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環境と建築

第９回−室内環境（空気環境 -１）
杉本　由美子

（株）杉本由美子建築設計事務所
（台東支部）

空気環境
　室内環境が健康的でかつ快適であるためには、前回までに述

べた熱や湿気に関する条件のほかに、空気の清浄性を考えなけ

ればならない。今回は、まず室内空気の汚染原因について説明

し、次回、換気・通風計画へと話をすすめていく。換気と通風

は、目的が一見異なるようであるが、その原理は同じようなも

のである。

　換気計画の必要性は非常に重要で、一歩間違えると生命にか

かわることさえある。私たちが日常、生活していると、熱・水

蒸気・臭気・塵埃・各種の汚染物質や細菌などが空気中に放出

される。これらのものを除去し、新鮮空気を供給しないと健康

的で快適な環境は得られない。近年、コンクリート造の集合住

宅や気密性の高いサッシ等の普及により、室内の気密性が上

がっている上に各種の暖房機器等のために室内空気汚染はいろ

いろと問題を含んでいる。しかし、換気を必要以上に行えば、

冷暖房のエネルギーもそれぞれ無駄に排出されることになり、

不経済である。適切な換気計画は省エネルギー対策にとっても

大切なことである。

　建築物の室内において、さまざまな人間の活動が行われると、

各種の汚染物質の発生に伴い、室内の空気は、図１のように汚

染されてくる。この汚染の状態は、人間の視覚や嗅覚で確かめ

られる場合もあるが、そうでない場合もある。換気の悪い室で

は、頭痛・めまい・吐き気などの症状があらわれることもある。

これらを引き起こす原因については、室内のCO2（二酸化炭素）

量の増加によるものから始まり、室温・湿度の上昇、臭気や空

気中のイオン量など、さまざまなことが取り出されてきたが、

確証に至っていなし。しかし、汚染物質が人体に対して、毒性

をはじめとして何らかの悪影響をもたらすことは明白である。

したがって、汚染物質によって外気と異なる室内空気が形成さ

れる場合は、すべて空気汚染ととらえることができる。

　室内を空気汚染される原因としての発生源には次のようなも

のがある。

①在室者によるもの

　・人体・動物の呼吸や発汗、臭気など、喫煙・清掃など生活行

　為に伴う粉塵、ガスなど。

②燃焼系設備機器によるもの

　・ガスレンジ・ストーブなどの燃焼ガス、排熱、水蒸気など。

③建築内部仕上げによるもの

　・新築・増改築直後の建材や塗料からのガス、粉塵、臭気など。

　カーペット・カーテンのカビやダニなど。

④特定の室条件によるもの

　・台所・便所・浴室などの臭気、煙、水蒸気など。

１．汚染の原因

図１　室内空気汚染の
　　　様子と換気
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（建築のテキスト編集委員会編『初めての建築環境』（学芸出版社）より）
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の200倍以上もあり、そのため血液の酸素保持能力を著しく低

下させるからである。そのため、CO濃度の増加が原因で死に

至るケースも後を断たない。COの発生は、炭火・れんたんな

どの裸火や酸素不足による不完全燃焼の結果であり、火を使用

する室は十分な注意が必要である。（表２）
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　一般に、汚染物質を分類すると、ガス状のものと粒子状のも

