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シックハウス防止のための設計計画と住まい方 高橋 冗（ひと包環境計画代表）
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まえがき

シックハウスを意図的に作ろうと思う建築関係者はい

ないと思うが，相変わらず住宅による健康被害は頻発し

ている。防止が難しいのは， 一つには一般的な基準を定

めることができないことによる。こうすればシックハウ

スにならないという最低基準は様々な条件によって異な

ることが事態を複雑にしているのである。例えば入居者

の健康状態，入居者の有害物質負荷の許容限度，季節（温

度・湿度，暖房の有無） ，換気の程度，持ち込み家具の

有害度合い，生活での有害物質の使用，生活習慣などに

よって同じ建築物でも，ある人はシックハウス症候群の

症状になり，ある人はならない。

不特定多数を対象にする行政の基準作りでは平均的な

基準が必要になるが，自の前の入居予定者をシックハウ

ス症候群にさせないためにという判断は，また別のもの

である。ここで、は実務者の立場に立って，できるだけ個々

のケースに対応できるシックハウス防止のための手法に

ついて考え，論じてみたい。

ここで明確に区別しておかなければならないのは，健

康な人を主な対象に考えた対策とすでに化学物質過敏症

になってしまった人やアレルギー症状を持っている人の

対策では根本的にその方針が異なるという点である。本

稿ではその両方を区別して扱うこととする。

l 現在の住宅取得の問題点

住宅取得者と供給者双方の目で「住まいづくり」につ

いて考えて見ると，いくつかの間題点があることがわか

る。

［住宅取得者サイドからの問題］

－新築の場合，契約前に手に入れる住宅そのものが完成

していないことが一般的なので，事前の現物チェック

ができない。

－設計者や工務店などの「供給者の健康な住まいづくり

能力」についての情報がない。

・使われる建材を自ら手にとって事前に確認する機会が

ないのが一般的である。

［住宅供給者サイドからの問題点］

・入居予定者の健康状態を確認する手だてが自己申告ぐ

らいで少ない0

・新築の場合，引き渡し時の相互確認手法や完成基準が

確立していないのでトラフ、ルになりやすい。

・入居者をシックハウスにしない基準がわからない。

このような状況下で取得者，供給者双方ともに大きな

リスクを覚悟しながら住宅を入手あるいは供給している。

この状況を改善する手だては供給者サイドの学習と対策，

情報の開示そして取得者側の学習と自己責任の自覚であ

る。今すぐこの状況を急速に改善することは難しいが，

この状況改善を目標に取り組むことが根本的な解決に必

要である。本稿では，主に技術的な対策に絞って検討を

すすめたい。

2. シックハウス防止の各種手法

主に健康な成人を対象にしたシックハウス防止には建

築上のハード手法と情報開示などソフトによるものがあ

る。

表2-1 シックハウス防止の手法

手法

＜ハード面での手法＞

1）有害物質を含む建材を使用しない

2）有害物質を換気により排出もしくは稀釈化する

3）有害物質を吸着などにより除去する

4）有害物質を封じ込める

効果

＠

＠

ム

O
5）有害物質を化学反応などにより無害化する ｜ ？ 

＜ソフト面での手法＞

6）情報公開により入居者が設計グレードや建材につ｜ 。
いて判断できるようにする

以居予定者の健康状態が把握できるようにする I o 
@ 効果有り，O効果多少有り，A限定的効果有り，？：不明

2. 1有害物質を含む建材を使用しない

最も確実な手法である。天然素材の代替え品を使用す

るなどして，できる限り有害物質を排除することは最も

勧められる手法であるが，問題は天然系素材にも有害物

質を含む製品があり 100%有害物質を排除することは不

可能で、あることと，現代住宅の構法上、構造用合板など
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で有害物質（ホノレムアルデヒド等）を含む建材を使わざ

るを得ないという点にある。従って使用の程度が問題と

なる。

建築や生活環境で使われる有害物質の数は非常に多い

ので，ある程度絞る必要がある。MSD S （化学物質安

全性・危険性データシート）で指定されている有害物質

は数が多すぎて全てを対象とすることはできない。厚生

労働省指定の室内空気汚染物質で空気中の濃度基準が示

されている物質は現時点で13種類（表2-2参照）である

が，とりあえずシックハウス予防にこの物質の監視が欠

かせない。

表2-2 住宅における化学物質の室内海度に関する指針値
(2003年3月時点）

物質名 用途 指針値

ホルムアルデ‘ヒド 合板などの接着剤 0. 1 mg／ぱ

トノレエン 塗料，接着剤等の溶剤 0. 26mg/rri' 

キシレン 塗料，接着剤等の溶剤 0. 87mg/rri' 

パラジクロロベン 防虫剤 0. 24mg/rri' 

ゼン

エチルベンゼン 塗料，接着剤等の溶剤 3. 8 mg/rri' 

スチレン 発泡スチロール等 0.22mg／ば

フタル酸γ・n-フー 可塑剤 0. 22mg／ば

チル

テトラデカン 溶剤 0. 33mg/rri' 

クロノレピリホス 殺虫剤，防蟻剤 1. Oμg/rri' 

（小児の場合） 0. lμg/rri' 

フタノレ酸γ.2・ェ 可塑剤 0. 12mg/rri' 

チルヘキシル

ダイアジノン 殺虫剤，防蟻剤 0. 29μg/rri' 

アセトアルデヒド 合板などの接着剤 0.048mg／ぱ

フェノブカノレブ 殺虫剤，防蟻剤 0. 033mg/rri' 

