％節水

5万
4万

4 人家族（男 2 人女 2 人）
1日 大 1 回 /小 3 回
省エネ防犯推進委員会
「省エネ防犯住宅推進アプローチより」

2万

年間洗浄水量
約 30,660L

1万
単位：Ｌ

約20％節水

年間洗浄水量
約 37,960L

3万

13リットル
1970年

8リットル
1990年

6リットル
2006 年

トイレ床の便器のまわりの黒いシミの原因はなんですか？
Ａ２．木質系フローリングの床で、小水が便器と床材のすき間に染み込んだまま放置されると、アンモニアによっ
て黒いシミが発生することがあります。また、長時間放置しておくと、床材を腐らせる原因にもなってしま
います。小水だけでなく梅雨時の結露の水、掃除の際の水や洗剤などもシミの原因になりますから、床の水
分はすぐにふき取るようにして、乾燥状態にしておくことがシミの発生防止に有効です。

トイレを使ったときの、あのイヤな「水はね」はなくせないの？
Ａ３．トイレ使用時の水はねは便器に水たまりがあることが原因です。汚物の形や量によって水が跳ね返ってくる
ことがありますが、この水たまりには下水からの臭気を遮断する大切な役目があるため、なくすわけにはい
きません。例えば水たまりにあらかじめトイレットペーパーを浮かせておくと、
多少水はねは予防できます。

便器内の黒色やピンク色の汚れの原因は？
Ａ４．便器の水たまり部や水出し穴付近などが黒く変色したり、ピンク色の汚れがつくことがあります。これは空
気中に浮遊しているカビの胞子やバクテリアが便器に付着して繁殖したものです。汚れた場合は、トイレ用
中性洗剤をトイレブラシなどにつけてこすり落としてください。

汚物排出後に「ゴボッゴボッ」と音がする原因は？
Ａ５．便器の洗浄方式によっては、サイホン作用を利用しているものがあります。便器内の排水管路内で水の吸引
作用（サイホン）が発生し、便器内の汚物を便器外へ排出します。そのサイホン作用が切れる際に便器の排
水路入口から空気が吸い込まれる音がゴボッゴボッ音の正体です。

豆知識

便器の結露について
ガラスのコップに氷水を入れると、たちまちコップが汗をかくように、便器やタンクも汗をかくことがありま
す。この汗を結露といいます。結露は、空気中に含まれる水蒸気が、便器やタンクの表面で冷やされることに
よって凝結する現象です。湿度が高く、水温と室温の差が大きいほど生じやすく、地下水を利用している場合
や湿度の高い梅雨時、あるいは冬の暖房時などによく見られます。
ひどい場合には流れ落ちて床まで濡らしてしまうことがあるため、すぐにふき取るようにしてください。また
換気扇を回したり窓を開けたりして、トイレの換気をすれば結露しにくくなります。防露便器・防露タンクで
も、室温と水温の差が 15℃以上で、室内の湿度が 80％に達すると、結露することがあります 。

結露限界図
防露なし便器、防露なしタンク
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室温と水温との差（℃）
〈グラフ１〉
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室温と水温との差（℃）
〈グラフ 2〉

25

上のグラフは、便器・タンクの結露限界を表したものです。グラフ中の曲線より下方は結露しないことを、上
方は結露することを示しています。例えばグラフ中の＊ 1、＊ 2 の場合、いずれも防露なし便器・防露なしタ
ンクでは結露しますが < グラフ 1>、防露便器・防露タンクでは結露しません。< グラフ 2>
＊ 1：室温 24℃、水温 3℃で相対湿度 62％の場合
＊ 2：室温 30℃、水温 15 度で相対湿度 78％の場合を示します。

ゴムの劣化・変形について
ゴムは一般的に、空気・水に含まれる酸素や、水道水中に含まれる塩素により、徐々に劣化し、変形や表面劣
化がおきます。これは酸素・塩素がゴムと反応し、ゴムの分子結合を切断するためです。この反応により、ゴ
ム表面に硬化、ひび割れが生じることがあります。タイヤにひび割れが生じるのと同じような現象です。

酸素・塩素による劣化
Ｕパッキンの
劣化による変形
（ヒレ倒れ）

Ｏリングの
表面劣化による荒れ

劣化前
劣化前

劣化後

劣化後

トイレ ー温水洗浄便座

便蓋

本体

止水栓
給水管

便座

漏電防止プラグ
電源コード
※機種（品番）により、部品の有無、形状などが異ります。
詳細は、取扱説明書をご参照または、メーカーへお問い合
わせください。

現象 1

洗浄スイッチを押しても、ノズルは出るが、洗浄水が出ない
（非常に弱い。）

なぜこうなるの？（原因）
製品内への異物混入を防止するストレーナー
に目詰まりが発生するため。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
洗浄水が出なくなる。

メンテナンスの方法

メンテナンスを必要とする判断基準
洗浄の水勢が弱くなったと感じた場合。
※お手入れの期間の目安：半年に１回
・ 取扱説明書にしたがってお手入れください。
・ ストレーナーの汚れ、目詰まりなどがひどい場合には、交換をおすすめ
します。

現象 2

温水洗浄便座の本体がガタつく

なぜこうなるの？（原因）
ベースプレートのボルトがゆるむため。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
本体が外れ事故につながる。