のとに分けられる。また、両者それぞれが単独で発生する場合

よりも、それらが同時に生じていることが多く、タバコ煙のよ

うな複合的な汚染物質もある。

１）ガス状汚染物質

二酸化炭素（CO2）

　・CO2は、人間の代謝作用によって生産され発生する。その発

生量は人間の作業レベルにより異なる。CO2の増加は呼吸中枢

に影響を与えることから、従来よりその人体への影響について

研究されてきた（表１）。CO2は、ぞれ自体が有害だというも

のではなく、CO2量の増加に伴う酸素濃度の低下など室内空気

が悪化することに対する指標を示すものである。わが国の建築

基準法およびビル管理法においては、CO2濃度の許容量を0.1％

以下としている。なお、大気中の標準的なCO2量は、体積比

0.03％〜0.04％であり、都心部や工業地域などの場合は0.06％

となり、ラッシュアワーでは0.7〜1.4％にも達する。CO2は、

水酸化バリウム液などにより定量分析が容易であることから、

空気汚染の指標として早くから用いられてきた。

２．汚染物質の種類

濃度〔ppm〕 暴露時間 影響

５ 20分 高次神経系の反射作用の変化

30 ８時間以上 視覚・精神機能障害

200 ２～４時間 前頭部頭痛・軽度の頭痛

500 ２～４時間
激しい頭痛・悪心・脱力感・視力
障害

1000 ２～３時間 脈拍こう進、けいれんを伴う失神

2000 １～２時間 死亡

備考

COによる中毒の序限度は、濃度・暴露時間・作
業強度呼吸強度・個人の体質の差などで、それを
設定することは難しいが、Handersonによれば、
　濃度〔ppm〕×時間〔h〕＜600
であるといわれている

臭気

　・臭気には、悪臭（くさみ）と快臭（かおり）とがある。これ

は、人によってその臭気に対する好き嫌いんど正反対の感覚と

なることもあり、一般的な快・不快の分類は難しい。具体的に

は、体臭・タバコ煙・塗料・炊事時のにおい・食品類の腐敗臭・

便所臭などが悪臭と考えられる。臭気は、それ自体有害でなく

ても、その不快感による食欲減退や吐き気など健康を損なった

り、作業能率の低下を引き起こす（表３）。したがって、環境

悪化の指標ともなり得るが、嗅覚に依存するしか方法がなく、

また嗅覚は疲労しやすく、臭いに慣らされて判断力が希薄にな

る。悪臭に対して快臭を付加し、ぞの悪臭を和らげる方法もあ

るが全体臭気量の増大となりその効果は薄い。

臭いの強さの指数 示性語 説明

0 無臭 まったく感知しえない

１／２ 最小限界
きわめて微弱で訓練されたも
のにより嗅ぎ出しうる

１ 明確
正常人に容易に嗅ぎ出しうる
が不快ではない

２ 普通
愉快でないが不快でもない。室
内での許容の強さ

３ 強し 不快である。空気は嫌悪される。

４ 猛烈 猛烈であり、不快である

５ 耐えられず 嘔吐を催す

濃度 意義 摘要

0.07％
多数継続在室する場合の最
大許容濃度

（Pettenkopfer説）
CO2そのものの有害
限度ではなく、空気
の 物 理 的 性 状 が、
CO2の増加に比例し
て悪化すると仮定し
たときの汚染の指標
としての最大許容濃
度を意味する