この中でも特にホルムアルデ．ヒド， トルエン，キシレ

ンは室内で検出されることが多く、現在のシックハウス

症候群の最大原因物質となっている。使用される建材も

合板や塗料，接着剤など一般的な部分であり ，使用量が

多いので削減配慮が特に必要で、ある。できればこれらを

意図的に添加した建材や放散量が減っていない建材（塗

装済み建材等）は室内内装での使用を控えることが必要

である。ただホルムアルデ‘ヒドは天然木材にも種類によ

っては微量含まれ，構造用合板や建具，造作家具などの

心材や棚板合板などにも含まれるので完全になくすこと

は一般的には難しい。常時換気の必要性がここで生じる

のである。

合板や工業化木質ボードのホルムアルデヒド放散量の

ランクに応じてJAS，刀S双方で基準があるが，現行の最

低基準であるFco,Eoに対する誤解があるように思える。

ゼロとし、う記号が付いているので放散量がゼロに近いと

思っている人や，最低ランクを使っていればシックハウ

スの問題は発生しないと思っている人もいる。記号の変

更が2003年7月の基準法の改正に伴って行われるのでゼ

ロ記号の誤解は是正される可能性があるが，最低ランク

を使っていれば問題は発生しないとし、う誤解は消えない

だろう。最低ランクの記号は放散速度が最もノトさいとい

う意味であるが，これは密閉空間であれば室内の濃度は

最終的には飽和濃度にまで高まるので，換気をしなけれ

ばやはり危険であることに変わりはない。その点につい

ての誤解があり，換気がおろそかになってシックハウス

になる事例が多い。これらは基準法の改正によって改善

されることが期待される。

合成化学系の殺虫剤はどのようなものであれ室内での

使用は厳禁と考えた方がよい。床下や壁内，天井裏など

の空間は室内ではないが，上記殺虫剤系薬剤は使用を控

えた方がよい。特に床下は通常の在来木造住宅では半ば

室内と考えるべきであろう。換気で負圧になった室内へ

の床下空気の常時流入が避けられなし、からである。

2.2 有害物質を換気により排出もしくは希釈化する

換気は実行されれば効果が確実な対策である。ただそ

の実行の方法は意外と難しい。居住者も換気が大切であ

ることは認識していると思うが，意図的な換気の意識が，

日本人は一般的に他の先進国と比べ低いといわれている。

隙聞の多い住居に住み慣れていた慣習が残っており ，現

代の住宅の高気密化をあまり深刻にとらえていないとい

うことが理由のようである。

例えば換気扇を壁につければ換気が十分行われるとい

う誤解や，換気扇のすぐそばの窓を開けながら換気扇を

回している住居，せっかく24時間計画換気システムを設

置していても通気経路が確保されていないので十分排気

が行われていない住居，給気孔が有りながら寒いのでふ

さいでしまっている住居など様々である。

有効な換気のポイントを次にあげてみる。

①給気孔が各居室に確保されている。

②給気孔が換気扇や排気孔から離れた位置にある。

③給気干しから換気扇や排気口までの通気経路が確保され

ている。 （ドア下の隙間， ドアガラリ，開閉ランマ，

通気用室内窓などによる）

④ダクトを使用する場合，ダクトの通気断面が欠損して

いない。 （天井裏で‘つぶれている場合がある）

換気では新鮮な空気が入る給気孔が何よりも大切であ

る。この点の認識は一般の方に欠けていることが多い。

換気の最大有効手法は窓あけ換気である。指標となる換

気回数（回／時間）で見ると次のようなデータが報告さ

れている。
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表2-3 窓開けによる換気回数

部屋の状態 換気回数

閉めた洋間B畳 1. 2 

小窓を開ける 2. 7 

一住般的な場在合来木
大窓を開ける 11. 4 

造宅の ドアと小窓を開ける 9. 1 

ドアを開け換気扇使用 12.4 

平日室で障壁子と襖を閉める 4.2 

コンクリート 閉めた約4.5畳半の部屋 0.4 

住宅の場合 窓を開ける 4. 3 

（出典：横浜国大環境科学研究センター資料）

窓、を開けると 15分ぐらいで室内の空気が入れ替わり，

有害物質濃度も極めて少なくなる。そして窓を閉めると

2時間程度で元の状態に戻ることが知られている。換気

扇は窓開け換気ほどの効力は期待できないが，窓は一年

中常時開けておくことはできないので，換気システムは

必需品ということになる。機械換気は常時作動させてお

くのが望ましい。新築では24時間作動の計画換気システ

ム設置がこれからは必須と考えた方がよい。自然換気の

24時間換気システムは寒冷地では事例が増えているよう

であるが，温暖地でも有効な自然換気システムの開発が

待たれる。

24時間計画換気システムの換気能力は0.5回程度ある

が、施工された換気システムの性能がカタログ表示通り

かどうかは重要な問題である。換気回数の検査は簡単で

ないため計画換気設備の性能確保はメーカーに保証して

もらうしかないが，施工者の注意と施工後の簡単な排気

量チェックなどは欠かせない。吸気口の配置や排気口ま

での通気経路確保には細心の注意が必要である。

計画換気の有効性を高めるには建物の気密性をある程

度高める必要がある。隙間だらけの住宅では24時間計画

換気システムがどの程度有効に機能するかわからない。

これは給気孔からの流入空気量である程度判定できる。

2. 3 有害物質を吸着などにより除去する

炭や活性炭などを使用して有害物質を吸着させるのは，

狭い物入れ空間などではある程度有効であることは知ら

れている。しかしその持続性や空間の大きさと有効量の

関係など不明な点が多い。大きな居室ではさらにその効

果は確かで、ない。仮にある程度の効果が期待できるとし

ても，大きな居室では補助手段と考えるべきで，それを

最初から期待して質の悪い建材を選択するのは危険であ

る。

建材に吸着効果を期待した成分や素材を混入させて，

ホルムアルデヒドなどを抑制しようという製品があるが

その効果や持続性も不明なことが多い。過大な期待をも

ち，全面的にそれに頼らないようにしたほうがよい。

空気清浄機によって吸着などにより室内空気を浄化す

るのは，機器のタイプによってはある程度効果が期待で

きるが空間の大きさに応じて適正なものを選択する必要

がある。これも緊急対策の一つである。多くの製品が販

売されているのでよくカタログを見たり問い合わせて性

能比較する必要がある。

2.4 有害物質を封じ込める

有害物質を含んだ建材を使用してしまい，緊急手段と

してそれらを封じ込めることはできないかという要請は

しばしば発生し，実際によく実施される。封じ込めの素

材としてはセラックニス，ポリエチレンシート，アルミ

箔などが実際に使われている。セラックニスは三回塗で

70%程度の封じ込め効果があるとされている。ポリエチ

レンシートは厚手のものを使用しないと効果がないが，

最も一般的な素材である。アルミ箔は重度の化学物質過

敏症患者対策として有害物質をできるだけ完全に封じ込

めたい場合に使われる素材で特殊例といえる。シートに

よる封じ込めでは重ねしろを十分にとって臭いの少ない

両面テープなどで隙聞から空気が流入しないように慎重

な施工が必要なことは言うまでもない。

2. 5 有害物質を化学反応などにより無害化する

内装建材の成分によるものや，特殊塗料，特殊な液体

噴霧によるものなど様々である。しかしこの分野も不明

な点が多い。分解のメカニズム，その持続性，空間の大

きさと有効量の関係など不確かな点が多い。人体実験を

するとし、う立場で使用することはできないので，最初か

らこの方式を全面的に頼ることはできない。仮に効果が

あれば助けになるという程度で補助的に考えるのが妥当

であろう。

結論としてはハード面での手法で確かなのは建材の選

択と換気である。それ以外は緊急補助手段で効果は不明

だが，あらゆる手段をためしてみるという場合に使われ

る手法と考えた方がよい。

換気と建材の選択は車の両輪で，どちらが欠けても正

しい方向に向かない。建材の有害物質が少なくても換気

がされなければ空気質は有害物質の飽和点まで悪くなる。

換気が十分でも悪い建材が使われれば，換気の能力は追

いっかない。どちらも必要条件なのである。

2. 6 情報公開により入居者が建築や建材について判断

できるようにする

ソフト面での対応も有効なシックハウス対策となりう

るし，場合によっては唯一の対策である。住宅づくりで

はほとんどが不特定多数を対象に設計され建設されてお

り，購入者も内容がわからずに買うことが一般的である。

それがシックハウスが多発している理由の一つにもなっ
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ている。住宅という高額の購入商品にしては情報公開に

もとづくチェックの仕組みができていない。住宅が健康

に関わる商品であることが認識された今，食品と同様の

情報公開の仕組みが整備される必要がある。その一つが

内容物表示制度で，建材の種類， J I S, J A Sなどの

基準ランク，内容成分の表示制度である。現在住宅の構

造やハード面での品質に関する表示制度（品質確保促進

法）は希望者に限って有料で利用できるようになってい

るが，健康にかかわる表示制度はすべての新築住宅の義

務制度とすべきであろう。購入者はその表示を見て自分

の健康に合った物件かどうかを判断するてがかりにでき

る。これは責任を相応に分担し，エンドユーザーにも自

己責任を自覚してもらおうという制度でもある。

2. 7 入居予定者の健康状態が把握できるようにする

入居する人の健康状態を把握するのがなかなか難しい

ことは前述したが，入居予定者の健康状態は設計の最初

の段階である程度明確にしておかないと，後でトラブル

になる。

入居予定者自身も自らの健康状態を十分把握している

わけでないので，どうしても唆味にならざるを得ないが

ある種の確認が必要である。私どもは設計前の問診で必

ず家族の健康状態は聞くことにしている。特に問題が無

いような場合でも次の内容で、チェ ックをしている。

①家族の中にアレルギー症状を持つ人はいるか？

②家族の中に特に臭いに敏感な人はし、るか？

③職業上有害な化学物質にふれる機会の多い人はいる

"/J>? 

