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論文l

建築基準法の改正と転換期を迎えたシックハウス問題

図 1-1に示されるように約 7～8年前から掲載件数が

急激に増加しているc ここ 2～ 3年では年間 200件以上

となり， 3日に 2件の割合でA新聞にシックハウス問題

が取り上げられていることがわかるのこのようにシック

ハウス問題への社会的関心は異常に高い。

1995年以前は報告例が少ないが，その頃の日本にシッ

クハウス問題が存在しなかったわけではない。ヨーロツ

パで、は日本に先がけて 20～30年程前にこの問題が大き

な社会的関心を集め，対応が検討されたという歴史があ

る。 しかし， 日本では住宅の高気密化がそれほど進行し

ていなかったため，当時はこの問題の発生は少なかった

と推測され，社会的関心も低かった。そのためシックハ

ワスの症状を医師に訴えても，多くの場合それらは更年

期障害やノイローゼ，あるいは不定愁訴等と診断され，

シックハウス症候群という形では医師が診断しなかった

という事例が多数報告されている。

ところが近年はこのような社会的関心の高まりを受

け，またこれだけ多くの人が不調を訴えるのであれば，

やはり何らかの病気，あるいは病気に近いものであろう

ということで， “シックハウス症候群”という医学上の

位置付けがなされるようになった。

4）換気3) IAQOnd00r Air Quality), 

まえがき

近年，各種メディアにおいて“シックハウスペあるい

は“シックハウス症候群”とし、う言葉がしばしば聞かれ

る。これはシックハウス問題の被害の深刻さと社会的関

心の高さを示すものである。これを受けて 2002年7月に

は建築基準法の改正という形で法律による規制が実現す

るに至った。この法律の改正を契機として，今後シック

ハウス問題克服のためのさまざまな対策が実施に移され

るものと予想される。その意味でシックハウス問題は転

換期を迎えたといえる。本稿では，この法律の改正をめ

ぐる周辺状況を含めシックハウス問題の現状と課題や最

近の研究動向について述べる。

2）建築基準法，キーワード ：l ）シックハウス，

シックハウス問題の位置付け

シックハウスへの関心の高まり

シックハウスに関する新聞記事件数（A新聞）を図ト1

に示す。縦軸はシ ックハウス関連記事件数，横軸は年で

ある。
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1. 1 

全国の住宅を対象にした化学物質濃度の調査

2000年度に国土交通省が中心になって行った住宅に

おける化学物質汚染に関する調査結果を図 1-2に示す。

この調査では，全国約 5000軒の家を対象にして，室内の

化学物質濃度が測定された。図 1-2(1)はホルムアルデ、ヒ

ドに関する測定結果であり，縦軸が住宅軒数，横軸が濃度

である。図中の点線は厚生労働省より示された室内濃度

指針値であり，許容濃度に相当するものと考えてよい。

この調査の場合 27.3%の住宅で室内濃度が許容値を超

えている。すなわち約4分 1以上の住宅がホルムアルデ、

ヒドに関してシックハウスという深刻な結果になってい

1. 2 
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閉じような調査をトルエンについても行っている（図

ト2(2））。 トルエンの場合 12.3%の住戸において室内濃

度が許容値を超えている。このように，シックハウスの

実体は想像以上に深刻である。
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シックハウスに関する新聞記事（A新聞）図 1-1
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図1-2 全国 5000軒の住宅を対象にした化学物質濃度の

調査結果

（室内空気対策研究会（国土交通省， IEBC他）による 2000年度の調査）

2. シックハウス問題が発生した背景文 I)