メンテナンスの方法
メンテナンスを必要とする判断基準
ガタつきが気になった場合。

現象 3

便座を便器から取り外し、ベースプレー
トのネジを締めてください。

パッキン
便器

配管接続部から漏水している

なぜこうなるの？（原因）
接続部のナットがゆるむなど。

メンテナンスを必要とする判断基準
接続部からの漏水が確認された場合
※床が濡れている場合などは、接続部などを
確認願います。

現象 4

ベースプレート

脱臭がきかない

なぜこうなるの？（原因）
脱臭フィルターが詰まると、空気が吸えない
ため。

メンテナンスを必要とする判断基準
においが気になる場合
※お手入れの期間の目安：月に１回

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
漏水が継続し、床などへの被水が継続すると、床が腐食したりする。

メンテナンスの方法
モンキーレンチなどで緩んでいる箇所
を増し締めしてください。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
●脱臭がきかない。
●脱臭モータの作動音が大きくなる。

メンテナンスの方法
・ 取扱説明書にしたがってお手入れく
ださい。
・ 脱臭フィルターの汚れ、目詰まりな
どがひどい場合には、交換をおすす
めします。
・ 脱臭フィルターをお手入れしても、
においが気になる場合は、脱臭カー
トリッジの交換をおすすめします。

よくある質問

便座には 2 種類のサイズがあると聞いてますが、
その大きさについて教えてください。
Ａ１．便器サイズには主に大型（エロンゲートサイズ）と普通（レギュラーサイズ）の２種類があり、便座にも同
様に２種類あります。大型サイズは便器の穴の縦方向の長さが 360 〜 380mm、便器の取付穴から便器先端
までの長さが約 470mm です。レギュラーサイズはそれぞれ 320 〜 350mm、約 440mm です。いずれも便
座取付穴の間隔は 140mm です。洗浄便座を買い替える際はこれらの寸法を測って確認することが必要です。
便座取付け穴

便座取付け穴
50以上

50以上

140

360
〜
380

便器

大型サイズ

140

470

（単位：mm）

320
〜
350

便器

普通サイズ

440

（単位：mm）

温水洗浄便座にアースは必要なのでしょうか？ また、アースを
取り付けないと、どんな危険があるのですか？
Ａ２．安心してご使用いただくために、アース工事が必要です。施工説明書、取扱説明書では、アース工事をして
いただかないと、故障や漏電のときに感電する恐れがあることを警告しています。電気設備の関係法令でも
アース工事をすることが定められています。
通常使用状態で、アース工事がされていなくても感電することはありませんが、アース工事は、万一機械的・
電気的不具合があった場合、感電を防止するために必要な安全策です。
コンセントにアース端子がない場合は、電気工事店にご相談ください。

豆知識

重大事故防止のために。
温水洗浄便座や暖房便座は電気製品で寿命があります。
異常に気づいたら、すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めて使用を中止し販売店、
工事店またはメーカーへ連絡しましょう。故障したまま使用すると、火災や感電、
室内浸水の原因になります。長期間（１０年以上）お使いの製品は買い替えを検討
しましょう。使い勝手、機能性、省エネ性能も向上しています。

温水洗浄便座・暖房便座を安全に使うには。
取扱説明書をよく読み、正しく使いましょう。
①便座や本体に小水や洗剤をかけないようにしましょう。
②酸性やアルカリ性の洗剤を使ってはいけません。洗剤は各メーカーの取扱説明書に記載された洗剤を使用し
ましょう。プラスチック部分は専用クリーナーや薄めた中性洗剤を柔らかい布にふくませてふき、さらに水ぶ
きしましょう。

便器用洗剤は、便器内のつけ置き使用はしないで、3 分以内に洗い流しましょう。
使用できる洗剤でも直接かけてしまうと発火の原因になります。また、便器鉢内に洗剤を放置すると部品の腐
食・劣化につながり感電、火災の原因となります。

③漏電防止プラグは月に１回程度、正常に作動するか確認しましょう。また、ホコリは定期的に掃除しましょう。

電気設備 ー配線器具
現象 1

壁コンセントが焼損する

なぜこうなるの？（原因）
次のような場合は注意が必要です。
・プラグ刃の挿抜が頻繁。
・湿気の多い所、水などがかかり易い所で使っ
ている。
・使用 10 年以上経過している。

事故を防止するためには？
①湿気の多い所、水などがかかり易い所で使
用しないでください。
② 10 年以上経過している場合は、安全にお使
いいただくために早めの商品交換をおすすめ
します。
③定期的に点検・メンテナンスしてください。
〔点検の頻度〕
・最低 1 回／年は点検しましょう。（目安）
・但し、周囲環境や使い方によって異なりま
すのでときどき点検をしましょう。

現象 2

メンテナンスを必要とする判断基準
① 130 ページの「チェックシート」に該当する項目がある場合、傷
んでいます。安全にお使いいただくために商品交換をしてください。
② 10 年以上経過している場合は、早めの商品交換をおすすめします。
※器具の取り付けや取り替えなどの電気工事には、法律で定められた資格が必要です。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）

焦げたにおいがする
内部で異常が発生している可能性があります。
電線接続
部の焦げ

差込口の
変色・焦げ

壁コンセントが焼損します。
火災の原因となります。

電源プラグが焼損する

なぜこうなるの？（原因）
電源プラグ刃の間に次のようなものがたまっ
ていると危険です。トラッキング現象発生の
原因となります。
・跳ね水がかかる（水槽の近くなど）
・湿気を含んだホコリ（家具の裏にありコンセ
ントに差しっぱなしなど）
・飲食物がかかる（台所など）