エンドユーザーは「子供のために健康な住まいをお願

いします」といった暖昧な依頼で設計を頼むことがある

が，健康という暖昧な概念を少しでも双方で明確にする

必要がある。子供や家族の誰かが何らかのアレルギー症

状を持っているのかどうかはその際重要な手がかりにな

る。その聞のやりとりはできるだけ文書で行うようにし

た方がよい。あとで、言った言わないのトラブルを避ける

ことができる。化学物質過敏症も程度によって症状にか

なり差があり，自覚していない人もかなりいると思われ

る。化学物質過敏症かどうかは現在北里研究所での診察

を経なければ確定的なことはわからない状況である。従

って誰もが気軽に診察を受けることはできない。もし化

学物質過敏症の気配があるという自己申告もしくは問診

により懸念がある場合，必ずその診察を受けることが必

要である。軽症なのかどうかで住まいづくりの対策は根

本的に異なるからである。

完全に健康な人は少なく，何らかの健康上の問題を抱

えた人がほとんどである。次のような区分が一つの目安

となるだろう。

①特に身体の健康上の問題を自覚していない人

②何らかのアレルギー症状をもっている人（アトピー

など）

③特定の化学物質に多少過敏な人（軽度の化学物質過

敏症）

④多くの化学物質に過敏な人（中程度の化学物質過敏

症，多発性化学物質過敏症になっている，日常生活は可

能）

⑤多くの化学物質にかなり過敏な人（重度の化学物質

過敏症，外出が難しく日常生活に支障をきたしてい

る。新築への入居は難しし、）

⑥暑さ寒さに特に敏感な人（高齢者に多い）

⑦その他何らかの病気の人（エアコンが使えない，過

乾燥に耐えられないなど）

これらの情報を設計前に明らかにする仕組みが必要で

ある。アンケート，自己申告書の提出，口頭での問診な

ど手法はいろいろあるが，入居予定者の健康状態をある

程度把握するには多少の知識と経験が必要である。今後

研修制度などを充実させてゆく必要があるだろう。

3. シックハウス防止の具体的な設計手法

さてここからはシックハウスを防ぐための具体的な設

計手法について考えてゆきたいが，健常者の場合とそれ

以外の何らかの症状を抱えている人の場合について分け

て考えたい。

最初に住宅でヒトの健康を阻害する身近な要因（因果

関係が明確なもの）についてもう一度整理してみよう。

①主に室内に発生源のある有害な化学物質

②主に屋外に発生源のある有害な化学物質

③ダ、ニ・かび類の異常な繁殖とそのダスト類

④室内空間の寒暖の急激な差

⑤過剰な乾燥，過剰な高湿度，大きな内外温度差

＠新鮮な自然大気の欠如（換気不足）

⑦電気機器などからの電磁波

⑧絶え間ない低周波音

この中で本稿の主な検討範囲は①②＠である。実際の

設計開始に当たって，前述したように問診を行うが，そ

の結果設計対応としては， 「最も注意を要する対応」，

「注意を要する対応J' 「一般的な健康住宅対応」のコ

段階に分けることができる。

3. 1 新築・リフオームの場合の設計対応と設計概要

1）最初の問診

問診では入居予定者の健康状態を口頭での質問や会話

などで探る。設計士は医学の専門家でないので判断能力

の限界はあるが，おおよその感触をつかむことができる。

A.化学物質過敏症（重症）の場合

まれなことでるが，もし化学物質過敏症の重症と診断

されている人が新築やリフォームを希望してきた場合は
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要注意であるの医師を含めた専門家による体制がなけれ

ば対応は難しいと考えた方がよL、G 重症かどうかの判断

は北里研究所などの診療機関の判断は勿論，一般的な外

出が可能かどうかが判断の目安となる。設計事務所での

個別対応などが難しければ設計そのものも難しい。新築

やリフォームは症状が快復するまで待つ方が無難である。

B.化学物資過敏症（中軽症）の場合

「最も注意を要する対応」で設計対応する必要がある。

医師の診察で化学物質過敏症と診断されている場合のほ

とんどのケースが該当するが，軽症の場合は自覚してい

ない人も相当数いると思われる。最近の国立公衆衛生院

（現，国立保健医療化学院）の全国調査では成人で074%

程度が該当すると言われている。子供を入れればもっと

多くなるであろう。都市部に限れば10人に一人という説

もある。軽症なのか中症なのかの判断は，ヒヤリングで

ある程度するしかない。臭いに対する敏感度，日常生活

での不自由度，症状の程度でおおよそのことはわかる。

最初の発症の原因物質が定かでないことも多く，すで

に多くの化学物質に反応するようになっている場合が多

いので，天然，無機，合成建材にかかわらず本人が許容

できる建材を慎重に選択してもらう。ユーザーが主体的

に建材選択に加わってもらう必要がある。有臭の化学合

成建材は使用できないと考えた方がよい。ただこの有臭

かどうかの判断は一般人には無理である。化学物質過敏

症者の微量な成分に対する敏感さは一般人の比ではない。

天然建材でも臭いの成分によって適応できるかどうかが

人によって異なる。一般的な指針は無いといえるが，臭

い成分の多い天然建材は避けた方が無難である。 （表3

-1参照）

c.アレルギー症（アトピ一等）の場合

「注意を要する対応」で設計対応する必要がある。あ

る程度設計者の判断で建材を選ぶことができるが，基本

的には上記化学物質過敏症の中軽症者への対応と同じで

ある。国民の 3人に 1人が何らかのアレルギー症状を持

っているといわれているので，住宅を求める人の多くが

該当する。特に子供のアトピー症状には要注意である。

子供の化学物質過敏症はアトピー症状として出でくるこ

とが多いといわれている。天然，無機，合成にかかわら

ず臭い成分の多い建材は使用しない，建材選択にあたっ

て内装材は特に該当ユーザーの許容度を確認する。臭い

をかぐ，側に置いてもらうなどで特異反応の有無により

判断する。

D.健常自覚者の場合

「一般的な健康住宅対応lで設計対応する。一般的な健

康住宅対応とは厚生労働省の「住宅における化学物質の

室内濃度に関する指針値J （表2-2参照）が守られてい

る住宅とここでは定義する。健常自覚者には潜在的なア

レルギー，軽度の化学物質過敏症者が含まれているので，

安易に健康な人と考えてはならない。健康状態のヒヤリ

ングや自己申告制度が必要になるゆえんであるつ2003年

7月改正の基準法のシックハウス対策に係わる新しい技

術的基準ではホルムアルデ、ヒドを含む建材の使用面積規

制とクロリピリホスの使用禁止，常時換気の義務化を謡

っているが，これは最低限守るべき内容であり 3 このレ

ベルを守ることが健康住宅の免罪符と考えてはならない。

E.電磁波過敏症

「最も注意を要する対応」で設計対応する必要がある。

化学物質過敏症の程度が重くなると，家庭内の電磁波に

も過敏に反応し化学物質過敏症の症状と同じような状態

を示すことがある。重症の化学物質過敏症と同じ扱いで

考える必要があるが，新築やリフォームが可能だと判断

される場合，家庭内の電磁波への配慮も重要となる。

常時換気への十分な配慮、は全ての住宅での必須事項で

ある。基準法改正でもその点は重点対策になっている。

換気回数は0.5回以上が最低レベルで，できるだけ 1回に

近づける努力が望まれる。寒冷地と温暖地でそのレベル

は異なるのは省エネへの配慮、からやむを得ないが、健康

を重視するなら換気量を優先すべきである。

2）設計のための個別対応

A.最も注意を要する対応の場合

ユーザーによる内装建材の選択が重要である。天然，

無機建材にかかわらず，いくつかの使用可能性のある建

材をユーザーに渡し，しばらく臭いをかいだり触っても

らい，ネガティブな反応（嫌悪感，異臭感，その他の身

体反応）のないものを選択する。サンプルは新鮮なもの

を使い，他の臭いなどが付着しないように，アルミホイ

ルや厚手のポリエチレンシートなどで包んでおく必要が

ある。

下地材，断熱材，塗り壁材，接着剤，塗料など広面積

使用の建材については特にその適応性を確認してもらう。

建材の選択では0リングテスト（薬の適応性などをテス

卜する方式。人間固有の適応感知能力を使う。片手で対

象物に触れ他方の手の指でOリングをつくり，そのリン

グを第三者が指で開ける時の容易度合いで適不適を判定

する。容易に開けば不適。）とし、う方法もあるが，経験

を積んだ人が介在する必要がある。

仕上げ材選定にあたって接着剤が多量に必要な貼り物

の床材（コルクなど）などは避ける。接着剤はどうして

も揮発成分が多くなるためで，床材の接着剤には安心で

きる製品が少ない。特に床暖房対応型の製品で安心でき

る製品はほとんどない。

合成化学系の建材は原則として使用しないが，浴槽，

キッチンカウンターなど選択肢が限られる場合には，選

択が可能かどうか同様に判断してもらう。塗料や吹きつ

け材の選択にあたっては，メンテナンス時に同じ材を使
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用することを考え，外部であっても内部と同様の注意が