シックハウス問題が発生した背景として，多くの原因

を指摘することができるが，図 2-1に示すように大きく

分けて 3つの背景から成り立っていると考えられる。ャ

こではその代表的なもの 3つについて説明する。

1)建物の気密性の向上に伴う換気量の減少

石油ショック後，省エネルギー性を推進するため高断

熱・高気密住宅を計画的に生産したが，このような家で

は換気量が減り，化学物質が室外へ排出されにくくなっ

て濃度が上がり，シックハウス問題が発生しやすくなっ

た。我々は省エネルギー問題と室内環境の改善というト

レードオフ，すなわち背反問題を抱えており，その妥協

点を探らなければいけないという立場に立たされている。

図2-1 シックハウス問題が発生した背景

2）化学物質を利用した製品の普及

背景としては，良質な住宅の大量供給の必要性や，住

宅生産における工業化住宅の増加等，経済，技術，市場

等の変化を指摘することができる。

日本では，戦後の復興期から高度成長期に，非常に多

くの住宅や建物が建設された。その過程で，優れた性能

を持つ新建材，新工法が種々開発，利用された。その結

果大変性能のよい建物が供給されるようになったが，新

建材，新工法の中に有毒な化学物質を含んだものがあり，

それがシックハウス問題の原因になったという経緯を指

摘することができる。すなわち，今後有毒な物質を含ま

ない新建材，新工法を開発すれば，化学物質にかかわる

シックハウス問題は大幅な解決に向かうことは間違いな

ところで 「化学物質を使った新建材を使わないで，全

部天然の木材で・家を建てればいいではないか」という議

論がなされることがある。しかし全部天然材で、つくると

すると，地球上の木材資源の枯渇という別の問題に直面

する。現在の文明社会で化学物質を用いた優れた建材の

利用を放棄するのは難しいと考えられる。

3）化学物質に過敏に反応する人の増加

20世紀，特に第二次世界大戦後半以降，我々の文化は

大量の化学物質を利用，消費し，これらを自然界に放出

するようになった。例えば，自動車の排気ガスや農薬等

である。これらの化学物質に対する被曝は我々人類が進

化の過程で体験していなかった新しい刺激であり ，各種

アレルギー，アトピー性皮膚炎の患者を含めて化学物質

に過敏に反応する人が増加した。シックハウス問題がそ

の典型的な例である。

3. 深刻化する IAQ問題

シックハウス問題は IAQ(Indoor Air Quality；室内

空気質）問題の 1つとみなしてよい。シックハウスの主

な原因は化学物質による空気汚染であるとする立場が一

般的であり，建築基準法の改正に対応する具体的技術基

準の作成においても化学物質対策が中心になっている。

ただし，近年カビ・ダニ等の生物汚染についてもシック

ハウス問題の原因物質としての疑いが強く持たれるよう

になってきている。一方，各種アレルギー，暢息，アト

ピー性皮膚炎をはじめとして，いわゆる化学物質過敏症

にかかわりが深いが，シックハウス症候群とは異なる，

化学物質による各種の深刻な被害が，日本を含め世界各

国できわめて数多く報告されている。このような状況に

鑑みて， WHO (World Health Organization ；世界保健機

関）では，図 3-1に示すような 「清浄な室内空気のため

の宣言」を発表している文 2）。20世紀に入ってからの化

学物質の大量消費で，上記のような各種の健康障害が発
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図3-1 WHOによる清浄な室内空気のための宣言

生しているのではなし、かという強し、疑念が各方面から発

せられているが，これらの健康障害は化学物質等による

室内空気汚染に由来するものが多いと考えられる。WHO

の室内空気に関する宣言の背景にはこのような状況認識

がある。前述のように 20世紀に入って新たに開発された

化学物質による人体被曝は，人類がその進化のプロセス

で体験していない新しいストレスということができ，各

種アレルギ一等の増加はこのストレスの高まりの反映で

あるとみなすことができる。その意味で 21世紀は，生活

環境と室内化学物質汚染の戦いの世紀であり ，シックハ

ウス問題はその序曲であると考えてよい。後で詳しく述

べるが，このような室内空気の化学物質汚染に対する対

策として，最も有効なものは“換気”である。換気はも

ちろんカピ ・タ事ニ等の生物汚染に対しても有効である。

換気は古くからの建築環境工学上の研究テーマであるが，

住宅の気密化と上記のような化学物質汚染と建築基準法

改正の時代を迎えて，改めて新しい技術開発が求められ

ている。

4. シックハウス対策：情報発信から誘導．規制まで

シックハウス問題に限らず，各種の行政的施策には，

標題に示すようにさまざまなものがあるが，今回の基準

法改正のような 「法律による規制」とし、う手法はそれら

の中でいわば最後に位置するものである。最初に位置付

けられる対応策は，シックハウス問題に関する一般生活

者や設計者，施工者を対象とする情報発信である。情報

発信は行政サイドに限らず，産・官・学のさまざまな立

場から行われる。この問題に関する正しい認識なしには

問題の解決は期待できない。実際，これまで学術団体，

業界団体や国土交通省の関連団体等により ，出版物や講

演会を通じて数多くの情報発信がなされてきた。これら

の情報発信活動が一般生活者や設計者，施工者のシック

ハウス問題に対する理解の前進に果たした貢献は大変大

きかった。

誘導的手法と規制的手法は，情報発信の次に位置する

ものと考えてよい。前者は経済的誘導によることが多い。

目的に応じてそれぞれの手法が採用されるが，特に強い

理由がなければ前者の誘導的手法の方が有効とされるこ

とが多い。その理由は誘導的手法の方が，①行政コスト，

②イノベーションに対するインセンティブ，③建築環境

設計に関するフレキシビリティ等の面で優れていること

が多し、からである。住宅品質確保法によるラベリング制

度は，経済的ではないが，誘導的手法の代表的なものの

1つであり ，この中にはシックハウスに関する項目も含

まれている。
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このような段階を追って，規制的手法が最後に位置す

ることになるが，なるべく法律的規制を実施せずに問題

解決を図るという姿勢を忘れてはならな川。現在のよう

な規制緩和の時代に，今回の基準法改正のような規制強

化の法律が誕生することは稀なことで，シックハウス問

題がそれだけ深刻で社会的緊急性が高い重要なテーマで、

あったといえる。

5. 建築基準法の改正の前提となる調査研究

1つの法律が作られ実施に移されるためには，その内

容や論理構成に関して社会的合意の得られる十分な説明

がなされなければならない。これらの説明のうち技術に

かかわる部分の中核を構成するのは，当然のことながら

シックハウス問題にかかわるさまざまな学術的研究であ

る。この点において，法律と学術研究は大変近い位置に

ある。シックハウス問題への対応のため建築基準法を改

正する場合にも，その前提として，関連する多くの問題

が解決，整備されねばならなかった。今回の法律改正を

計画したとき，次に示すような課題が，解決を要する課

題として浮上した。

1）人体に有害な化学物質にかかわる環境レベル（化学物

質の許容濃度）

2）規制対象物質

3）化学物質の濃度測定法，放散量測定法

4）規制対象とすべき建築物，居室の種類等

5）想定すべき屋内，屋外の環境条件

6）想定すべき部屋の換気装置・性能，建物の気密性の状

態等

7）想定すべき化学物質の発生源（建材，家具，日用品等）

以下，各項目における検討課題について解説する。

1)化学物質の許容濃度について

厚生労働省より ，ホルムアルデヒドをはじめとして 13

物質（2002年 2月時点）に関する室内濃度の指針値（ガイ

ドライン）が示されている。今回の建築基準法の改正で

は室内化学物質濃度が厚生労働省によるこれらの指針値

を満足することを出発点としている。逆にいえば，厚生

労働省によるこれらの指針値の提示なしには，基準法と
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いう法律の改正に進むことは困難であったと考えられる。