事故を防止するためには？
① 湿気の多い所、水などがかかり易い所で使
用しないでください。→原則、使用禁止。
②プラグを定期的に点検・メンテナンスして
ください。
電源プラグのホコリは
発 火の原因。定期 的
にホコリ掃除を。

〔点検の頻度〕
・最低 1 回／年は点検しましょう。（目安）
・但し、周囲環境や使い方によって異なりま
すのでときどき点検をしましょう。

メンテナンスを必要とする判断基準
電源プラグが熱い・変形している・焦げ臭い場合は、使用を即、 中
止して安全にお使いいただくために商品（コンセント・プラグ）の交
換をしてください。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
長期間差し込まれたままの電源プラグは、ホコリがたまって、トラッ
キングを起こしている可能性があります。
プラグ刃間で焼損
プラグ刃間で焼損
プラグ刃が溶断
プラグ刃が溶断

電源プラグが焼損します。
火災の原因となります。

※トラッキングとは…？
●プラグ刃の間に堆積した湿気を含んだホコリなどを通して、電流が流れ異常発熱します。
繰返し電流が流れると、電源プラグ表面が炭化して最終的にはショート・発火します。
※この現象を一般的に「トラッキング現象」と呼びます。

現象 3

延長コードがショート（発火）する

なぜこうなるの？（原因）
次のような行為はコード断線の原因となり危険です。
断線した状態で続けて使用するとショート
（発火）
に至るおそれがあります。
・無理な引張り（コードを持ってプラグを抜く）
。
・コードをねじる／繰返し折曲げ（屈曲）
。
・コードを踏み付ける。
・コードを家具などで挟む。
・コードを固定・締めつける。
・コードを束ねたまま使用する。
・使用 3 〜 5 年経過しコードが傷んでいる。

メンテナンスを必要とする判断基準
130 ページの「チェックシート」に該当する項目がある場合、
傷んでいます。
使用を中止して安全にお使いいただくために商品交換をしてください。
※とくに次の症状が発生している場合、傷みの兆候です。
延長コード、電源プラ
グは熱くなっていませ
んか？
● 容量オーバーや内
部で異常が発 生し
ている可能 性があ
ります。

本体やコードにひび
割れ、キズがありませ
んか？
●充 電部が 露出して
いる可能 性があり
ます。

コードを動かすと、使
用中の器具が点いたり、
消えたりしませんか？
● 内 部で断 線してい
ます。

電源プラグの抜き差し
がゆるくなっていませ
んか？
● 延 長コードが損 傷
しています。
電源プラグが
グラグラする

ひび割れや
キズが見られる

接触が
不安定

事故を防止するためには？
① 商品の定格以内で使う。
（タコ足配線しない。
）
② 接続する機器の説明書を読み、注意や警告
を必ず守る。
（延長コードの使用を禁止してい
る機器があります。
）
③ 都度異常がないか確認してください。
④ 使用経過年数を把握し、周囲環境や使い方
によって３〜５年以上経過している場合は安
全にお使いいただくために早めの交換を！
〔点検の頻度〕
・異常が見られないか都度確認してください。
・いつも機器と接続したままの延長コードはと
きどき確認してください。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
コードが
ショート

コード
が
ショート

コードがショート（発火）します。
火災や感電の原因となります。

電源コードを締めつけないで！

束ねたまま電源コードを
使用しないで！

ステップル

電源コードをステップルなどで固定したり、
タンスなどの下敷きにしていませんか？これ
らは、感電やショートの原因になります。

コートは途中で結ばずに、のばしてお
いてください。結んだまま使用すると加
熱の原因になり危険です。

よくある質問

Q1 お宅の電気、こんな症状はありませんか？
コンセント・壁スイッチのチェックシート
場所
こんな症状
壁スイッチ

居
間

キ
ッ
チ
ン

子
供
部
屋

和
室

ト
イ
レ
・
洗
面
所

玄
関
・
廊
下
・
階
段

ハンドルやカバーが熱い
ハンドルが異常に軽かったり、重かったりする

ハンドル ハンドルやカバーに変色、膨れ、ひび割れなどがある

コンセント

本体やカバーなどが熱い
本体やカバーに変色、膨れ、ひび割れなどがある
プラグの抜き差しが極端に弱くなった
ホコリが付着しており、清掃してもホコリが取れない

延長コードのチェックシート
誤使用していないかチェック！

居間

子供
部屋

寝室

和室

台所

TV
周り

その
他

居間

子供
部屋

寝室

和室

台所

TV
周り

その
他

コードを押し付けて使っている
コードを扉やふすまで、はさんでいる
コードを引っ張って抜いている
コードを束ねて使っている
高温になる場所で使っている
表示された容量を超えて使っている
たこ足配線をしている
水のかかる所で使っている
濡れた手で延長コードを触っている

安全の確認チェック！
延長コード、電源プラグは、熱くなっていませんか？
コードを動かすと、使用中の器具がついたり、消えたりしませんか？
電源プラグの抜き差しがゆるくなっていませんか？
電源プラグの栓刃の根元が焦げたり、溶けたりしていませんか？
本体やコードにひび割れ、キズがありませんか？
電源プラグの栓刃が曲がっていませんか？