0.10％
一般の場合の最大許容濃度

（Pettenkopfer説）

0.15％
換気計算に使用される
最大許容濃度

（Rietchel説）

0.2 ～ 0.5％ 相当不良と認められる

0.5％以上 最も不良と認められる

４～５％
呼吸中枢を刺激して、呼吸の深さ、回数を増やす。
呼吸時間が長ければ危険。O2の欠乏を伴えば、障
害は早く生じ決定的となる。

８％
10分間呼吸すれば、強度の呼吸困難、顔面紅潮・
頭痛を起こす　　
O2の欠乏を伴えば、障害は、なお、顕著となる

18％ 致命的

一酸化炭素（CO）

　・COは、無色無臭で極めて強い毒性をもち、ガス中毒でいえば、

通常COによるものを指している（表２）。これはCOが窒息性

をもつガスで、赤血球中のヘモグロビンに対する親和力が酸素

表２　CO濃度の人体影響

表３　臭気スケール

表１　CO2濃度の生理現象および最大許容限度
（日本建築学会編『設計計画パンフレット18換気設計』（彰国社）より）

（日本建築学会編『建築設計資料集成1．環境』（丸善）より）

（日本建築学会編『設計計画パンフレット18換気設計』（彰国社）より）



14

　・硫黄酸化物

　SO2は、水に溶けて硫酸となり、ぞの強い粘膜刺激から咳・

くしゃみ・眼の痛みなどを訴える。開放型の石油ストーブ類は、

注意を要する（表５）。

塵肺に至ったりもする。大きい粒子の場合は、鼻・気管で除去

され肺中まではは侵入することは少ない。

アスベスト

　・アスベストは、珪酸塩鉱物のことであり、発ガン物質として

話題になった。建築材として屋根葺材など一部に使用されてお

り、粉状となった場合は注意を要する。

その他

　・細菌　　　　　　　　　　　　　　

　細菌は、その有害なもの、いわゆる病原菌が問題となるが、

野外の空気中では見られず人の多く集まる場所に浮遊する。細

菌保持者からの飛沫感染や粉塵に付着して運ばれる場合もある。

　・アレルゲン

　アレルゲンとは、人体にアレルギー反応を起こさせる物質の

ことである。アレルギー体質の人は、眼・鼻・皮膚の充血・か

ゆみ・炎症などの症状を訴えることが多い。そのアレルゲンは、

ダニ、寄生虫、動物の毛、花粉、卵淡白などであり、特定の人

が、これらに遭遇した場合に多量の抗体を体内につくりだすこ

とから、いろいろな症状が出る。しかし、アレルゲンがあって

もアレルギー反応を起こさない反応もあり、現状では少数者に

対しての汚染として考えられる傾向もある。

表５　SO2濃度の人体影響
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環境と建築

第９回−室内環境（空気環境 -１）

区
分

名称
粒子径

〔μｍ〕
定義 発生源

固

体

粒

子

dust
100 ～

１

土砂などのように自然現象として生じ
るもの工場で研磨・粉砕などによって
生じるものなど固体物質の崩壊による
ものが主体であるが繊維くずのような
動植物や人間の生活から発生するもの
も含まれる

自然現象
発塵工場
動植物
人間の日常生活
交通

fume
1 ～
0.1

種々の化学反応によって生じた蒸気が
凝結て固体となったもの

各種の金属溶解炉
各種の化学工場

smoke
1 ～
0.01

燃料の燃焼過程で発生する固体粒子や
液滴でfume、mistの一種であるが、そ
のうちある程度色のついているものを
特にsmokeとよんでいる

煙突の燃焼排気
火災
たき火
たばこ

液

体

粒

子

mist
10 ～
0.1

種々の化学反応によって生じた蒸気の
凝結によって生じる液体粒子や液体の
噴霧によって生じる液滴

各種の化学工場

fog
100 ～

１
大気中の固体粒子やイオンを核として
水蒸気が凝結した水滴

気象現象

rain
100
以上

大気中で発生した水滴が集まって大粒
の水滴となり空気中を降下するもの

気象現象

　・ホルムアルデヒド　　　　　　　　　　　　

　無色で水溶性のガスであり、家具・建材・断熱材でメラミン・

尿素樹脂などを含むものから発生する。喉・眼・鼻などへの刺

激性が強く、咳・頭痛・胸の痛みを訴える（表６）。

２）粒子状汚染物質

浮遊粉塵

　・大気中の粉塵には、固体または液体状の多くの種類の粒子が

存在している。その成分は、火山の噴出物や燃焼物、地上風に

よって運ばれる土壌塵埃や煙、産業廃棄物の粉塵化したものな

ど、さまざまな発生源からなる（表７）。一般に室内の粉塵濃

度は、外気の粉塵数によって決まるといわれている。粉塵が人

体に影響を及ぼすのは、その粒子の大きさに関係する。粒子の

直径１〜10μｍの小さなものは人体の肺中に沈積し、その結果、

　濃度〔ppm〕 影響

0.5 においを感じるようになるが被害は出ない

20 わずかではあるが刺激を感じるようになる

20 ～ 50 眼などの粘膜に刺激を感じるようになる

150 強い局部刺激を感じるようになる

500以上 １回の吸入で短時間に致死する

人体に障害を起こさない限界濃度は、50ppmであると言われている

その他

　・窒素酸化物　　　　　　　　　　　　　　

　NOやNO2による汚染であるが、COと同様に血液中のヘモ

グロビンに対して影響を及ぼすことが知られている。（表４）

　濃度〔ppm〕 影響

0.03 ～ 1.0 知覚ができはじめる濃度

３ 容易ににおいを感じるようになる濃度

６～ 12 鼻とのどを、ただちに刺激

20 眼を刺激する最低濃度

400 ～ 500 ただちに呼吸困難に陥り、生命に危険

10000 呼吸は不能、数分で皮膚に炎症

表４　NO2濃度の人体影響

表６　浮遊粉塵の種類

（日本建築学会編『建築設計資料集成1．環境』（丸善）より）

（日本建築学会編『建築設計資料集成1．環境』（丸善）より）

（日本建築学会編『建築学便覧1．計画』（丸善）より）
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3）複合的汚染物質