2）規制対象物質について

この問題については，きわめて難しい判断を強いられ

る。図 1-2に現存住宅における室内化学物質濃度の測定

結果を示した。これらの調査結果や建物における化学物

質使用の実態も考慮し，今回の法律改正で‘はホルムアル

デヒドと毒性の強し、クロルピリホス（防蟻剤）を規制対

象物質としている。 トノレエン等については，今後建材か

らの放散メカニズムに関する研究等の進展をみて，追加

を検討するとし、う見解が国会審議の経過において示され

ている。ホルムアルデ‘ヒドに関する法律に基づく建材規

制は，既にデンマーク， ドイツ，オランダ等でみられる

が， トルエン等に関して法律により規制している国は，

筆者の調査では現在のところ見当たらない。上記の国々

では，ガイドラインを示すという方法により， トルエン

等にかかわる問題の改善を目指している。規制対象物質

をどこまで拡大するかについては，今後とも論議が続け

られると考えてよい。

3）濃度測定法，放散量測定法について

化学物質の濃度測定法については， JIS(Japanese

Industrial Standard；日本工業規格）等の法律的な裏付

けを持った方法が示されることが必要になる。研究者，

技術者レベルだ、けで、合意した測定方法では不十分であり ，

産業界も含め広く社会的合意を得たものでなくてはなら

ない。そのため，経済産業省を中心として，各省庁が連

携してシックハウス問題に関連する化学物質の濃度測定

法の JISの策定に取り組んできた。今回の法律改正に際

しても，当然，これら JISの整備の進展が視野に入れら

れていた。経済産業省の主導により（財）建材試験セン

ター内に設けられた委員会（「室内化学物質濃度測定法標

準化委員会j，委員長：村上周三，幹事：加藤信介，田辺

新一他）において具体的な作業が進行中である。対象化

学物質のサンプル採取法や，ホルムアルデ‘ヒド， VOCs 

(Volatile Organic Compounds ；揮発性有機化合物）のパ

ッシブ測定法，アクティブ測定法，さらには小型チャン

パーを用いた放散量測定法等の JIS が，

ISO(International Organization for Standardization ; 

国際標準化機構）における標準化の進展や建築基準法改

正を視野に入れながら，非常に早いスピードで順次整備

されてきた。今回は，施行される法律の内容との関連で，

小型チャンパー法による放散量測定とホルムアルデヒド

に関連する JIS作成は特に急がれた。

4）規制対象とする建物条件，屋内 ・屋外環境条件につい

て

これらの項目については，既往の法律や調査研究をべ
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ースにすれば，比較的容易に決定し得る問題である。特

に指摘すべきことは，室内の温度条件としてお℃を想定

していることである。これは地球温暖化対策推進大綱に

おいて，国民各層の取り組みとして示されている冷房温

度である。ホルムアルデ、ヒドの放散は，温度上昇ととも

に増加する。この 28℃という想定温度は，化学物質によ

る健康被害の観点からみて十分に安全側の設定である。

5）換気性能について

換気性能は今回の法律改正に最も深くかかわる部分

の1つで、ある。なぜなら，今回の改正の中味が建材の使

用規制と換気システムの整備を中核としているからであ

る。換気方式や換気性能は，建物ユーザーの住まい方や

生活慣習に深く関係する問題であるので，その規制に際

しては慎重な判断が求められる。建築基準法による規制

の場合，原則的にすべての建物が対象となるので，全国

の工務店の技術レベルまで視野に入れた実行可能な規制

内容でなければならないし，かつ，全国の生活者の生活

システム ・慣習等にも配慮しなければならない。建築基

準法改正に伴う換気方式や気密性に関する技術的基準の

詳細については，次章で述べる。

6）建材以外の発生源について

この問題についても，規制内容の作成に際して判断や

決断に苦しむ点が存在する。シックハウスは決して建物

を構成する建材や施工材だけが原因ではない。居住者の

持ち込む家具や生活用品からも化学物質は発生している

が，問題はその発生量を事前に想定することは容易では

ないことである。

以上のように建築基準法のような重要な法律の改正

のためには，その前提となる各種の条件が整備，解明さ

れなければならない。

6. 建築基準法改正にかかわる技術的基準について

6. 1 技術的基準の試案の骨子について

2002年（平成 14年）年7月に改正された建築基準法

第 28条の 2（シックハウス症候群対策のための規制の導

入）に伴い， 2003年度（平成 15年度）には政令，告示

によりシックハウス症候群防止対策としての具体的な規

制内容の全体像が示される。2002年 7月以降，社会資本

整備審議会，建築分科会，室内化学物質対策部会（部会

長：村上周三）において，技術的基準の検討作業が進め

られ， 2002年7月と 10月， 2度にわたってパブリック

コメ ントが行われ，2002年 12月には建築材料関係の告

示が交付された。

建築基準法（第 28条の 2）では，法律の骨子がきわめ

て簡潔に述べられているのみであり，具体的内容は政令，

告示で定める技術的基準に基づく。
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技術的基準の骨子は以下の通りである。