点検して、異常があれば、新しい延長コードに交換しましょう。
◎該当項目がある場合、器具が傷んでいます。そのまま使い続けると火災や火傷など予期しない事故の原因
となる恐れがありますのですぐに使用を中止して最寄の電気工事店などに交換を依頼しましょう！！！
社団法人 日本配線器具工業会のホームページも参考にしてください。 http://www.jewa.or.jp/

よくある質問

コンセントやスイッチ及び延長コードに
耐用年数（寿命）はありますか？
Ａ 2． 寿命は有ります。使い方や周囲環境によって、耐用年数は異なります。コンセントやスイッチは「10 年」
、
延長コードは「3 〜 5 年」が目安です。

傷んだ（寿命末期の）コンセントやプラグ及び延長コードを
使い続けるとどうなりますか？
Ａ 3．コンセントやプラグは内部金属部品が腐食（酸化）
、延長コードはコード心線が断線などによって、異常発
熱します。器具の焼損やショートの原因となる場合があります。

各器具の定格を超えて使用すると、どうなりますか？
Ａ 4．異常発熱して、器具の焼損やショー
トの原因となる場合があります。
延長コードはショート（発火）する
場合があります。

豆知識

10年使用が点検の目安、配線器具の
安全点検をおすすめします。

配線器具にも
寿命があります。

寿命になると器具より発熱し、最悪の場合は焼損、火災の原因になりますので交換をおすすめします。
取付場所や使用状況によって異りますが、点検の目安は一般的に設置後 10 年です。
特に下記の場合は短寿命の原因になりますので、性能維持のため早期点検・交換をおすすめします。

定格容量
いっぱいの使用

ホコリの多い
場所での使用

スイッチ
使用頻度が
著しい場合

コンセントの
抜き差し頻度が
著しい場合

塩気や油蒸気の
多い場所での
使用

高温場所での
使用

低温場所での
使用

使用頻度の高い
コードセットや
電源プラグなどは
3 〜 5 年が
目安です。

電気設備 ー照明器具
現象 1

ホコリや汚れが付着している

なぜこうなるの？（原因）
照明器具は静電気を帯びているため、ホコリ
を吸い寄せやすい。
ホコリや汚れが付着すると明るさが低下しま
す。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
ホコリや汚れが付着すると明るさが著しく低下し、気づかないうちに、
ムダな電気を消費していることになります。
※お手入れの際は、必ず電源を切ってください。通電状態で行うと、
感電・ランプ破損のおそれがあります。

メンテナンスの方法
メンテナンスを必要とする判断基準
照明器具の清掃は６ヶ月に１回程度実施して
ください。
※ダウンライト、
シーリングライト、
ブラケッ
トなどの周りの天井材や壁材が黒ずむ場合が
ありますが、これはホコリが照明器具の熱に
より器具の周りに集中し、付着するためで
す。定期的なお手入れをおすすめします。

現象 2

水または中性洗剤を含ませた布
を用いて軽くふき取ってくださ
い。
※シンナー、ベンジン、アルカ
リ系洗剤でふくと変色・変質・
強度低下による破損の原因とな
りますので、ご使用にならない
でください。

照明器具が暗く感じる

なぜこうなるの？（原因）
蛍光灯ランプは、点灯するにしたがって口金
から数センチほどのところから中央に向かっ
て黒ずみが発生します。
このような現象が蛍光灯器具を暗くさせるひ
とつの原因となります。

メンテナンスを必要とする判断基準
ランプは定格寿命を超えたら、ランプ交換を
する目安です。
点灯管付器具においては、点灯管が点灯可能
回数を超えて、ランプが点灯しなくなれば寿
命です。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
ランプは寿命を超えて使用すると、チラつきや明るさの減退、不
点灯を引き起こします。
定格寿命でのランプ交換や、LED器具への交換を行ってください。
※ランプ交換、器具交換の際は、必ず電源を切ってください。通
電状態で行うと、感電や破損のおそれがあります。

メンテナンスの方法
照明器具に適合するランプ
を使用してください。
組合せが不適切な場合、過
熱や発煙の原因となること
があります。
また、照明器具には寿命が
あります。古くなった照明
器具については、LED器具
への交換もご検討下さい。

よくある質問

照明器具全般について
照明器具から音が出るときがある。
A1．点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が照明器具から発生することがありますが、
異常ではありません。

照明器具を点灯したらラジオに雑音が発生する。
A2．電波の弱い場所（山間部、鉄筋建物内など）では、室内アンテナ使用のテレビやラジオに画像の乱れや雑音
などが発生することがあります。

照明器具を点灯したら、エアコンなどのリモコンが動作しにくい。
A3．照明器具のきわめて近くでは、他の機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

照明器具のリモコンが動作しにくい。
A4．天井、壁、床の色や材質により、リモコンの操作距離が短くなることがあります。
また周囲温度が低いと、点灯直後リモコンで切り替わりにくいことがあります。その場合は、しばらくしてから
操作してください。

照明器具がなかなか明るくならない。
A5．蛍光灯はランプに風が当たったり冬場など周囲の温度が低い場合には、明るくなるまでに時間がかかったり、
点灯直後にちらつきや移動縞（ムービングストライエーション現象）が発生することがあります。
ランプが温まりますと自然に収まります。