必要である。

電磁波過敏症の場合，電気ケープ、ルや電気器具の配置，

低電圧化，照明の種類などの検討配慮、を行う。蛍光灯の

使用は点滅を感じる場合が多いのでできるだけ避ける。

換気は常時作動の24時間計画換気が必須である。省エ

ネよりも換気回数が優先される必要がある。できるだけ

換気回数 1回に近づけたい。物入れや押入内部も換気さ

れることが必要である。排気孔を水回りや物入れ内部に

設置する形式の製品が望ましい。給気干しから排気孔まで

の通気経路の確保も確実にチェックされる必要がある。

床暖房は床からの臭い成分が揮発しやすくなるので，

接着剤や床材，塗料に細心の注意が必要である。暖冷房

方式は化学物質過敏症と直接関係はないが，過敏症状を

持つ人にエアコン嫌悪者が多いことは知っておく必要が

ある。単純に室温を上げる暖房方式では建材や生活用品

からの臭い成分が揮発しやすくなるためであろう。輯射

暖房などの方式を選択する方がよい。

B.注意を要する対応

ユーザーによる内装建材の確認が前提となる。天然，

無機建材にかかわらず一般的に問題がないと思われる内

装建材をあらかじめ設計士が選択し，上記と同様にユー

ザーにネガティブ反応の無いことを確認してもらう。問

題があれば代わりの建材を提示し確認してもらう。外装

建材も同様の注意を払う。

アレルギー症状を持つ人もエアコンを嫌う人が多い。

エアコン使用が難しい場合，温度，湿度の安定化を他の

設備機器や建築的手法で補うことを考える。 （輯射暖冷

房機器，パッシブソーラー，蓄熱体の利用，調湿建材の

利用，通風・通気効果，屋根緑化による遮熱・クーリン

グ効果，断熱材の効果，など）

c.一般的な健康住宅対応

設計者により安全だと恩われる建材の選択方式で設計

対応する。厚生労働省の I住宅における化学物質の室内

濃度に関する指針値Jが守られている住宅であることが

基準だが，特にホルムアルデヒドやトルエンやキシレン

などの合成化学系V0 Cを多量に発生させる建材，接着

剤，塗料などは室内側で使用しない。2003年 7月改正の

建築基準法「シックハウス防止基準」は最低限守るべき

基準と理解すべきであるのは前述した。厚生労働省の基

準値がクリアーされているかどうかのチェックの必要性

が今後高まる。全ての物質についてチェックするのは費

用もかかり難しいとすれば，それらを含むことが予想さ

れる建材の使用を控えることが実用的な対策である。

常時換気は改正基準法での重点項目のーっとなってお

り，この基準を守ることでかなりシックハウスの危険は

回避されると思われる。ただし施工した状態で換気性能

がカタログ性能通りかどうかの確認は何らかの方法で行

う必要がある。空気の排気孔の出口と給気孔の入り口で

風量計で簡単に測定できるので換気メーカーに依頼する

とよし、。

エアコンのみに頼る温熱空間設計は，前述したができ

るだけ避けたい。エアコンで室内空気温度をむやみに上

げることが建材や生活用品などの揮発性有害物質の室内

放散を促すことになり，ほこりを舞い上げエアコン自身

がカピの発生源にもなりうるからである。太陽熱を有効

利用するパッシブヒーティングの考えやパッシブクーリ

ングは更に追求すべき重要な手法である。

3）実施設計

A. 最も注意を要する対応の場合

従来と異なる仕様などの設計図書への徹底した明示が

大切である。通常と異なる仕様や設備についてはくどい

くらい図面上に明記する。特記仕様書には居住者の健康

特性情報を明記する。仕上げ表の建材メーカー名，製品

種類などは特に注意して記入する。同等品という概念は

無いことをよく明示する。

B.注意を要する対応レベルの設計

基本的に向上

c.一般的な健康住宅対応レベルの設計

設計図書に特記で，通常と異なる仕様や設備について

はくどいくらい明記する。以下項目，部位別に標準的な

仕様を箇条書きで列記した。

①換気，通風，通気を特に配慮したプランニング

. 24時間計画換気システムは必須でーある。

・給気孔は各居室に設置する必要がある。できるだけ

排気干しから離れた位置が望ましい。上部の方が冷気

を感じにくい。

－空気の流れる通気経路の確保

窓配置，ランマ，ガラリ， ドアのアンダーカット，

高窓，越し屋根容、，等

・空気がよどみにくい空開設計

大きな空間，高い天井，吹抜けは通気・換気に役立

ち室内空気の汚染も高まりにくい。

②気密性，断熱性， 日射遮蔽・遮熱性能の向上

気密性の高いサッシの使用，床の気密性維持の配慮

（基礎断熱工法など），断熱サッシ，外壁，屋根通

気，屋根庇，窓庇，屋根緑化，十分な断熱材。これ

らは健康に直接関係ないように思えるがエアコン依

存の密閉生活から脱却するための必須項目である。

日射が入りすぎ室内の空気や建材が過熱状態になら

ないようにする意味でも日射遮蔽は重要である。

③有害物質をできるだけ排除した建材の選択

・下地合板，工業化木材：

ホルムアルデ、ヒド放散最低レベルを採用。

・物入れ，納戸，屋根裏内部 ：
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狭い密閉空間なのでホルムアルデ‘ヒド放散レベルは