1）規制対象とする化学物質

クロルピリホスおよびホルムアルデ．ヒドとする。

2）クロルピリホスに関する規制

居室を有する建築物には，クロルピリホスを添加した

建材の使用を禁止する。

3）ホルムアルデヒドに関する規制

①内装の仕上げの制限

居室の種類および換気回数に応じて，内装仕上げに使

用するホルムアルデヒドを放散する建材の使用面積の制

限を行う。

②換気設備の義務付け

ホルムアルデ、ヒドを放散する建材を使用しない場合

でも，家具からの放散があるため，原則としてすべての

建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。

③天井裏等の制限

天井裏等については，下地材をホルムアルデヒドの放

散の少ない建材とするか，機械換気設備を天井裏等も換

気できるシステムとする。

6.2 一戸建住宅における対応方法の例

代表的住宅タイプとして一戸建木造住宅を選び，換気

設備と建材使用規制の例を図 6-1に示す文3）。 内装仕上げ，

換気設備，天井裏等にそれぞれ対策 I～皿を施し，天井

裏・床裏等からの居室への汚染質の流入を防ぐため，気

密層・通気止を設けている。図6-2にはある居室を想定

した場合の，ホルムアルデ‘ヒド濃度にかかわる建材使用

規制の考え方の基本を示す。この居室の換気は第3種機

械換気によって換気回数 0.5回／hが確保されており，ホ

ルムアルデ‘ヒドの室内濃度を 100μg/m3（厚生労働省の示

す濃度指針値）以下にすることが設計目標である。例えば

30 μ g /m3相当分が家具からの発生による場合，残り 70

〈君主〉

申"F泊 F合会会以上

喧震災事・を，.’K

ll伝絞家屋 ｛土星真壁遣でサァνic!llいないもの｝ 窃については。内裳仕上げの面

積陶服喪｛対策 I）のみを適用する．

2)F会合命会｛紘微量s,.;(o'・hl以下）の．併についてはl内議仕上げ事者の薗積糊＂＇

の対象から除外する．

3)1臼~. f，ロ ｛第】祖｝及び保等織の・B併については内議仕上げ併《.，，使用を稜止

ずる・＇合会（第 2僧｝の建材については局飾的な内滋仕上げに限定する．

図6-1 一戸建住宅における換気設備と建材使用規制

の例
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一，J

ターゲ、ノトとしての室内湿度：100μgfoi'以下

（ホルムアルデヒド）

例えIii'..①家具からの発生 30μ g/m＇に相当

②残り70μ gfoi'相当分を超えない範

固で肉聾材から先生してもよい

ホルムアルデヒド
の歓依

島
て t. 

後盟国敏
0. 5田市以よ

向甚材

図 6-2 ホルムアルデヒド濃度と建材規制の考え方

μ. g/m3相当分を超えない範囲で内装材等からの発生が許

され，それに対応した面積制限が求められる。

6. 3 技術的基準における換気設備と建材使用規制の具

体的内容

本節では技術的基準のやや詳しい内容を具体的に示

す。規制内容は図 6-3のフローチャートに示すように，

大きく分類して次の4つの内容で構成されている文九

1) 仕様規定の適用対象

2) 常時換気設備の設置義務

3) 建材の使用面積制限

4) 天井裏・床裏空間等からの移流阻止

図中，建材に関して，第 1種～第4種（仮称）の等級は，

ホルムアルデ‘ヒドの放散量のランキングで具体的数値は

以下に示す通りである。 第 1種～第 3種は JIS,

JAS (Japanese Agricultural Standard；日本農林規格）の

旧Ez,Fc2～F交交交に対応している。

第 1種（旧 E2,Fα ） : 120 ( μ. g/m2・ h）以上

第2種CF＊大） : 20～120 ( μ g/m2・h)

第3種（F交交交） ： 5～20 ( μ. g/m2・h)

第4種（F交交交交） : 5 ( μ g/m2 ・ h）以下

以下に図 6-3に示される技術的基準の具体的内容を示す。

1）仕様規定の適用対象

建築基準法では居室全般を規制対象としているが，中

央管理方式の空気調和設備のある居室とその他の居室で

取り扱いが異なる。前者についてはビル管理法等の規制

を受け，該当する告示において居室のホルムアルデヒド

濃度が 100μg/m3以下となるよう，使用する建材（面積

制限は受けなし、）から放散されるホルムアルデヒド量を

推定し，それに見合う換気量の空気調和設備であること

が要求される。また，実際のホルムアルデヒド濃度が竣

工検査および定期検査の際の測定対象になる予定である

ので，空気調和設備はその運転時にホルムアルデ‘ヒド濃

度が基準濃度以下になることが確保されるよう，告示の

換気量の確保のみならず，本基準等を参考として的確な

it総長~f 研究年報No. 30, 2003年版



はじめ

／ぷ－－－－－ ｜仕繍規定の適用対象 1

: ／／中央管理方向問調和設備＼＼」~斗建材の使用面積制限の適用除外 ｜； 
； ＼＼  が設置された居室である ／／一一司ホノレムアノレデヒド濃度が 100μ gm＂以下 I: 