照明器具の点灯状態が勝手に切り替わったが、故障ですか？
A6．非常に短い停電が起こると点灯状態が意図せず切り替わる場合があります。
長時間使わないときは、壁スイッチ（壁スイッチがない場合はブレーカ）を OFF にしてください。

低誘虫効果について
低誘虫なのに、蚊が照明器具の中に入った。
A7．蚊、ゴキブリなど、光に誘われない虫には効果がありません。また設置した器具の周囲の光環境によって誘虫
効果に差が生じます。

LED について
現在使用している照明器具に LED 電球は使用できますか？
A8．白熱灯器具に電球型蛍光灯やＬＥＤ電球に交換する際は、商品に適合しているかどうか、必ずご確認ください。
断熱施工（ＳＢ／ＳＧ㈵／ＳＧ／Ｓなどのマーク付）のダウンライトでは使用しないでください。ランプの
温度が上昇し、短寿命の原因となることがあります。
●下記URL似て 誰にもわかるLED照明 を掲載しておりますので、ご参考にしてください。
https://www.jlma.or.jp/siryo/pdf/pamph/2020syoenebook.pdf
https://www.jlma.or.jp/siryo/pdf/pamph/2019syoenebook.pdf

豆知識
照明器具は家庭における消費電力
量の第2位をしめており、その割合
は全体の14％弱にも達しています。
産業分野では減っているCO2排出量
も、家庭部門では思うように減少
しておりません。より省エネ性能
の高いLED等の照明器具に取り替
えることで、家庭での消費電力を
減らすことができ、CO2排出量削減
につながります。（図1・2参照）

【図１】資源エネルギー庁

【図２】日本照明工業会

センサを使った照明は、屋内外を問わず、スイッチを探したりする手間が
センサを使った照明は、屋内外を問わず、スイッチを探したりする手間が
省け、安心・快適・便利です。
省け、安心・快適・便利です。
センサを使った照明は、屋内外を問わず、スイッチを探したりする手間が
省け、安心・快適・便利です。

センサを使った照明は、屋内外を問わず、スイッチを探したりする手間が省け、安心・快適・便利です。
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【トイレの例】（ダウンライトの人感センサ）

リビングやダイニングのシーリングライトや
節電ができます。暮らしのシーンに合わせて
調光すれば、ムダな明るさを減らすことにな
り節電ができます。
（図３参照）

センサやタイマ付きなら
設定時間になると
設定時間になると
人が来ると100％点灯し
人が来ると100％点灯し
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【キッチンの例】
（人感センサ）

図3

暮らしのシーンと Hf 蛍光ランプ（シーリングライト）の調光の例
明
る
さ

100%

節
電
節電効果
の
もう一度で
手をかざすと 0％
効
消灯
果 点灯

新聞や本など、細かい文字
を読むのに十分な明るさ

50%

10%

節電効果

節電効果

家 族で団らんのときなどに
適したほどよい明るさ

くつろぎを演出したり、落ち着
いた雰囲気をかもし出す明るさ

約 50％

約 90％

出典：住まいの照明省エネ BOOK2011 年度版（
「あかりの日」委員会 )

豆知識

照明器具の寿命
１年に１回、
「安全チェックシート」にて自主点検してください。点検せずに長時間使い
続けると、まれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

安全チェックシート（住宅用照明器具）
●安全のために１年に１回は点検をおすすめいたします。
●下欄の安全点検項目について点検し，該当する場合は点検結果欄に✓印を記入し，処置手順に従ってください。
L
E
D
器
具

白
熱
・
蛍
光
灯

○

○ A1. スイッチを入れても，時々点灯しないときがある。

○

○ A2. プラグ，コード，又は本体を動かすと点滅する。

○

○ A3. プラグ，コードなどが異常に熱い。

○

○ A4. こげくさい臭いがする。

○

○ A5. 点灯時にブレーカが動作することがある。

○

○ A6. コード，ソケット及び配線部品に傷み，ひび割れ，又は変形がある。

○

○ B1. 購入後，１０年以上経過している。

○

○ B2. 点灯するまで時間がかかる。※

○

○ B3. 極端に明るさが低下している。※

○

○ B4. ちらつきが頻繁に生じる。※

○

○ B5. カバー，パネルなどに変色，変形，ひび割れなどがある。

○

○ B6. 塗装面にふくれ又はひび割れがある，もしくはさびが出ている。

○

○

○

点検結果

安 全 点 検 項 目

点検年月

／

／

／

✓印がある場合は危険な
状態になっています。事
故防止のため直ちに使用
を中止し，新しい器具に
お取り替えください。

✓印がある場合は危険な
状態になっていることが
あります。事故防止のた
め速やかに新しい器具に
お取り替えください。
※ランプ使用器具の場合
は、ランプを交換して、ご
確認ください。

B7. 器具取付け部及びランプ取り付け部に変形，ガタツキ，ゆるみなど
がある。※
B8. 点灯している LED の色味が変化してきた。※

○ C1. ランプの端部が極端に黒化している。
○ C2. グロースタータ（点灯管）が点滅を繰り返す。
○

処置手順

○ D1. 照明器具の近傍に燃えやすいものがある。

✓印のものは新しいもの
に交換してください。
✓印がある場合は直ちに
取り除いてください。

チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

上記点検項目以外でも不具合があれば，ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

電気設備 ー引込ポール
現象 1

引込ポールの根元が錆びてきた
メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
錆が進行し孔食が発生し継続使用する
と補修不可能になります。

