
ウールブレス辞典

ウールは羊の毛から生まれた天然繊維。

その優れた性質から、わたしたちの毎日の生活の中にもたくさん取り入れられています。

ウールブレスはそんなウールでつくられた断熱材です。



ウールの繊維をよーく見てみると…1本1本がくるくるとねじれています。

そのわけは、ウール繊維が実は2種類の異なった細胞からできているから。

一方の細胞は酸性を好み、もう一方はアルカリ性を好むという違いから、成長のスピード

に微妙な差が生まれ、その結果、繊維全体の形状がバネのようにくるくると縮れるのです。

「クリンプ」と呼ばれるこの縮れが、ウール最大のヒミツです。

クリンプによってウールは60％もの空気を含むことができ、この空気層が外

の冷たい空気を遮断することで、ウールは優れた保温性・断熱性を発揮するのです。

■ ウールブレスについて ～断熱編～
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「ウールブレス辞典」をお手に取っていただき誠にありがとうございます。

ウールと、ウールブレスの素晴らしさをもっとたくさんの方に知ってもらいたい。

それが、わたしたちアイティエヌジャパンの願いです。
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ウールブレスの断熱工法

断熱の施工方法として、充填断熱と外張断熱

があります。

ウールブレスは、柱や天井などの構造材の間

に充填する工法です。

施工のし易さと、将来のリフォームも容易な

面からトータルでコストダウンできます。

サッシ周りや間仕切りなどの入り組んだ細部

の施工も、ウールブレスなら余った端材を無

駄なく使って充填することができます。

ウールブレスと空気の関係

そもそも断熱材の役割とはなんでしょうか？

それはずばり「空気の移動を留めること」です。

断熱材そのものには、建物を暖めたり冷やす機能はありません。

いかに断熱材の内部に動かない空気をもつかどうかが断熱性能

を決める大切なポイントになります。

ウールブレスは、一枚の薄いウールの層を所定の厚みになるまで

何層にも重ねて製造します。

クリンプによって繊維自体に空気をたくさん含んでいるウールで

すが、多層に形成することで繊維間にさらに多くの空気の層が生

まれ、より断熱性能を発揮することができるようになります。

ウールブレスを触ってみるとふわふわなのは、何層ものウールが

折り重なってできているからなんだね。 ウールブレス断面図(V-100ロール)
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素手で触れて、あらゆる隙間に充填できるのは

自然素材のウールでできたウールブレスならでは！



ウールといえば真冬のセーターのイメージですが、実はウールの肌着は汗をかいてもベタつ

かず、サラッとした状態を保ってくれるって知っていました？

そのわけはウールの表面を覆っている「スケール」と呼ばれるウロコ状の層にあります。

このスケール、表面の膜は水をはじくのに、

水蒸気のような気体は内部にどんどん浸透さ

せるという、不思議な性質をもっています。

湿度の高いときは内部に水蒸気を吸湿し、乾

燥している時は放湿するという、調湿性を

備えています。

つまり、ウールは呼吸をするように湿気を

「吸ったり」「はいたり」自在にコントロー

ルできるということ！

ウールが「生きている繊維」と呼ばれ

るのは、この不思議な性質のためなのです。

■ ウールブレスについて ～調湿編～
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スケール

ウールの構造

繊維表面は
水をはじく

湿気は浸透



本当にウールブレスは調湿するの？

湿度50％の部屋にウールブレスを設置し、湿度を75％に上げるとウールブレスはどんどん

湿気を吸湿しました。次に、湿度を50％に下げるとウールブレスは内部に蓄えた水蒸気を

放湿し、湿度をコントロールしました。

この試験結果から、ウールブレスが非常に優れた吸放湿性能、すなわち調湿性をもつ断熱材

であることが分かります。
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多くの水分を含むことができる 含むことのできる水分が少なくなる

行き場を失った水分が

「結露」となる

ウールブレスの吸放湿性試験結果

経過時間（ｈ）

吸
放
湿
量
（
ｇ
／
㎡

）

一般財団法人 ケケン試験認証センター調べ

●JIS A 1470-1 「建築材料の吸放湿性試験方法」に一部準拠

ウールブレスと内部結露

「結露」とは、空気中の水蒸気が温度の低下によって水滴に変わる現象をいいます。空

気中に保持できる水分量は温度によって決まっているので、それを超えると行き場を失った

水分は「結露」となり現れます。

この結露が住宅の内部で発生してしまうと、家を構成する木材が腐ったり家自体の強度が下

がってしまったりと、とても厄介なことになってしまいます。ウールブレスの最大の特徴は、

この内部で発生する結露＝内部結露を起こさせないことです。
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家庭で消費するエネルギーの中で、冷暖房費は年間を通して約4分の1を占めています。