最低の合板類を選ぶ必要がある。できればむく材が

望ましい。工事中の換気が重要。納戸，屋根裏収納

は換気が必須。

－建具：

コア材のホルムアルデ、ヒド放散レベルが最低レベル

のものを選ぶ必要がある。むく材の製品も最近は低

価格で、出回っている。

・キッチンセット，洗面化粧台 ：

狭い密閉空聞からなる物入れと同様に考える。パー

ティクルボードなどがコア材として使われているの

で，面材がステンレスやホーローパネルで、も内部で

はホルムアルデ、ヒドが充満しやすいことを認識して

おく必要がある。気になる場合はオールステンレス

製品などを選択する。

－浴室 ：

ユニットパスは相当合成樹脂系の臭いが強いので要

注意である。使用がやむを得ない場合を除き，在来

工法での浴室が望ましい。

－ホームエレベーター ：

家庭用エレベーターも相当臭いが強い。換気が難し

いので時間が経つのを待つしかない。

－仕上げ材 ：

床はできるだけ貼り物は避ける（特に床暖房の場合）。

合板フローリングはホルムアルデ、ヒド放散が最低レ

ベル。できれば天然木のむく材を使用。 （輸入材は

防虫処理に注意）壁，天井はクロスの接着剤はゼ、ロ

ホルム製品。左官材は下塗り材，添加物，臭いに注

意。建具はフェノール樹脂などの合成樹脂系の仕上

げは避ける。

－接着剤 ：

最も危険な建材。特に床，壁，天井が貼り物の場合

は最大限注意が必要。床暖房の鮎り物床は接着剤に

良い製品が少ないので，工事後は時間をかけて有機

溶剤を揮発させる。

－塗料 ：

室内では天然系塗料が必須。外壁の吹き付け塗料，

鉄部の塗料には特に注意が必要。 （リフォーム，メ

ンテ時に室内空気が汚染される）

意を払う。 工事期間中は様々な臭い成分が発生するので，

注意すべき当事者の現場への立ち入りを制限するの

D.在宅しながらの部分リフォームの場合

工事空間と生活空間はポリエチレンシートなどで必

ず完全分離する。できれば注意すべき当事者には工事期

間中避難してもらう方が望ましい。

E.全体リ フォームの場合

新築と同じでg 工事期間中はできるだけ注意すべき当

事者に現場に入らせないようにするの養生材（合板など）

の有害性にも注意を払い，建材と同じ配慮で選択する必

要がある。

5）設計監理

A.最も注意を要する対応

指定された建材が現場で使用されていることを必ず確

認する。下地材はマーク等が見えなくなるので要注意。

接着剤や塗料は容器の確認を現場に徹底する。塗り壁の

下地処理材， 目地処理材など比較的使用量は少ないが内

容成分が不明な建材は，使用量をできる限り減らす。床

材など釘と接着剤併用の場合接着剤の使用はどうしても

必要な部分にとどめる。

B.注意を要する対応

基本的に向上

c.一般的な健康住宅対応

指定建材の使用徹底，工事中の室内換気，物入れなど

の通気など，注意すべき内容はほぼ同じである。

6）入居準備

A.接着剤を大量に使用した場合（例 ．床，壁，天井が

貼り物）

特に安全を確かめながら入居する。少なくとも 2週間

は換気をしながら様子を見る。

B.アレルギーの方が入居者にいる場合

特に安全を確かめながら入居する。一ヶ月程度の余裕

が欲しい。

c.特に注意を要する対応

注意を要する対応では空気質の安全性を確かめなが

ら入居する。数ヶ月の猶予期間を見ておく必要がある。

7）入居後の十分な換気

A.入居直後半年は窓開け換気を励行し吸気孔を最大限

聞く。

B.入居直後 1' 2ヶ月は計画換気の能力を最大に高め

た状態で使用。

4）工事中の対応

A. 工事期間中の換気を徹底する。キッチン，物入れな

どの密閉空間の扉などは作業終了後は毎日必ず開け放し

ておく。

B.換気のため開口部は工事期間中できる限り聞ける。

風雨や防犯上問題のない高窓はできるだけあけておく 。 3.2 健康への影響度の強い建築部位のレベル

c.特に注意を要する対応 一般的な健康住宅レベルや注意を要する対応レベルで

注意を要する対応では工事中の養生合板の質にも注 は全ての建材に同じレベルの注意を払う必要はない。建
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材の室内空気への影響度合いに応じて安全な建材を選択

すればよい。しかし特に注意を要する対応や住みながら

のリフォームではレベルの差はないと考えた方がよい。

Aレベル ：室内空気や室内流入空気に直接触れている建

築部位。 （内装材，床下，家具，物入れ，キ

ッチンセット，ユニットバス，コーキング材，

内装塗料，換気システム）

Bレベル 室内空気に直接触れていないが室内空気に近

い位置にあり比較的容易に室内に影響を与え

うる建築部位。（下地材，接着剤，シーラー，

下地処理材，天井裏，屋根裏）

Cレベル：直接室内空気に触れていないが室内への流入

空気により影響を与えうる建築部位。 （外装

材，壁内部の建材で断熱材，外壁下地材など，

防水シート，床下）

Dレベル ：建物から離れているが室内への流入空気によ

り影響を無視できない箇所。（フェンス，塀，

垣根，舗装など）

建材の室内空気に与える影響は複雑である。気密性の

高い住宅では内装材の影響が一番高いが，気密性が低い

住宅では外壁の内部，床下などから空気が流入する。換

気扇を回すことで室内が負圧になりやすいのも，その現

象を促進する。天井裏や屋根裏の空気は室内へ流入しや

すいので，ほぽ室内と考えた方がよい。床下も通常の在

来工法では気密性が低いので屋内に近いと考えた方がよ

いだろう。床下の防蟻処理はそれ故大変危険であること

を認識する必要がある。さらに有害性の高い農薬系の薬

剤は換気によって排出することも難しい。

外部の建材は何を使お うと比較的安心だと思っている

人は多いが，住みながらのリフォームの場合はその危険

性は内装材と全く同じである。換気により室内に外壁廻

りの外気が流入するので，それが原因で化学物質過敏症

になる事例もある。

最も注意を要する対応の場合，上記レベル差はないと

考えた方がよい。外壁材の微量有害成分や壁内の臭いも

不快さの原因となる可能性がある。それらが室内に進入

するのを防ぐため，厚手のポリエチレンシート（0.2mm

以上）を室内側の壁天井下地や床材内外側に気密工法仕

様で施工することも考えた方が良い。

表3-1 主な建材と健康対応との関係（目安）

0問題ない ム注意 ×使用できない

建材名称 対応レベル

・無塗装無処理木材 一舟始句な 注意を 最も注

健康住宅 要する 意を要

する

くり 。 。個別判定

さくら 。 。 II 

杉 。 。 II 

カラ松 。 。 II 

けやき 。 。 II 

たも 。 。 II 

槍 。 ム × 

ヒノ《 ム ム × 

さわら 。 ム × 

米杉 ム ム × 

他臭い成分の強い木 ム ム × 

キオ

・塗料 ：

低臭自然塗料（注1) 。 。個別判定

一般自然塗料 。 ム II 

環境対応型水性エマ 。 ム II 

ルジョン系塗料

水性エマノレジョン系塗料 ム × × 

有機溶剤系塗料 × × × 

・接着剤

天然系接着剤 。 。個別判定

環境対応型無溶剤系 。 ム II 

接着剤

水性接着剤 。 ム × 

有機溶剤系接着剤 × × × 

・下地材：

ゼロオVレムアルヂヒド合板 。 。個別判定

(F交交交交）

Fco合板（F交交交） 。 どミ × 

Fcl合板（F大大） ム × × 

Fc2合板 × × × 

ノ4ーティクルボード 。 ム × 

(Eoレベル以下）

OSB 。 ム × 

(E lレベル以下）

セツコウボード 。 。個別判定

・内装材：

ビニールクロス

無機質系塗り壁材

紙クロス

商品による

商品による

商品による

× 

個別判定

II 

布クロス ｜ 商品による I II 

注1 シトラールやテレピン油等の有臭成分が少ない塗料

n
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4.具体例

4. 1 新築戸建ての場合：一般的な健康住宅事例

ム血盟霊

所在地 ：；東京都日野市

構法 ：在来木造， 2階建て

規模 ：延べ床面積 131 rd (40坪）

家族構成：夫婦十子供2人，祖母が同居予定

特徴 ：南面吹抜けをパッシブソーラー的に有効利

用した住宅。階段吹抜けとの相乗効果で通

風通気にも役立つ。冬，エアコンをできる

だけ使わなくてすむ住宅を呂指した。

（高断熱，大きな南面採光。）

内装は徹底して自然素材を使用。

仕様 ：床材の床暖房部分は栗＋天然塗料，その他

の部分は檎材（節有り）十天然塗料。壁は

石膏＋珪藻土の左官壁，天井は杉のむく材

（無塗装）である。内部建具はしなベニヤ，

構造用合板はFcoレベルを使用。

，.，，圭

健康仕様としての自然素材の選択は当然として，太陽

熱によるパッシブソーラー効果，通風，通気，換気に特

に注意を払った。南北の主たる風向き加え，東からの川

風を取り入れるため南側外壁を一部突出させている。南

側の吹抜けは冬の日差しを奥まで取り入れるのに役立ち，

夏は住戸内の通風，通気に役立つている。将来住居とす

ることも可能である。暖房はLDの吹抜けがあるので床

暖房，他はエアコンが使えるように配慮だけしてある。

第三種の24時間換気システムを利用している。

居室ドアには欄聞を設け通気経路を確保，通気用の室

内窓も吹抜けに面して設けている。吹抜け上部は換気用

の高窓がある。吹抜けの一部を歩行可能なようにスチー

ルメッシュを設け，布団干しゃ雨の日の選択物干しなど

に使えるようにしている。メッシュを使うのは日差しと

通気を妨げないようにするためである。

Fco合板ゃしなベニヤのホルムアルデ‘ヒドは工事中に

ほとんど放散すると考えている。

写真 4-2 A邸吹被け

関治

闘
地

図 4-1 A邸平面図
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4.2 新築戸建ての場合：注意を要する対応事例