なぜこうなるの？（原因）
酸性土壌の土や動物の排泄物などにより、錆
が促進されることがある。

メンテナンスを必要とする判断基準

倒壊の危険性が大きく補強金具もしく
は建替え。

メンテナンスの方法
表面だけの錆であれば錆を取り除き、錆止め処置をしてください。
表面が剥がれてきたり、孔食があった場合は補強または交換が必要となり
ます。

ポール表面の汚れを落として目視確認します。
錆の発生、または表面の欠損があれば補修が
必要です。
（137 ページの「点検シート」およ
び 139 ページの「豆知識」を参照）

現象 2

被覆が割れてきた
なぜこうなるの？（原因）
経年による耐候性劣化。
（目安：5 〜 10 年前後）

メンテナンスを必要とする判断基準
被覆が捲れてくる。膨らんでくる。
（137 ページの「点検シート」およ
び 139 ページの「豆知識」を参照）

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
錆が進行し継続使用すると孔食が発生し補修不可能になります。

メンテナンスの方法
被覆を剥がし、錆を落とし防錆塗料を塗ります。

（地表面）

GL

①地際部

②ボックス

④ジョイント
カバー部

約 30cm

③上下部柱
接続部

年

部品類

全般

④ジョイントカバー部

③上下部柱接続部（ジョ
イントカバー上 30cm 程
度の部位）

②ボックス

①地際部

点検部位

建柱日：

日

補修

有・無

有・無
有・無

部品のはずれ、浮き、ゆるみ

有・無

有・無

表面のみ発生の有・無

補修

新規取付

新規取付

補修

補修

建て替え

ポール上端のキャップはずれ

所定物以外の取り付け
（看板、ネオンサイン、旗など）

素地に達するキズ

腐食（錆）

著しい発生の有・無（サ
ビによる膨れなど）

補修
建て替え

有・無

素地に達するキズ

補修

建て替え

パッキン取付修正

パッキン取付修正

有・無

有・無

腐食（錆）
著しい傾き、曲がり、へこみ、変形

有・無

有・無

ボックスと引込口パッキン（施工説
明書参照）の隙間
樹脂被膜の浮き
被覆割れ

有・無

補修

補修

表面のみ発生の有・無
有・無

交換

ポール引込口パッキン（施工説明書
参照）の隙間

素地に達するキズ

腐食（錆）

根巻補修
著しい発生の有・無（穴
があくなど）

地際部補修

コンクリート根巻のクラック

地際部補修

補修

表面のみ発生の有・無

有・無

建て替え

処置方法 点検日
点検者

著しい発生の有・無
（錆による膨れなど）

チエック内容

動物などの排泄物の付着

地表面に出ているポール部への土壌
の付着

素地に達するキズ

腐食（錆）

チエック項目（目視）

月
建柱日

点検年月日・点検者・点検結果（有・無を記入）

＊商品によっては点検部位のないものがあります。

カラータイプ用 （お客様の大切な財産であるポールを長期間ご使用いただくために必ず行ってください）

点検シート：年に 1 回程度点検してください

よくある質問
引込ポールは、
何が入っているの？
Ａ１．ブレーカー、電灯、電話、通信線が入っています。

引込ポールって必要なの？
Ａ２．使用しない場合、外壁を利用します。美観が悪
くなります。

引込ポールって電力会社の
ものではないの？
Ａ３．住まい手のものです。住まい手の境界内の建
造物はすべて住まい手のものです。

電力会社との分界点は？
Ａ４．引込金具です。
引込金具

電灯線
引込金具

正しく使っていれば
問題ないの？

Ａ８．メンテナンスは必要です。

メンテナンスはどうするの？
Ａ９．137 ページの点検シートにしたがって実施してく
ださい。

メンテナンスはなぜするの？
Ａ10．長年使用による経年劣化を補いより長くお使
いいただくための作業です。

コンクリートによる基礎は
必要なの？
Ａ 11．強度確保のため必要です。
（内線規程）

交換は簡単にできるの？
Ａ 12．簡単ではなく、材料工事、停電も伴い費用も
かかります。

何年もつの？

点検にかかる費用は
だれが負担するの？
Ａ 13．所有している施主です。

Ａ５．10 年を目安としています。

土が被るとどうなるの？
Ａ６．土壌性質により特に錆びる場合があり、例とし
て常に水分と酸素が供給される土に接している
地際部が錆びます。

錆びたらなぜ危ないの？
Ａ７．錆びると鋼材の肉厚が薄くなり、強度劣化につ
ながります。
引き込み電線が施工されており、常時張力がか
かっています。

補修したら何年もつの？
Ａ 14．一概には言えません。建替えの場合は 10 年。

もし引込ポールが倒れたら
誰の責任になるの？
Ａ 15．所有している施主です。

どうなったら寿命なの？
Ａ 16．腐食が進み、肉厚が減少し電線張力に耐えら
れなくなった時点が寿命です。

豆知識

引込ポールと点検について
大丈夫？

定期点検を実施しましょう！

■引込ポールの根元は錆びていませんか？
引込ポールの根元が盛土などで覆われていると、錆びが進行し倒壊の恐
れがあります。
定期的に根元の点検をしていただき、異常が認められた場合は、電気工
事店などに相談して処置をお願いします。
引込ポール