特に冬場は、毎日室温を10℃～15℃高めるため、使うエネルギー消費量は相当なもの！

ウールブレスでしっかり断熱された住宅なら、冷暖房の使用を抑えながら快適に暮らすこと

ができ、年間の冷暖房費を大幅に削減できます。

ウールブレスはエコロジカルな断熱材

1つの製品を生産するためにどれくらいのエネルギーが使われているか、知っていますか？

原料の採集と調達、製造するとき・運搬するときに

必要な燃料など、たくさんのエネルギーを使用して

わたしたちの身の周りの製品はできています。

エネルギー資源には、石油や石炭、天然ガスなどの

化石燃料がありますが、これらは無限にあるわけで

はありません。限りある地球の資源はあと数十年の

うちに枯渇するといわれていて、エネルギー問題は

わたしたち人類が抱える大きな問題です。

自然素材でできたウールブレスは、製造エネルギー量が極めて少なく、廃棄性・安全性の観

点からも環境に負荷をかけることのないエコロジカルな断熱材です。

また、ウールブレスの原料は自然の中で育まれるウールです。

循環型資源といわれるウールは、この世の中から羊たちが絶滅してしまわない限り、自

然の営みの中で尽きることなく生み出される資源です。
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■ ウールブレスについて ～省エネ編～

※目安としてご参照ください。

無断熱の住宅
ウールブレスで
充填された住宅

冷暖房費が

約67％お得



ウールは耐久性に優れた繊維です。

その証拠に京都の祇園祭では、16世紀にベルギーで生産された

ウール製のタペストリーが、今もなお使用されているほど！

長い年月を経ても風化せず、色褪せることのないその姿に、

改めてウールの優れた耐久性をうかがい知ることができます。

つまり、ウールでできたウールブレスもとても耐久性の高い

断熱材ということ。

ウールブレスは形状の変化や経年劣化が少なく、いつまでも本来の性能を維持すること

ができる断熱材です。

ウールブレスは水にも強い断熱材

ウールは、繊維表面にあるウロコ状のスケールにより、水をはじく撥水性を備えています。

ウールブレスもこの撥水性を備えており、表面は乾いた状態を保ち、万が一濡れた場合でも

乾きは早く、型崩れしません。

■ ウールブレスについて ～耐久編～

平成16年に発生した新潟・福井・福島県

を襲った記録的集中豪雨の際、長い時間、

泥水に浸水してしまった家屋は傷みがひ

どく、ほとんどの建材は修復を余儀なく

されましたが、唯一ウールブレスだけは

大きな修復作業を必要とせず、再利用が

可能でした。

この出来事は(株)新建新聞社の記事にも

取り上げられ、話題となりました。

撥水性と耐久性に優れたウールブレスは、

万一の水害時にも頼りになる断熱材なんだね！
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詳しくはアイティエヌジャパンHPをチェックしてね！



実はあまり知られていませんが、ウールは難燃性の

繊維です。

ウールの先端に火をつけるとジリジリと黒く焦げますが、

火は自然に鎮火します。

これはウールが人間の毛髪と同じタンパク質でできており、繊維の中に多くの窒素や水分を

含んでいるから。

ウールの酸素指数(※)は酸素濃度20％より大きい25％なので、通常の空気中では燃焼し

続けることができません。つまり、着火しても火の元を取り除けば燃焼し続けることがなく、

自然に鎮火する安全な繊維なのです。

(※)材料が燃焼を持続するために必要な最低酸素濃度の数値

防火構造とは、建築基準法において、近隣で発生した火災による延焼を抑制するた

め、一定の防火性能を有する構造のことをいい、国土交通大臣がこれを認定するも

のを防火構造認定といいます。

ウールブレスはその優れた難燃性が認められ、防火構造個別認定を取得しています。

ウールブレスは防火構造認定を取得しています

■ ウールブレスについて ～難燃編～
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ウールの天敵は、なんといっても虫です。

お家のウールやカシミヤ等の衣類に防虫処理を行うように

ウールブレスにも、もちろん防虫処理を行っています。

ウール製品の品質基準を司る国際機関「ザ・ウールマーク・カンパニー」が推奨

する防虫処理を、ウール洗毛時に行っています。

ウールブレスが製造されているニュージーランドは、国を挙げて

自然環境の維持と保全に取り組んでいる環境保護の先進国。

「ザ・ウールマーク・カンパニー」の品質基準の中でも、ニュー

ジーランドはトップクラスの基準を定めております。

ウールブレスは、このニュージーランドの品質基準をクリアした、

環境汚染をひき起こさないと認定された防虫処理を行っています。

また、ウールブレス製造時には「オクトボー」という天然の岩塩から抽出された防虫剤

を使用しています。このオクトボーは少ない量で充分な防虫効果を発揮するホウ酸を主成分

としていて、その成分は目薬などにも使用される非常に安全性の高いものです。

■ ウールブレスについて ～防虫編～
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人の身体をビーカーで例えると・・・