E血盟霊

所在地 東京都杉並区

構法 ：在来木造，地下＋ 2階建て＋ロフト

規模 ：延べ床面積 183nf (55.5坪）

家族構成：夫婦＋子供2人，祖母が同居予定

特徴 ：南面の窓を大きく取り，ロフトまでの吹抜

けをパッシブソーラー的に有効利用した住

宅。 （高断熱，大きな南面採光。）

内装は徹底して自然素材を使用。

仕様 ：床材の床暖房部分は栗＋天然塗料，その他

＝ 
＝＝ 

の部分はカラマツ（節有り）＋天然塗料。

壁は石膏＋珪藻土の左官壁，天井はカラマ

ツのむく材（無塗装）。内部建具はしなベ

ニヤ，構造用合板はFcoレベルを使用。

夫人が化学物質過敏症気味（正式な診断は出ていなし、）

子供がアトピーとしづ状況なので建材の選択に特に注意

を払った。自然素材の内装材は臭いをかいでもらうなど

でチェックした。床は床暖房部分が栗のむく材，その他

は檎を避けカラマツとした。檎は健康な人には問題ない

が過敏症気味の人やアトピーの人には避けた方が良い。

塗装はアレルギ一対応の天然系塗料，一部床は施主の希

望で柿渋塗りとした。壁は石膏＋珪藻土の塗り壁，天井

はカラマツ無塗装とした。

特に室内で空気がこもらないように，大空間を中心に

各居室の開放性を重視した。換気は第三種の計画換気シ

ステムを採用。

大きな吹抜けによりパッシブソーラー効果，通風，通

気が期待できるのはもちろんだが，キッチンの流しを住

戸リビング中央に設置することで子供とのコミュニケー

ション（どこにいても気配を感じる関係）を配慮した。

暖房はLDは吹抜けがあるので床暖房，他はエアコンを

使えるように配慮。

キッチンセットの有害物質を避けるためにオールステ

ンレス製を特注した。

扇宇貯水禍

JE主ナ~
立町ー

1階

写真4-3 B邸 吹抜けからキッチンを見下ろす

写真4-4 B邸ロフト

④ 

図4-2 B邸平面図
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4.3 リフォームの場合 最も注意を要する対応

A邸概要

所在地 宮城県 築年数 3年

住戸形式 戸建て 工法 2×4 輸入住宅

発症者 夫，妻（化学物質過敏症と診断された）

施工者 大手ハウスメーカー

空気質検査 ホルムアルデ、ヒドのみ（検知管）

換気システム 熱交換型

その他 高気密高断熱仕様。床下防蟻処理施工

A. 相談内容と現状

新築3年経っても入居できず。夫は軽症だが，妻は入

室できない状態が続く。施主から入居できるようなリフ

ォームと施工側への指示のコ ンサル依頼。

B.竣工時の仕様

1階床材は全室ウレタ ン塗装無垢フローリング。壁紙

はビニルクロス。和室は畳。掘り矩健有り。和室の壁も

ビニルクロス。2階床材は，主寝室はFco合板フローリ ン

グ，洋室はニ一ドルパンチ，廊下などカーペット。墜と

天井はビニルクロス。階段は敷き詰めのカーペット。

c.発症の原因と状況

1階より 2階の方が臭いが強い。合板フローリ ング，

カーベット，ニ一ドルパンチから発せられるものであっ

た。物入れの中の臭いも5齢、が，その原因は，床材と同

ーのニ一ドルパンチから発せられるものが，内部でこも

っているのが原因。カーペッ トは接着剤のものと思われ

る臭いがした。

1階，和室の壁クロスから甘い異臭いがした。掘り矩

爆に使用されているインシュレーションボードの小口か

らからの臭いが強い。また， トイレ便器に設置されてい

る暖房洗浄便座のコントローラ一部からの臭いも強く，

廊下まで臭いが漏れていた。換気の状況は，システムが

起動していても空気が十分入れ替わっている様子はない。

トイレの換気扇を動かしたら臭いが少なくなった。シス

テムキッチンの内部も合板臭がした。

竣工後 1年2ヶ月のホルムアルデ‘ヒド量の検査結果は

下記の通りである。 （検知管による）

A B 

1 F居間・食道 0.06 0. 04 

和室 0. 10 0. 04 

トイレ 0.08 0. 04 

2F主寝室 0.06 0. 04 

和室 0. 12 0. 01 

洋室 0. 10 0. 06 

単位はppm

気温／湿度

21℃／69% 

A 24時間密閉後測定 B : 1時間通風， 1時間密閉後測定

D.対応策

内装を撤去し，3ヶ月ほど風にさらし，その後，工事

の予定。

撤去部位は， 1階床，壁ヒ、、ニルクロス。掘り矩健のイ

ンシュレーションボード。2階，合板フローリング，カ

ーペット類。階段。壁，天井ピニルクロス。石膏ボード。

床下地合板は2×4の為，撤去しない。

1階床は無垢材であるが，撤去した理由は，床下の防蟻

処理剤の室内侵入のおそれがあるのと，下地合板がFco

でない（不明）ことが理由である。

原則として，下地材からの揮発性物質を室内に入れな

いため，ポリエチレンシートで遮断する。 1階床，畳の

下， 2階床，畳の下をポリエチレンシートで遮断。壁に

ついては，高気密用のポリエチレンシートがあるのでそ

れを利用。

床材については，ヒノキ，スギの臭いが合わないとい

う施主からの情報に基づき，ナラ，サクラ，チーク，メ

イプルの4種類の臭いを嘆いでもらい，メイプルを選ぶ。

さらに，自然塗料塗布済みのメイプル材を枕元などの身

近に置いてもらい，症状が出なし、か確認し，決定する。

壁クロスに関しては，臭いがほとんどないことと，施主

の症状が重度ではないということで，一度，臭いを嘆い

でもらったのみで，木片チップ入り紙クロスをでんぷん

系の糊で施工することに決定。畳は，化学物質過敏症対

応のベイクアウト畳。和室壁は，天然素材100%の珪藻土

入り塗材に決定（症状の確認済み） 。

< 2階＞

図 4-3リフオームA邸平面図
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4.4 リフォームの場合 ：最も注意を要する対応