となるよう空気閥和設備の換気量を設定 Ii 

（ 一 一 一 一 一 一 一 ＿J＿一一一一＿J＿＿＿＿＿＿＿巳竺＿J＿＿＿＿＿一一＿＿Jj 

換気般備般置の場合，天井裏等からのホノレム71レデヒド流入を阻止するため次のいずれかの対策を講じる．

・天井・床等との聞に通気止め，もしくは気密層を設ける．

・第1種または第2種換気股備として，天井裏等の空間内圧力に対して居室内圧力を負圧としない．

・天井裏・床裏等に排気機または排気装置の端末換気口を紋け，汚除空気を排除する．

・天井裏・床E牌の下地，断黙材等に用いる樹抑ホノレムアルデヒド発総車度を20μ g1(m2. h) （第 3種）以下とする．

図6-3 建築基準法・技術的基準におけるホルムアルデヒド汚染防止対策のフローチャート

（倉梯j隆氏（東京理科大学）による）

設計がなされる必要がある。

一方，中央管理方式の空調設備が設置されていない居

室については換気設備の有無，最低換気回数，建材の使

用面積制限，天井裏・床裏空間等に使用する建材種類等

について仕様規定が定められている。

2）常時換気設備の設置義務

常時換気設備は，建物が十分な開放性を有するものと

して仕様規定的に定められたもの，もしくは図面等によ

って開口部の有効開口面積が十分な量であることを確認

可能なものを除き，設置義務を負う。設置義務が免除さ

れる建物とは，真壁構造の在来木造工法による建物で，

木製建具を有する建物等，もしくは常時開放された通気

-8-

用開口部を含む有効開口面積の合計が建物の床 1m2あた

り 15cm2以上あるものとなっている。このようなレベル

の開放性を有する建物は最近では例外的なものに属する

ため，事実上ほとんどすべての建物に対して常時換気設

備の設置が義務付けられることになる。

一方，設置される換気設備に要求される換気回数は，

建物用途が住宅等である場合とその他の場合で異なり，

前者は 0.5回／h以上，後者では 0.3回／h以上となってい

る（ただし，建物の天井高さが 3mを超える場合には，要

求換気回数は天井高さに応じて補正，緩和される）。用途

により要求換気回数に差がある理由は，ホルムアルデヒ

ドを放散するものとして建材以外に家具等の日用品を想

定しているが，その量が用途により異なるためである。

ft一総研研究年報No.30. 2003年版



住宅等では家具の表面積の合計が床面積の3倍，その他

の用途の建物では 1倍と想定しているため，このように

換気回数に差が生じる。

3）建材の使用面積制限

ホルムアルデヒドを放散する可能性のある建材の使用

面積は，設置される換気設備の換気回数に応じて制限が

加えられる。住宅の場合，換気回数 Nは例外を除き 0.5 

2玉N<O. 7と0.7~玉Nの 2 区分となっており，その区分に

よって使用できる建材面積の制限は変わる。十分な開放

性を有する建物（すなわち気密性がきわめて悪い建物）で

は換気設備がない状態で 0.5 三~ N とみなされる。 また開放

性の低い非住宅では， 0.5 ~三N< O. 7, 0. 7壬Nの2区分に加

えて 0.3~三N <O. 5の区分が追加される。

ホルムアルデヒドの放散速度が 20μ g/ (m2・h）以上 120

μ g/ (mz・h）以下である第2種の建材は使用面積の上限が

床面積と同程度ないし，それ以下でありその使用に厳し

い制限が課せられる。一方，放散速度が 5μ g/ (m2・h）以

下である建材（便宜的に第4種と呼ぶ）については事実上

無制限に使用できるとして使用面積制限は設けられてい

ない。

4）天井裏・床裏空間等からの汚染質の移流阻止

換気設備が設置される場合，圧力バランスから天井裏，

床下，階間等の居室に隣接した空聞からホルムアルデ‘ヒ

ドを含む汚染空気が居室側に流れ込むことのないよう，

以下に示す対策のいずれかを講じなければならない。

①天井裏 ・床裏等と居室空間に気密層を設ける。

→天井裏・床裏等と居室との空気流動を抑制する。

②天井裏・床裏等に排気口または排気機を設ける。

→天井裏・床裏空間等を換気してホルムアルデ‘ヒドを希

釈排出するか，これらの空間を居室基準で負圧とし，居

室への空気の流入を阻止する。

③天井裏・床裏等に用いる建材のホルムアルデ‘ヒド放散

速度を 20μ g/(m2・h）以下（第3種建材）とする。

→天井裏・床裏等にホルムアルデ‘ヒド放散の少ない建材

を用いる。

7. 建築基準法改正後の展望と換気設備に関する技術開発

今回の建築基準法の改正により，新築建物のホルムア

ルデヒドによる汚染と防蟻斉lj （クロルピリホス）による

汚染に関しては大幅な改善が実現することは間違いない。

建材と換気システムについては直接的規制の対象となる

ため，改正された新しい建築基準法の 2003年（平成 15

年） 7月施行を控え，前者については化学物質放散に関

する JISやデータベースの整備，後者については設計・

施工方法に関するマニュアルの整備が進められている。

室内空気中の化学物質濃度を低減する最も有効な対
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策である換気の重要性については既に述べた。換気は建

築環境工学分野におけるきわめて古典的なテーマで‘あり

換気設備に関しても多くの研究蓄積があるが，現在新し

い視点に立った換気設備の開発が求められている。十分

な費用をかければ性能の高い換気を行うことができるの

は自明のことである。今回の基準法改正の精神に則れば，

求められているのは，価格，性能面で，全国の低価格の

住宅にも適用可能な安価で施工しやすく，かっ信頼性の

高い換気設備である。

深刻化する一方の IAQ問題を考えれば，生活環境に対

する安全保障として，ある程度の換気量を確保すること

は今後の住宅に欠かせないことである。問題は，化学物

質やカピ・ダニ等の生物による室内空気汚染の時代にお

いて，どれくらいの換気量が確保されなければならない

かということである。必要換気量に関しては，数多くの

研究蓄積がある。換気の原則はいうまでもなく，汚染発

生に対して，これらを許容濃度以下に希釈する換気量を

確保することである。しかし，屋内生活環境の実態は複

雑で，化学物質，生物等の各種の汚染に対して，その発

生量を事前に予測することは容易ではな~ ,:ic 4）。 したがっ

て必要換気量の推定も容易ではない。

住宅の高気密化に伴う換気量の減少により IAQ問題の

深刻さが浮き彫りになったことを考えると， 0.1回／h程

度の換気量では不十分なことは明らかである。1回／h程

度の換気量になれば室内空気環境を健全に保つのに十分

な量となるが，一方でドラフトの問題や省エネルギーと

いう側面からの規制も考慮しなければならない。これら

の点を考慮すれば0.1回／hと1回／hの中間くらいのとこ

ろに設定すべき必要換気量の水準が存在すると考えられ，

今回の技術基準において，住宅に要求される最低換気回

数を0.5回／hとしているのは妥当な設定であると考えら

れる。北欧や中欧の国々において以前から法律により換

気量規制を行っている例がし、くつかみられるが，これら

の国々でも住宅において0.5回／h程度の換気量の確保を

義務付けている。

8. 研究の動向

これまで，シックハウス問題の背景，現状や対応策と

しての建築基準法の改正等について述べてきたが，ここ

では最近の研究動向について筆者らの研究を中心にして

簡単にレビューする。

8. 1 研究のターゲット

第一線の研究者はシックハウス問題解決のためにさ

まざまな研究を行っている。最終目標の 1つは，人聞が

吸引している空気の性状を事前に予測することである。

そのためには，化学物質により汚染された室内の濃度分

布を把握する必要がある。人聞が吸引する空気中に含ま
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れる化学物質には図 8-1に示すようにさまざまな要因が