タバコ煙

　・タバコの煙は、一般の室内環境における最大の汚染源である。

これが室内に充満すると、その臭いの感覚は時間とともに低下

するが、眼・鼻・喉に対する刺激は上昇する。喫煙更衣よって、

臭気・ガス・粉塵など2000種以上の汚染物質が排出され、喫

煙者本人（能動喫煙）の健康は言うまでもなく、同席者に対し

てもその健康が阻害される。これを受動喫煙という。タバコか

ら発生するガスには、ニコチンやCOといった有害物質が含ま

れており、そのタールによって肺が汚れて肺ガンの原因ともな

る。その他、気道機能の低下、喫煙者の子供の肺炎や気管支炎

の多発、喫煙者の配偶者のガン死亡率の高さなど多くの報告例

がある。その中には、受動喫煙による発病率が能動喫煙の場合

の1/3〜1/2であったともいわれる。（表７）

塵埃の少ないヨーロッパの建築や家具

　ヨーロッパには、古代ギリシャの建築をはじめ、家具にいた

るまで、彫刻をほどこされた凸凹の多いものがたくさんある。

それらをほこりの多い日本へ持ち込むと、建築の外壁では、大

気汚染、塵埃による汚れが目立ち、うす汚い感じになり、家具

では、凹部にたまったほこりの掃除が大変である。

　よくヨーロッパの住宅や古城のインテリアを写した写真に、

扉のないオープンの棚に飾られているコーヒーセットや皿を見

かける。それらは洗いもせずに使われることも多いが、別にコー

ヒーにほこりが浮いたりしていない。半年くらい、１回も掃除

をしなかった照明器具のシェードをふいても、ぞうきんに汚れ

がほとんどつかない位ほこりが少ないからである。気候風土の

異なる場所の建築や家具をそのまま持ってきても、別の土地で

それがそのまま使いやすいとは限らない。

対汚染と風向を示す大英博物館の列柱の汚れ

　スモッグで有名なロンドンでは、気をつけて見ると、大気汚

染の「痕跡」を見つけることができる。たとえば、有名な大英

博物館の正面の白い列柱は、どれも片側だけすすけて黒くなっ

ている。風上側が真っ黒に汚れ、風下側は割合ときれいである。
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ビル病

　・ビル病とは、欧米の省エネビルで80年代から問題となったも

ので、ビル内で吐き気・めまい・頭痛・平衡感覚障害・眼の痛

み・呼吸器系の乾燥や痛みなどの症状を訴えることをいう。こ

れには、急性のものと慢性のものとがある。急性の場合は、新

築や増改築直後に生じ、新しい建築仕上材料や未乾燥状態の室

内に発生する汚染ガスのために起こる。慢性の場合は、そのビ

ル自体の特性から生じており、気密性の高いことや空調システ

ムの不備などで複合した汚染物質の化学的・心理的要因による

といわれている。具体的には、コピー機から発生する炭化水素

と蛍光灯の光との光化学反応による眼の痛みが発生した例も報

告されている。

浮遊粉塵
一酸化
炭素

二酸化
炭素

一酸化
窒素

二酸化
窒素

喫煙条件

10.3 ～ 33.4mg/本
（人口喫煙） 38.4

～ 63.1
　mℓ/本

0.49
～ 0.74
　mℓ/本

0.04
～ 0.10
　mℓ/本

セブンスター
43mm喫煙9.4 ～ 16.2mg/本

（自然燃焼）

7.7 ～ 12.6mg/本 38 ～
72mℓ/本

NOx 0.32
　　～ 1.08mℓ/本

43mm喫煙

30分間に
約10本喫煙

19.1mg/本 58mℓ/本 2.2ℓ/本

ハイライト　
42mm喫煙
喫煙時間 
６分30秒

27mg/本
（g＝0.64×
　　　V3×60）

ハイライト
42mm喫煙
ｇ：発生量

（mg/ｈ・本）
V：燃焼速度

（mm/min）
59 ～
87mg/本

0.15 ～
　1.8mg/本

人口喫煙 3s 
喫煙 50s　休止

6.1 ～ 9.6
　mℓ/min

0.14 ～ 0.21
　mℓ/min

吸引量
　35mℓ/本

表７　喫煙による汚染発生量
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写真２　大英博物館のスモッグで汚れた列柱

（日本建築学会編『建築設計資料集成1．環境』（丸善）より）

（山田由紀子著『建築環境工学』（培風館）より）

（山田由紀子著『建築環境工学』（培風館）より）