B邸概要

所在地 埼玉県 築年数 1年

住戸形式 戸建て 工法 2×4 

発症者 妻，子供 1才

（化学物質過敏症と診断された）

施工者 地元中堅ハウスビルダー

空気質検査 厚生労働省指針値対象物質その他

換気システム 熱交換型

その他 床下防蟻処理施工

A.相談内容と現状

この件は，ハウスピルダー側からのコンサノレ依頼で、あ

る。ホルムアルデ、ヒドに対して気をつけて施工したつも

りが，施主の妻，子が化学物質過敏症を発症してしまい

どのように対応したらよし、かという依頼であった。

竣工後，床暖房をいれると臭いが強かったため， 1ヶ

月間，入居せずに換気をした。ただ，土，日曜日は，滞

在していた。3ヶ月後に正式入居。 2週間後くらいにシ

ックハウスの症状が発症。その後，外泊したり，戻った

りを繰り返し， 8ヶ月後に住めないので実家に戻る。そ

の後，新居での生活はしていない。妻の症状は，咳など

の気管支の症状。子供は発疹やほてりなどの症状。工事

現場などの側を通るだけでも症状がでるとし、う。

B.竣工時の仕様

1階床はFco合板フローリング。壁はビニルクロス。和

室床は化学畳（発泡スチローノレ） 。階段はFcoの合板。2

階Fco床は合板フローリング。壁はビニルクロス。和室床

は化学畳。ロフトの床，壁はピニルクロス。システムキ

ッチンはホーロー製。 2階リビングに床暖房有り。

c.発症の原因と状況

1階には，比較的強い臭いはないが，階段の臭いが強

いため，階段を降りた玄関ホールで、臭いがした。下駄箱

などの既製の収納は，ホルムアルデ、ヒド等の臭いはほと

んどしない。

2階は 1階と違う臭いがする。施工中に誤って，床暖

房のパイプに穴をあけてしまったことにより，そこから

漏れだした不凍液（プロピレングリ コーノレ）の臭いだと

施主は考えている。確かにホルムアルデヒドとは違う臭

いがしたが，プロピレングリコール自体には有害性がな

いと見られ，漏れた水分と床暖房の温度により，より一

層，ホルムアルデ‘ヒドが揮発しやすくなったのだと推察

できる。また， 2階の為，室温が上がりやすくなってお

り，リビング上部南側には天君、があり，これも室温上昇

の原因となっている。そのためホルムアルデ‘ヒドなどの

有害な揮発性物質の放散速度が早められているように思

える。施主が不凍液の臭いが気になるのは，既に化学物

質過敏症になってしまって臭いに敏感になっているから

ではないかと思う。また，熱交換型の換気システムも十

分機能を果たしていないように思える。ダクトタイプの

ものではなく ，天井取り付けの集中型のもので，廊下に

排気ファン装置があり ，そこで熱交換をするというタイ

プのものだが，有害物質を排出するほどの，空気の入れ

替えができていない感じがした。

施工側が施主の要望により ，仕様選択にあたりホルム

アルデ‘ヒドを減らす配慮をした様子は伺える。しかし床

暖房や室温の上昇，不凍液の漏れが原因でホルムアルデ、

ヒドの放散量と放散速度が高まった。更に換気システム

の効果が十分でなかったために発症に至ったのではない

かと思われる。

D.改修提案

改修案として，下記の工事を提案した。

1階床は，現行の床を残したままポリエチレンシート

で遮断し，無垢床を新設。2×4のため床下地合板を撤

去することができないので， 1階床下地の撤去はしない。

壁は，天然素材100%の珪藻土入り左官材を塗布。石膏ボ

ード撤去。現行のグラスウール断熱材からもホルムアル

デヒドの放散のおそれがあるので交換。吸気孔を新設す

る。ビニルクロス撤去後，天井石膏ボードは撤去をせず

ポリエチレンシートで遮断し，石膏ボードの上に壁と同

材を塗る。 1階は，ダクト式の3種換気システムを新設。

階段下物入れの合板を撤去し，ポリエチレンシートを敷

設後に石膏ボード。階段は集成材の階段に交換。

2階床は床暖房用栗の無垢材に交換。床暖房の不凍液

が漏れたところだけ下地合板も交換。壁のピニルクロス

は左官材に換える。各居室に給気孔の新設。 1' 2階の

和室は畳下にポリエチレンシートを敷き下地材と遮断。

畳は交換しない。理由は，新しい畳の場合，表から発せ

られる臭いが強いため。ただし，畳が原因と思われる症

状がでた場合，ベイクアウト畳と交換。現行の畳は，工

事中，陽にあてて干す。ロフトの床，床下地は撤去し，

無垢フローリングのみで仕上げる。南側屋根にある天窓

には，直射日光が入らないようにブラインドを設ける。

ロフト，東妻側に，換気扇を新設。

5.生活での対策

入居直後から一ヶ月は危険期間である。窓開け換気な

どの対策は十分すぎるぐらい行う必要があるのは言うま

でもない。特に入居して暖房をつけると一挙に有害物質

が放散し始めることが多い。冬季ではその点への注意が

大切である。季節的にだんだんと暖かくなる時期ではや

はり窓聞け換気が欠かせない。室温を一挙に上げないよ

うにすることが大切で，直射日光が室内に入りにくくす

る日射遮蔽も大切となる。

生活での注意事項は建築での配慮を有効にし活かす上

広
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でもs 入居者によく説明しておかないと，せっかくの良