関連している。例えば，①室内における移流・拡散，②

人体周辺の微気象，③放散のメカニズム，④吸着・脱着

や化学反応，⑤施工方法，⑤建材。施工材の経年変化s

これらの基礎となる⑦測定機器，③測定チャンパ一等の

問題である。これらのさまざまな要因がリンクされて室

内濃度が形成されているので，吸気濃度を予測するため

にはそれらすべての関連を明らかにしなければならない

これが研究の最終的なターゲットの 1つであり ，現在

我々はそのために多大な努力を払っている。

①室内における移流拡散

図 8-1 各種要因のリンクによる吸気濃度の事前予測シ

ステムの開発

8.2 化学物質の放散，拡散，移流の仕組みと数値シミユ

レーション

室内における化学物質の放散，拡散，移流の仕組みを

図8-2に示す文5）。ここに示す居室モデ‘ルにおいては，床

から汚染が発生すると想定している。汚染質の発生の仕

方には，蒸散支配型放散や内部拡散支配型等があるれ）～

10）。蒸散支配型放散というのは例えばペイントのような

濡れた材料からの放散であり，内部拡散支配型というの

は，建材の中からじわじわ出てくる放散である。放散さ

れた物質は，別の場所で吸着されたり再び脱着されたり

するいわゆるシンク効果によって，現象をより複雑にし

ている。開放型の石油ストーブやガスストーブを使用す

ると排気ガスが部屋に排出されるが，その中にも有害な

化学物質が含まれていることがあり ，これを直接放散と

呼ぶ。

事b吹出口

外部
気候

（換気量i温度）
吸込ロ＋

内部拡散支配裂放散 蒸散支配裂放散 直接放散

図 8-2 室内における化学物質の放散，拡散，移流の仕

部屋には，大なり小なり空気の出入りがある。その空

気の出入りによって室内にはさまざまの循環流が生じる。

また有害な化学物質の発生は，部屋の温度や湿度に関係

する。部屋の温度が高くなれば発生量が増加する。

建材表面からの化学物質の放散の大ノトを「物質伝達

率」とし、う言葉で表現するが，それは表面境界層の性状，

すなわち表面の風速によって影響される。このように，

放散や拡散の現象は非常に複雑で、あるが，最近これを最

先端のコンピュータシミュレーション技術で解析するこ

とができるようになった。中核になっている技術は，計

算流体力学（ComputationalFluid Dynamics）という解

析手法であり，部屋の中を非常に細かく区切って，大量

のコンビュータ資源を使い，空気の流れを解析・予測す

る技術である。数値シミュレーションのための格子分割

の例を図 8-3に示す。

床材ノ

図8-3 室内空気中および建材内格子分割

このような拡散モデ‘ルやコンビュータシミュレーショ

ン技術を用いて，建材内部の物質移動や人間の汚染物質

吸引の状況を解析した事例を以下に示す。

8. 3 多孔質建材肉における化学物質拡散現象のモデル化

図 8-4は，建材の内部の状況を示している文 8)'11）。建

材の中は，ガラスや鉄を除くと，一般に多孔質である。

多孔質の建材の中には孔が多数あり，孔は毛細管で接続

されていて，化学物質はこの建材の中の孔や毛細管に気

相状態，すなわち空気に溶けた状態で存在しており，高

濃度から低濃度に順次移動していく文 12）。このような建

材内部の化学物質の移動を部屋の空気中における化学物

質の移動と一緒に連成して解析する。

組み 図84 多孔質建材における化学物質拡散現象のモデJV!ヒ
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8.4 室内における化学物質の濃度分布と榔暴のメカニズム

建材から放散された化学物質が室内においてどのよう

に分布するかを解析した事例を図 8-5に示す。ここでは

図8-3に示した格子分割を用いている文5)'13）。

この居室モデ‘ルにおいて発生源は床材（ここでは合成

ゴム）であり ，部屋の上部に空気の入口と出口があって室

内には大循環流がある。一般に床は汚染質の発生源にな

ることが多い。この解析事例では，床材からの汚染質の

放散と，放散された汚染質の空気中の移流・拡散を同時

に解析している。床材表面では 10-6mのオーダーの細か

いメ ッシュ分割がなされている。室全体の平均濃度c。を
1 （無次元化している）とし，室内各点の濃度を Cとす

ると，C/C。は床付近で6か7となり非常に高濃度となっ

ている。一般の居室では夜は開口部を閉め切るため換気

量が減ることが多く， その場合平均値と床付近のピーク

の差はさらに大きくなると予想される。

この結果から判断すれば，日常生活の中で床付近での

生活が主となる乳幼児や，床に就寝する人は高濃度の化

学物質に被曝しやすいということがわかる。このような

室内空気汚染と被曝のメカニズムの関係は，コンピュー

タシミュレーションによる解析技術が進歩した結果明ら

かにされるようになった。

m崎

汚染質発生源（床に設置された合成ゴム）
(C，：室平均濃度。c：各点の濃度）

図8-5 室内化学物質の濃度分布解析の例

8. 5 建材肉の化学物質の濃度変化の長期予測

建材内部における化学物質の濃度変化の長期予測結

果を図 8-6に示す引4）。 図の左側は材料の表面側，右側

が裏側であり，裏側は空気から遮蔽されている。縦軸は

濃度を示し3 1とし、う点は 100%の濃度（建材製造直後

の濃度）を意味する。

例えば，製造されてから 2週間後の建材内の化学物質の

濃度分布は左上の実線のようになっており ，表面層近く

の濃度は低下しているが，少し内側に入ると濃度は

100%でほとんど低下していない。1年後の濃度分布は上

から 3番目の点線であり，表面側の濃度はかなり低下し

ているが，半分くらい内側に入ったところの濃度は依然

として 100%である。10年経過しでも図に示されるよう

にかなりの化学物質が残存している。このような長期に

わたる拡散性状の把握を実験に基づいて行うことはほと

建材：合成ゴム（厚さ l.5mm)

有効拡散係数Dc=2.2×10・15[m2;8]