地中も大丈夫かな？

錆の進行について
危険度

錆レベル 2

錆レベル 3

錆レベル 4

安全

比較的安全

径間などの条件にもよるが危険な状態

地際より下側の表面に
赤錆が発生

錆は確実に金属を侵食

錆はさらに進行

錆はさらに進行

地
際

肉厚は薄くなり始める

薄くなる・穴はなし

穴が開きだす

穴が多数開いている

下
部

肉厚変化なし

肉厚変化なし

肉厚は薄くなる

肉厚は薄くなる

錆
肉
厚

錆レベル 1

地
中
に
根
巻
が
あ
る

対応について
対応策
錆の進行抑止補修およびポール
強度を金具などで補う

対応策
倒壊の危険性が大きく、
基本的に建替え

設備全般 ー住宅用火災警報器
現象 1

警報音が鳴らない

なぜこうなるの？（原因）
< 電池式の場合 >
電池が切れている。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
もしもの時に、正常に作動しなくなり、火災に気づくのが遅れる、も
しくは気づかない。

< ＡＣ１００Ｖの場合 >
配線に異常がある。
停電している。

メンテナンスの方法

< ワイヤレス連動式の場合 >
家電製品やＯＡ機器のノイズを受けている。

取扱説明書にしたがって、お手入れし
てください。

メンテナンスを必要とする判断基準
定期（6 ヶ月に 1 回以上）点検でチェックし
ても作動しない場合。

現象 2

誤作動する

なぜこうなるの？（原因）
以下の事象により誤作動することがあります。
・調理時の煙
・加熱器などからの蒸気や湿気
・くん煙式殺虫剤
・スプレー式殺虫剤
・結露
・小さい虫やホコリ
また、ワイヤレス連動式の場合は家電製品や
OA 機器のノイズを受けて誤作動する場合があ
ります。

メンテナンスを必要とする判断基準
火事などが発生していないのに、警報音が鳴る
場合。

メンテナンスをしないとこうなる（劣化が進行した場合）
もしもの時に、正常に作動しなくなる、また火災に気づくのが遅れる、
もしくは気づかない。

メンテナンスの方法
取扱説明書にしたがって、お手入れし
てください。

くん煙式の殺虫剤を使用の際は、ポ
リ袋などで覆いをし、直接薬剤がかか
らないようにしてください。熱感知式
の場合は、そのままご使用ください。

よくある質問
どこに設置すれば良いのか？また、設置箇所は正しいのですか？
（既設物件へ設置の場合）
Ａ１．消防法では、
「全ての寝室」と「階段」に設置することが義務付けられています。その他の部屋
については、各市町村の条例に基づいて取り付けてください。

検定マークは何？
Ａ２．住宅用火災警報器には国の定める技術上の規格があり、その規格に適合する
製品には検定マークが表示されています。

設置しない場合の罰則はあるのですか？
Ａ３．罰則はありません。しかし、住宅用火災警報器の目的は、何よりも火災から大切な家族やご自
身の命を守ることにあります。罰則が無いから付けなくてもいいのでしょうか？いやいや、
「大
切な家族とご自身のために」住宅用火災警報器を早期に設置しましょう。

火災報知器はどれくらいの効果があるのですか？
Ａ４．消防庁において、実際の住宅火災における被害状況を分析したところ、住宅用火災警報器が設
置されている場合は、設置されていない場合に比べ、被害状況が概ね半減した結果となりました。

豆知識
煙感知式
警報器内部に煙（減光率 15％程度の濃度）が入ると、発光ダイオードの光が煙の粒子に反射して受光部
に届き、警報を発します。 ※設置場所：寝室、廊下、階段、居室など

熱感知式
警報器内部の感熱素子が、ある一定の温度（約 65℃相当）に達すると、警報を発します。
注）周囲温度や温度上昇のスピードによって感知タイミングにばらつきがあります。
※設置場所：台所 注）台所に煙感知式の設置を義務付けている市町村もありますので、所轄の消防署にご確認ください。

住宅用火災警報器設置について
住宅火災による犠牲者（特にお年寄り）が年々増加し、特に火災に気がつくのが遅れたことに原因があ
る事が住宅火災全体の４割にあたります。
火災の初期段階で気が付き、早急に消化活動を行い、避難をしていれば犠牲者を出さないで済むような
ケースも数多く存在します。このような不幸な出来事が多く発生したため、消防法を改正する法律が公
布されることになりました。
平成 18 年６月からの施行では、日本全国全ての住宅に対して住宅用火災報知器等の設置が義務付けら
れました。今後、住宅火災の増加を未然に防ぎ、犠牲者を減らす事を最大の目的として火災報知器な
どの防災機器を「設置、管理、維持」しなければならないということが消防法により定められ、義務
化されることになりました。また、同時に火災報知器の設置基準・管理基準なども定められました。
＊住宅用火災警報器は最大 10 年を目安に交換をおすすめします。

設備全般 ーホームエレベーター

※ホームエレベーターは、法律によって維持
管理が義務付けられています。維持管理契
約を結び、保守点検を行ってください。

よくある質問
地震が起きたらどうなるのですか？
Ａ１．地震があっても、運転し続けます。大きい地震があった場合は、テスト運転（乗らずにエレベーター
だけ往復運転させてみる）をして異常がないことを確かめてからご利用ください。専門技術員の
点検を受けることをおすすめします。