質な建材選択も換気配慮も無駄になる可能性がある。注

意点を大きく分けると次の 2点である。

A.生活上での有害物質の持ち込み，発生を可能な限り

避ける。

B.換気への配慮を怠らない

以下もう少し詳しく説明してみたい。

5. 1 生活上での有害物質の持ち込み，発生を可能な限り

避ける

生活上の有害物質は数多くあるが主なものをあげてみ

る。

①ファンヒーターの排気ガス

②煮炊き用コンロ類の排気ガス

③室内用殺虫剤（スプレー，薫蒸剤など）

④合成の芳香剤，消臭剤

⑤家具（タンス，ソファーなど）

⑥置き敷きカーペット

⑦新しいプラスッチック製品からの臭い成分

⑧雑誌など印刷物のインキ

⑨居住者が吐き出す炭酸ガス

この中には生活上避けられないものと避けることがで

きるものがある。①③④は室内での使用は特に危険であ

る。できるだけ使用しないように入居者に伝えるべきで

あろう。

①のファンヒーターは簡易な暖房器具として一般的だ

が，相当の換気（窓開け）をしないと危険である。昔の

ような隙間だらけの住宅ではその危険性は緩和されるが，

現代の気密性の高い住宅では使用しない方がよい。不完

全燃焼による一酸化炭素の排出は最も危険であるが完全

燃焼しでも炭酸ガスと水蒸気が大量放出される。水蒸気

は結露の原因となり，炭酸ガスは濃度が高まればやはり

中毒症状を呈する。②の煮炊き用コンロを使用する場合，

通常直上で換気扇をつけるだろうから危険性は低いが，

ファンヒーターの場合，暖房の目的で使うので締め切る。

それが問題なのである。

③の室内用殺虫剤の使用はかなり危険である。特に殺

虫ガスを住戸全体に煙状にゆきわたらせるタイプは，そ

の影響が後まで残るので使用は控えた方がよい。これが

原因で化学物質過敏症になる人もいる。

④の合成の芳香剤，消臭剤もどうしても必要ならば天

然系の健康負荷がかからないものが望ましい。 トイレに

入るたびに健康負荷がかなり高まると，許容能力低下に

つながる。

⑤の新しい家具の中にはホルムアルデ、ヒドの放数レベ

ルが高いものが多い。放散レベルの表示 (JIS, JAS）が

無いものがほとんどなので，低放散性を確認して購入す

るべきであろう。最近はむくの木材の製品も出回ってい

るので選択肢は増えているつ

⑥は一般家庭でよく使われているが、新品では裏打ち

材と表材の接着剤の臭いや裏打ち材そのものの臭いが強

い。かなり注意が必要で、ある。

⑦と⑧は臭いの発生源としては最大で日常的である。

新しい印刷物は余り室内にためておかないようにした方

がよい。化学物質過敏症の人には耐えられない物質であ

る。

⑨居住者が吐き出す炭酸ガスは，気密性の低い住宅で

は問題になることもなかったが，近年住宅の気密性向上

とともに問題視されるようになってきている。これらは

換気システムによって問題は軽減される。

上記の状況を改善するのに換気への配慮が大切なポイ

ントである。次に生活上の換気への配慮について考えて

みたい。

5.2 換気への配慮を怠らない

有効な換気は意外と難しいことは前述した。もう 一度

よく見かける生活上の誤りを整理してみる。

A. 換気方法の誤解

①換気扇のすぐ近くの窓を開けて換気している。

②寒いという理由で給気孔が完全に閉められている。

③電気代がもったいないという理由で常時換気システム

が止められている。

④給気干しから排気孔までの経路がドアなどでいつもふさ

がっている。

これらは生活上の注意で改善できる。

⑤給気孔が無い状態で換気扇を新たに設け，回してい

る、といった例もみかける。計画上の欠陥であるが，

新たに給気孔を開ける，あるいは窓を少し開けて給

気孔がわりにするなどの方法で入居後も対応できる。

換気扇のすぐそばの窓を開けてショートサーキットを

起こしている例は多い。 トイレの窓や浴室の窓を開けな

がらの換気扇作動である。これら局所換気扇で住宅全体

の換気をしようとする場合は，近くの窓は閉め，できる

だけ離れた窓を開けるという指導が必要である。

寒いと言う理由で給気孔をふさぐ例も多い。これは絶

対に避けるよう指導が必要だが，給気と排気のバランス

が悪いとこのようなことが起きる。また給気孔は上部に

つける方が寒さを感じさせることは少ない。計画の問題

ともいえる。

電気代節約のために常時換気設備のスイッチを切るこ

とも禁止事項として伝える必要がある。電気代が年間ど

の程度なのか知らせる必要もあるだろう。換気の目的に

室内の水蒸気排出があることも伝える必要がある。換気

扇を止めれば結露しやすくなり，ダニ・カピ発生の原因

となりうるからである。

排気孔までの通気経路が十分でないとしづ問題は，主
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に計画上の問題であるが，通気経路のドア類をできるだ

け開けておくということで改善される。引き戸であれば

隙間も多いので問題は少ないが，通常のドアではアンダ

ーカット（！cm程度）をしっかりとることで対応できる。

入居後の改善工事が可能である。

換気扇を居室の壁につければ換気されると考える一般

の人は多いが，普の隙間の多い住宅ならともかく，気密

性の高い住宅では給気孔も同時に施工する必要があるこ

とはよく理解してもらう必要がある。

B. 窓開け換気の励行

もっとも有効な換気手法は窓開け換気であることを，

入居者に伝える必要がある。そのために窓を開けた生活

時間をなるべく増やすように指導すべきである。エアコ

ンによる暖冷房に依存した生活では，どうしても締め切

った生活になりやすい。計画段階で窓開け生活が容易に

できるようにするのは大切である。 （防犯上問題のない

高窓類や雨風の入りにくい窓の設置など）

夏は本来窓を開けて生活できる季節であるが，最近の

日本ではク←ラーに依存し，締め切る時間が増えている。

冷えた夜間の外気を積極的に取り入れるなどの生活上の

工夫が勧められる。

附． ドイツでの取り組み

ドイツの取り組みは建材の基準作りではEUの取り組

みに近いといえるが，実際の住宅づくりではヨーロッパ

各国異なった政策をとっているようである。シックハウ

ス問題はどこの国でも多かれ少なかれ存在するが，先進

ヨーロッパではほぼ問題は片づいたといわれている。問

題がさほど深刻でないため法制度は日本の新しいシック

ハウスに係わる建築基準法のように整備されていない。

シックハウス問題が日本ほど深刻でない事情には，日

本とは異なる住宅づくりがその背景にある。 ドイツを例

にとってみると。

A. 住宅に使われる新建材が日本ほど多くなく，建材は

昔ながらの伝統的なものが多い。 （組石造下地に無

機質系塗装が多い。）新築住宅の着工件数が日本に

比べ約1/4と少ない。

B.内装は居住者が施工することが多く，健康配慮が居

住者の関心事で内容成分のチェックが厳しい。

こういった事情から建材のチェック制度が発達してお

り，民間組織や半公共機関，業界団体が独自に建材認証

を行って，それをユーザーが参考にしている。半公共機

関の認証マークとしてはTUEF （技術監査協会）や，

RAL （ドイツ商品安全・表示協会）や同協会のブ、ルー

エンジェルマークが有名である。

他に民間機関がこの分野で活動しているのはヨーロ ツ

パの特色である。 ドイツにはパウエコロジー的な推奨品

に証明書を発行しているエコ環境研究所が知られており，

オーストリアのバウビオロギー＋エコロジー協会がやは

り製品別に推奨マークを出している。業界団体も独自に

マークを出しているが，自然塗料協会，パーティクルボ

ード品質保証協会，プレハブ‘住宅品質保証協会，低エネ

ルギー住宅マーク， ドイツ林業組合マーク，森林認証協

議会など様々なマークがある。日本の JI SにあたるD

I Nも認証マークを出しているがこれは日本と同じ内容

である。

エコテストという雑誌が建材のテストを独自に行いラ

ンクを公開している。これは認証マークではないが駅の

本屋でも買える一般情報誌で影響力は大きい。評価内容

はかなり厳しく一般市民にとって貴重な情報源となって

いる。以下壁，天井材の評価基準で，基準を二つ満たさ

ないと低推奨，三つ以上満たさないと非推奨と評価され

る。

－第三者の検査機関による検査済み

＠石油製品を多く含まないこと

－南洋材でないこと

・PVC （塩ピ）を含まないこと

．可塑剤を含まないこと

・ホルムアルデ、ヒドを意図的に添加していないこと

．ハロゲン化合物を含まないこと
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・健康障害性重金属を含まないこと

．芳香族系化合物を含まないこと

・リサイクル紙を使用している

－漂白剤を使用していないこと

－耐水性の検査が行われていること

・公的基準

基準値については従来，労働環境で定められた数値が

ある。MAK  (Makimale Arbeitsplatz司Konzentration:：労

働環境での許容濃度基準値）と呼ばれる基準で，これは

家庭の室内数値基準にあてはめることはできないが，作

業現場における最大許容濃度である。MAK値は単一素

材にのみあてはまるもので，複数の素材の混合には対応

していない。 リストは毎年MAK値委員会から発表され

改正されている。

発ガン性物質や遺伝子破壊物質に対しては限界値が存

在しないが， TR K値（技術基準濃度）が導入されてい

る。技術水準に応じて到達できる基準濃度である。

MI K値は許容室内空気中濃度の略で，ガス，蒸気，

粉塵に関する様々な室内空気中濃度の基準値が連邦保健

局から提示されている。

居住条件での室内空気に関して，ホルムアルデ、ヒドな

どわずかの化学物質関して規制値が法律で定められてい

るが，他の化学物質については拘束力のない基準推奨値

しか存在していない。しかもドイツのような連邦共和国

では，各州が独自の判定基準を設けることもあり得る。

法律で規制しない理由として次のような点があげられて

し、る。

A. 化学物質と健康上の問題との因果関係を正確に確認

することが困難。

B.どこからが危険か，どこからが作用があるか，基準

の線引きが困難。

c. ドイツにおいてペンタクロロフェノー／レの事例で、経

験したような，訴訟や損害賠償裁判が多発すること

への懸念。

この状況は， ドイツでも当分変わらないとおもわれる

が，行政の後込みの中， ドイツではエンドユーザーが自

ら予防原則のもと自己防衛をしている。そのための情報

開示の仕組みが発達しているといえる。

表 ドイツでの化学物質の基準値・規制値

化学物質名 室内空気 建材

PCP（へ。ンタクロロフェノール）

基準値 0.03 μ g/nf lmg/kg 

低い汚染 < 1 μ g/nf l～30mg/kg 

汚染 > 1 μ. g/nf >30mg/kg 

リンデン

基準値 0.03μg/m lmg/kg 

低い汚染 < 1 μ g/nf l～30mg/kg 

汚染 > 1 μ. g/nt >30mg/kg 

ホルムアルデヒド

汚染 >0.025ppm >5mg/100g 

（合板）

神経組織の反応 >0.04ppm 

規制値 O.lppm 

（ドイツ厚生省）

PCB 

MAK値 0.05～O.lppm 

低い汚染（警告値） >300mg／ば

高い汚染（規制値） 3000mg/nt 
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