（室温（材料温）15℃での値を推定）
占 1 2週
巳J

樹
勢
E;' 
麟
若手0.5
2小
ム3

Q 

-K 
~ 
餓 0

0 0.5 mm  1.0 1.5 

建材表面側 建材裏面側
(Cn：製造直後の建材の濃度，C：建材各点の濃度）

1o年

30 

国8-6 建材内の化学物質の濃度分布の長期予測

んど不可能である。数値シミュレーションの利点はこの

ような解析にも生かされる。

建材内の化学物質の濃度変化の状況は材料の有効拡散

係数の値によって異なる。この図に示されているのは合

成ゴムの場合であるが，化学物質は一般に相当長期間材

料内に残存しているので，じわじわ部屋の中に放散され

ることになる。

8. 6 立位の人体における周辺空気の吸い込み文l日～l由

室内空気汚染問題の研究で一番大切なことは，人聞が

どういう空気を吸引するかということである。

図8-7は，立位の人体がどのように周りの空気を吸引

しているかということをコンビュータシミュレーション

により予測したものである。人体は周辺のグレイの部分

の空気を吸引している。例えば，口の下の人体に一番近

い部分では約8～9%の空気が口から吸引されていて，

残りの空気は吸引されずに排気される。外周部分では，

約 1～2%の空気が口から吸引されていて，残りの 98～

99%は排気される。

図8-7 立位の人体における周辺空気の吸引

’EA
 

’EA
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興味深いことは，我々は自分の口の周辺にある空気を

吸引していると思いがちであるが， 図8-7によればもっ

ぱら自分の口よりも下に位置し，しかも体の前面に沿っ

た空間の空気を吸引している。ここに示す結果は立位の

人が静かな部屋にいる場合の解析結果である。このよう

な結果になるのは，人聞が自分で発熱しており，その発

熱のもたらす上昇気流に伴って下の方に位置する空気を

吸い上げているからである文 19)0 

一般に床は汚れており ，人間は自分のつくった上昇気

流により，床付近の汚れを吸い上げて吸引するという，

あまり望ましくない流れ場が人間の周りに形成されてい

るとし、える。

このような解析を，「人体周りの微気象の解析」と我々

は呼んでいる。

8. 7 新しい評価尺度 ー吸引空気に対する汚染源の寄与率

ここで室内空気質に関して我々が提案した新しい尺度

を紹介する。この新しい尺度の解説を図8-8に示す文 15）。

室内表面から汚染物質が発生している状況を想定し，そ

の部屋にいる人が吸い込んだ汚染物質の量を 100%と仮

定したときに，壁，床，天井から出た汚染の割合は，そ

れぞれいくらになるかという指標である。このような評

価尺度の提案は，先述のコンピュータシミュレーショ ン

技術が可能にしたものである。図8-8に示す解説図では，

この人の吸い込んだ汚染物質 100%のうち， 65%は床か

らの寄与であり， 10%が天井からの寄与である ことがわ

かる。

図8-8 吸引空気に対する汚染j原の寄与率

①立位状態における汚染源の寄与率の予測結果文 15)'20) 

図8-9に示す居室モデルでは天井や床や壁から一様に

汚染物質が発生していると仮定している。新鮮空気は床

付近から少し流入し，天井付近から少し排気されており，

いわゆる置換換気方式が採用されている。この解析例で

は， この立位の人が吸引した汚染物質を 100%とすると

き，そのうちの 53%は床から発生したものであり，天井

からは 1%，残りの 46%が壁からということがわかり，

室内空気清浄設計における床，壁，天井の重要性の差が

認識される。

②就寝状態における汚染源の寄与率の予測結果文 15)'20) 

次に，就寝状態の結果を図8-10に示す。この場合，吸

い込む汚染物質のうち 73%が床からの寄与という結果

になる。これは空調している場合の結果であるが，就寝

時は一般にもっ と換気量が少なくなり，より静穏になる

ので床からの寄与がさらに高くなることが考えられる。

これらの結果をみると，我々が室内空気清浄設計を行

う場合，まず最初に床を重要に取り扱い，その次が壁，

天井とし、う順序で建築計画を進めることが適切であるこ

とがわかる。

図8-9 汚染源の寄与率の予測結果 （立位状態）

（日本建築学会編 シックハウス対策のパイプ、ルより）

図8-10 汚染源の寄与率の予測結果 （就寝状態）

（日本建築学会編 シックハウス対策のパイフソレより）

8. 8 化学物質に対する吸着機能を持った建材の利用

室内空気中の化学物質濃度を低減する手法として汚染

源対策や換気のほか，吸着性建材等の化学物質除去製品

を利用する方法があり，種々の製品が開発されている。

特にホルムアルデヒドを対象とした場合，吸着効果を有

する石膏ボード（以下，吸収分解石膏ボードと表記する）

を用いて室内濃度を減ずる手法が開発され，その効果が

解明されている士 21)'22）。境界層型小型テス トチャンパー

による吸収分解石膏ボードの濃度低減効果に関する実験
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“

唱

Ei
位総liJfM先＇.j'.i械No.30, 20036！＇.版



結果を図 8-11に示す。チャンパーの給気口より 100μ 

g／ぽ（厚生労働省が示す室内濃度指針値）のホルムアノレデ‘

ヒド含有空気を供給した場合のチャンパー排気口濃度を

示している文 23）。 図の横軸は時間経過，縦軸はホルムア

ルデ、ヒド濃度を示す。吸着効果により排気口濃度は長期

間にわたって 18μ g/m3を維持し，吸収分解石膏ボードの

濃度低減効果が確認されている。またホルムアルデ、ヒド

吸着後，清浄空気への再放散を起こさないことも確認さ

れた。実際の室内のホルムアルデ、ヒド濃度は本実験で供

給した濃度よりも低濃度の場合が多く，通常の使用で3

～4年以上の性能維持が可能であることが報告されてい

る文24）。

この実験の結果に基づいて吸収分解石膏ボードの吸着

効果をモデル化し，そのモデ、ルを利用し実スケールの居

室でどれくらいの効果があるかコンピュータシミュレー

ションにより検討した。実スケーノレの居室の解析条件と

して，床を汚染源とし右側壁面に上記の吸収分解石膏ボ

ードを設置した。またこの居室は床四周から流入する隙

間風により自然換気（換気回数 0.5回／h）が行われるもの

と想定している。居室内での濃度低減効果のシミュレー

ション結果を図 8-12に示す。図8-12より吸収分解石膏

ボードの設置してある右側領域で濃度低減が実現されて

いる。室内ホルムアルデ、ヒドの平均濃度が 1割低減（換気

回数にして約 0.I回／h分に相当）されており，実際の居

室内での吸収分解石膏ボードの有用性が示されている。

宝 200
、＼

"" :::i. 
回150

礎
工ι100
ムJ
1ト
ー：h－、

"" ~ ...:. -
4毛 v 0 

ー・・・・入口濃度

掴 園出口濃度

健..創・....・
50 100 150 200 250 

時間経過［hr]