シックハウスという言葉をご存知でしょうか？

その名の通り「病んだ家」という意味です。

どのように病んでいるかというと、建材や家具などから発散される揮発性有機化合物
(VOC)によって室内が汚染されている状態です。

汚染された状態で住み続けると、目への刺激や頭痛、めまいなどの健康障害をひき起こす場

合があり、これらの症状を総称して「シックハウス症候群」と呼んでいます。

ウールブレスはホルムアルデヒドなどの有害物質を発散しません

ウールブレスは製造過程において接着剤や

防腐剤などの化学物質を一切使用しないた

め、改正建築基準法で規制されたホルムア

ルデヒドなどの有害物質を発散しません。

したがって、ウールブレスはシックハウス

の原因となることはありません。

■ ウールブレスについて ～健康編～

ビーカーの大きさ≒適応能力
には個人差があります。

小さなビーカーからあふれると 大きなビーカーからあふれると
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健康な状態 化学物質過敏症シックハウス症候群



ウールブレスには有害物質を繊維内に吸着する作用も！

ウールブレスはシックハウスの原因となるホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物(VOC)

を発散しないだけではありません。

空気中に発散されたホルムアルデヒドなどの有害物質を繊維内に吸着する作用を

備えています。

ホルムアルデヒドの発生後、数分後から繊維内に吸着しはじめ、4時間後にはほぼ完全に吸

着します。

ウールブレスはこれから家を建てる方にも安心して

選んでいただける断熱材なのです。
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ウールブレスのホルムアルデヒド吸着試験結果

ブランク(※)

ウールブレス

(※)ブランク：ウールブレスを用いずにテストした場合

一般財団法人 ケケン試験認証センター調べ

●試験容器：5Ｌ容量テドラーバッグ
●測定方法：検知管による
●室温：19～21℃

経過時間（ｈ）
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ル
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ル
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ド
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ｍ
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特殊な多層構造により、天然の空気清浄機とも呼ばれるウール。

ウールブレスは、そのウールの特性により、臭い成分の原因菌

を繊維内にキャッチし、吸着する作用も備えています。

つまりウールブレスは消臭力も備えた一石二鳥のお役立ち

断熱材なのです！

不快臭のカテゴリ 臭いの原因物質

汗臭 アンモニア・酢酸・イソ吉草酸

トイレ臭 アンモニア・酢酸・インドール

タバコ臭 アンモニア・酢酸・アセトアルデヒド・ピリジン・硫化水素

ペット臭 アンモニア・硫化水素・メチルメルカプタン・イソ吉草酸

生活臭とは？？

日々の暮らしの中で人が不快と感じる臭いは、「トイレ臭、タバコ臭、ペット臭、生ゴミの

腐敗臭」などの生活臭といわれています。

毎日過ごす場所での悪臭が、知らず知らずのうちにストレスに・・・

なんてことにならないためにも、しっかりケアしたいものですよね。

生活臭の原因物質といわれているのが以下の物質です。

■ ウールブレスについて ～消臭編～
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ウールブレスの消臭力

ウールブレスで生活臭の原因となる物質の消臭試験を実施しました。

結果は以下の通りです。

試験の結果から、ウールブレスは生活臭の元となる原因菌を繊維内にしっかり吸着させ、再び

外部に放出しないという優れた機能を備えていることが分かりました。
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ウールブレス 消臭試験結果

一般財団法人 ケケン試験認証センター調べ

●（一社）繊維評価技術協議会の繊維製品認定基準（消臭性試験）に基づいて試験

●試験方法：ガスクロマトグラフィー法

●測定時間：2時間

経過時間（ｈ）経過時間（ｈ）

経過時間（ｈ） 経過時間（ｈ）

アンモニア･･･トイレ臭・タバコ臭 酢酸…汗臭・トイレ臭

イソ吉草酸･･･汗臭・ペット臭 インドール･･･トイレ臭
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家の中を快適な空間にするために、温度や湿度とともに

大切なこと。それは静けさではないでしょうか。

生活音の中にはペットの鳴き声やピアノの練習音など様々ありますが、自分でも気づかない

うちに近隣の方の迷惑になっているとしたら・・・いかがでしょうか？

また、交通量の多い道路に面した住宅や、踏切や飛行場の近くに暮らす方にとっては、外か

らの音に悩ませられている、なんてこともあるかもしれません。

わたしたちの耳は、約2,000Hz～5,000Hzの音を最も良くキャッチするといわれ

ています。

この周波数帯には、室内での会話やピアノの練習音などが含まれます。

また「室内での会話」は、約500Hz～1,000Hz前後といわれています。

■ ウールブレスについて ～吸音編～
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ウールブレスの吸音性

ウールは、昔から吸音性能が高く評価されています。

ホテルのロビーや新幹線のグリーン車などにウール素材が採用されて

いるのは、実はその吸音性が優れているためなのです。

ウールブレスを使って残響室法吸音性能試験を行った結果、ウールブレスは2,000Hz～

5,000Hzまでの音を平均すると67％以上吸音し、5,000Hzでは74％の反響音と外部

の騒音を吸音することが分かりました。

ウールブレスV-100ロール 吸音性能試験結果
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一般財団法人 日本建築総合試験所調べ

●JIS A 1409 「残響室法吸音率の測定方法」に基づく
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