停電になったらどうなるのですか？
Ａ２．ホームエレベーターには、停電時自動着床装置が標準装備されています。停電灯が点灯し、バッ
テリー運転により最寄下方階まで運転し、ドアが開きます。
（停電時運転用のバッテリーは消耗品です。点検と交換はメンテナンス会社にご依頼ください）

メンテナンス契約を結んでいないとどうなるのですか？
Ａ３．まず、エレベーターの所有者には、常時適法な状態に維持することが建築基準法で義務付けられ
ています。メンテナンス契約されていない場合の出動は都度有償となります。ホームエレベー
ターは、最先端技術を含めた精密機械の集合体ですので、長年にわたって安全な運行を維持す
るためには、専門技術員による定期的な点検が必要ですので、メンテナンス契約をおすすめします。

定期検査と点検の違いはなんですか？
Ａ４．点検は、機器の性能チェック、調整、給油、清掃などです。検査は、国土交通大臣が定める点
検項目、方法、結果の判断基準について、合致しているかを確認することです。

豆知識

エレベーター所有者の義務について
ホームエレベーター・小型エレベーターの所有者には建築基準法により、維持管理、検査、報告の義務があります。
・設置した設備を常時適法な状態に維持することが義務づけられています（建築基準法第 8 条：維持保全）。
・定期検 査を受け、その結果を特定行政 府に報告する義務があります（建築基 準法第 12 条 3 項：報告、検 査など）。
※報告義務は全国の小型エレベーター、および一部のホームエレベータが対象になります。

設備全般 ー浄化槽

※浄化槽は、法律によって維持管理が義務
付けられています。維持管理契約を結び、保
守点検を行ってください。

よくある質問

Q1 浄化槽の維持管理は、なぜ必要なのでしょうか？
Ａ１．下水道と同程度の汚水処理性能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使
い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。しかし、使い
方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してし
まうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。

Q2 保守点検とは、いつ、どんなことをするのですか？
Ａ２．浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているかを点検し、装置や
機械の調整・修理、汚泥の状況などを確認し、通常実施される年 1 回の清掃以外に必要となる
汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。
当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型浄化槽では 4 か月に 1 回以上（処理方式
や処理対象人員によって回数は異なります）行うよう定められています。

Q3 保守点検を頼みたいのですが、どこへ連絡すればいいのですか？
Ａ３．保守点検を頼む業者は「浄化槽保守点検業者」です。この業者の連絡先は、地元の市町村・保
健所の浄化槽担当課、または浄化槽協会におたずねください。
なお、登録制度のない都道府県（市町村）では浄化槽管理士に委託することになります。

Q4 清掃作業の業者はどこへ頼めばいいのですか？
Ａ４．清掃は「浄化槽清掃業」の許可を地元の市町村長から受けた業者に委託してください。浄化槽清掃
業の許可を受けた業者についての問い合わせは、地元市町村・保健所の浄化槽担当課へ行ってくだ
さい。

Q5 法定検査を行う人は、だまっていても来てくれますか？
Ａ５．法定検査は、浄化槽管理者である住まい手自身が依頼することとなっています。依頼しない場
合は、都道府県知事から勧告を受け、それに従わなければ過料に処せられる場合があります。
なお、検査は、地元の知事が指定した「指定検査機関」に申し込むことになります。
詳しくは、地元市町村・保健所の浄化槽担当課、または浄化槽協会へ問い合わせてください。
≪環境省 HP 抜粋≫ http://www.env.go.jp/recycle/jokaso/life/question.html

刊行によせて

東日本大震災後、中長期的な電力需給状況等も鑑み、住宅産
業においてもより一層のエネルギー対策が必要になる等、環
境が変化しており、建材等のトップランナー制度の策定や、
省エネルギー基準の適合義務化等の動きもあります。当省に
おいても、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）、太
陽光発電、HEMS（ホーム・エネルギー・マネジメントシス
テム）
、リチウムイオン蓄電池等に対する導入補助を講じる
こと等により、省エネルギー対策や新エネルギー導入を推進
し、住宅の高機能化、高付加価値化を促進しております。
そのような中においても、住宅産業協議会の活動目的となっ
ている「住まい手の満足度を向上させることにより住宅の信
頼性を高め、ひいては住宅産業および住宅関連産業の発展に
つなげる」ということは、普遍的な重要性があると考えます。
この「住まいと設備のメンテナンス技術ガイド」は、スケ
ジュールガイドをより専門的にした補完資料として、住宅産
業協議会メンテナンス研究会の活動として作成されました。
各社のメンテナンスご担当者はもちろんのこと、住まい手に
も大変有益な資料となっておりますので、広くご活用いただ
きたいと思います。
ストック重視の住宅政策への転換が予想される中で、住宅産
業協議会は住まい手が安心して適切なリフォームを行える環
境を作り出すことに貢献しています。本格的な高齢化を迎え、
メンテナンスの重要性はますます重要となってきますし、震
災後、住宅に求める価値観も変化する中で、住宅産業協議会
の活動もますます発展していただければと考えております。
最後になりますが、住宅産業協議会の活動が、今後も益々活
発なものとなり、住まい手のより豊かな住生活の実現に貢献
するとともに、住宅産業の発展へと繋がることを心から祈念
しております。

平成 24 年 8 月
経済産業省製造産業局
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三橋敏宏
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