図8ー11 吸収分解石膏ボードの濃度低減効果

吸収分解石膏ボード

8. 9 室内における化学物質の相互作用と化学変化士25)

シックハウス問題に関する既往の研究では，室内空気

中に存在する健康影響のある物質としてホルムアルデヒ

ドやvoes等に関心が集まっている。これらの化学物質に

関する研究は建材，施工材等からの初期放散（あるいは一

次放散）現象を対象としたものがほとんどである。しかし，

室内空気中では図 8-13に示すように，そのほかにオゾン，

NOx等と voesの化学反応により二次的に放散されるエア

ロゾル等の刺激性の高い健康影響物質が生成されること

が知られている文26）。

特にその中でもオゾンのような活性化エネルギーの

高い化学物質による空気中での化学反応現象に注目が集

まっている。図8-14は居室模型内でのオゾン反応量の測

定結果と数値予測結果を示す士 27）。 部屋の上部に給気口

と排気口があり，既知濃度（I.63ppm）のオゾンを供給する。

図中の数字はオゾン濃度（ppm）を表している。オゾンは非

常に不安定であり ，単体で存在し続けることはなく室内

での分布を予測することは難しい。ここでは反応速度定

数を用いて予測した結果を示している。図8-14をみてわ

かるように実験結果と数値予測結果にやや誤差が生じて

おり（室平均濃度にして 0.03ppm），十分正確に再現する

には至っていない。反応速度定数によるモデル化は比較

的簡易なモデルで、あるため，オゾンの自己分解や固体表

面（壁面等）での分解を詳細に解析することが難しい。室

内における化学反応の研究は緒に就いたばかりであり，

このテーマについては今後の研究の進展が期待される。

図813 室内化学反応による新たなシックハウス問題の

発生

図812 居室内における濃度低減効果 図8-14 オゾン反応量の測定結果と数値予測結果
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9. 今後の展望と課題

9. 1 今後の展望

2002年の建築基準法の改正で，住宅におけるホルムア

ルデヒド問題については，大幅な改善が期待される。し

かし建物が改善されても住宅の中に持ち込まれる家具や

生活用品にもホルムアルデ、ヒドは含まれているので，こ

れらに対する対策も必要である。

別の大きな問題は，既存住宅におけるシックハウス問

題の取り扱いである。官頭の調査結果に示されるように

日本全体では 500～1000万戸のオーダーの住宅がシック

ハウスの恐れがある。既存住宅におけるシックハウス問

題改善のため，工法面，価格面で利用しやすい新しい工

法の開発が求められている。医学面の問題についても，

シックハウス症候群の患者さんや，その予備軍の人達に

ついては，それが過去の長期の被曝に基づくものである

ため，今回の基準法の改正によって問題が解決するわけ

では決してない。シックハウス問題に対応するために，

法規制という強し、措置に訴えざるを得なかったという深

刻な現状を受け止め，さらなる研究の進展が望まれる。

またシックハウス症候群が解決したとしても，アレル

ギーやアトピー性皮膚炎等の化学物質による他の健康障

害，さらにカビ・ダニ等の生物汚染（これはバイオロジ

カルな IAQ問題といわれる）による健康障害等多くの問

題が室内で発生しており，これらに対しでも注意が必要

である。21世紀に入って，我々は IAQ問題に関して，大

変多くの難問を抱えているわけである。

我々がこれからシックハウス問題を考える場合には，

問題がなぜ発生するかとしづ原則をよく理解して，我々

のライフスタイルのあり方を考えながら，建物の設計や

生活の設計を図ることが大事であるということを指摘す

ることがで、きる。

9. 2 学術面の課題

今回の法律改正においては，国会における審議等も踏

まえ，問題解決のための社会的緊急性が高いということ

に鑑みて，国土交通省では非常に急いで作業を進めて改

正にこぎつけたというのが実態であろう。そもそも厚生

労働省による化学物質の許容濃度に関する指針値の設定

についても，シックハウス問題に関する社会的関心の高

まりと無縁ではない。

シックハウス問題に関する学術的調査研究は，建築学，

医学，化学等の各分野で行われており，まだ結論の見出

されていない課題も多い。最大の課題は，室内の化学物

質濃度の事前予測手法を開発することである。設計段階

で室内化学物質濃度をある程度正確に予測することが可

能になれば，シックハウス問題に対処するための室内環

境設計は大幅に進展するものと予想される。化学物質の

室内濃度を事前にある程度正確に予測し得るためには，

建物条件，室内環境条件，換気量や化学物質放散等，非

常に多くの現象が関連する問題を連成して解かなければ

ならない。現時点では吸着，脱着を踏まえた放散メカニ

ズムの研究を含め，事前濃度予測のために解決すべき学

術的課題が数多く残されている。

しかしながら，今回のシックハウス問題のように社会

的緊急性の高いテーマについては学問的裏付けが 100%

明確でなくても何らかの行政的対応を迫られることにな

る。対応をしなければ行政的怠慢を非難されることにな

りかねない。行政関係者の悩みはこの点にあるといえる。

ただし，これはシックハウス問題に限ったことでなく，

学術的研究の進展と求められる行政的対応のスピードの

ミスマッチは，多くの行政的課題にみられるところであ

る。いずれにせよシックハウス問題に関係する研究者，

技術者は，先行した形の行政的対応になるべく早くキャ

ッチアップすべく，シックハウス関連問題の学術的解明

のためにその努力を傾注することを求められているとい

える。
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