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いまどきの
シックハウス対策

シックハウスは、「住宅のトレンド」でとらえるべきではないテーマだ。「基準を満たす建材
さえ使っておけばだいじょうぶ」と、形骸化しつつある業界の認識を問う。本コーナーでは
「“いまどきの”シックハウス対策」と題し、建材や素材の検証をアプローチとしながら、改
めて真に住む人の健康に寄り添う家づくりのあり方を見つめ直す。
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イソパラフィン類
（炭素数１１から１２）

物質名 健康影響・毒性用途・発生源

■建て主への接し方

シックハウスに関心が高い建て主にどのように接して、どのような情報を
伝えるか。ポイントを抽出してお伝えする。

　では、シックハウスや自然素材に関
心が高い建て主とどう接すればよいの
か。シックハウス対策に詳しい自然派
ライフ住宅設計（新潟市）の大沼勝

　シックハウスが問題になったのは
1990年代後半だ。そこから自然素材
ブームが起こり、ホルムアルデヒド放
散等級が定められ、24時間換気が義
務付けられた。これを契機にシックハ
ウスの問題は沈静化。現在、シックハ
ウスを強く意識している実務者は少な
く、「Ｆ☆☆☆☆の建材を使っていれ
ば問題ない」と考えている人が大半だ。
だが建て主の意識は実務者とは大きく
異なる。昨今の子育て世代は、家族
のなかにアレルギーの人がいるケース
も目立ち、化学物質過敏症の人もい
る。さらにスピリチュアルブームの影
響から、反自然的な存在である化学

物質は排除すべきと考える人も一定
数存在する。先鋭化した自然素材志
向の工務店の影響もある。一部の工
務店は建材の効果を誇大に謳ったり、
スピリチュアリズムと結び付けてオカ
ルト的な効能を訴える。こうした事情
が絡み合い、建て主にとってシックハ
ウスは、今でも新鮮なトピックであり
大きな関心事なのだ。

出典：「新たな段階に入ったシックハウス問題  第２回」（財団法人東京顕微鏡院  食と環境の科学センター：環境検査部技術部長・瀬戸博）より

［表１］新築住宅などで検出される高濃度汚染物質の例

志さんは「まずは偏った情報や考え方
を解きほぐすことが大事だ」と主張す
る。
　こだわりが強い建て主は「接着剤
ゼロ」など実現が難しい要求をぶつけ
てくる。こうした要求を言下に否定せ
ず、製品などを調べた上でサンプル
などを取り寄せ、建て主が要求した仕
様のデメリット（機能不足、工期延長、
高額など）を淡々と伝える。その上で
「お勧めしませんが、デメリットを許
容するなら実施は可能です」と伝える。
「こうしたやり取りに時間をかけること
で信頼を獲得でき、工務店側からの
提案を受け入れてくれるようになる」
と大沼さんは説明する。

■建て主へ伝えるべき情報
　建て主とやり取りする際に、伝える
べき情報がある。まずは化学物質と
自然素材の関係である。「シックハウ
ス対策 =Ｆ☆☆☆☆」が短絡的に過
ぎるように「シックハウス対策 =自然
素材」も短絡的だ。シックハウスは
建材から放散される揮発性有機化合
物（VOC）により引き起こされるが、
VOCは石油化学製品からだけでなく
木材や自然塗料からも放散する。
　針葉樹からはα-ピネンなどのテル
ペン類が、広葉樹からはアルデヒド類
が放散される。これらは高濃度で検
出される場合もある。「特にヒノキや
ヒバは臭いが強く、VOCの放散量が
多いので注意が必要だ」（大沼さん）。
　アルデヒド類は自然系塗料などの
植物油が分解して生ずることもある。
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【総論】シックハウス対策
いま
どきの

注：本稿は健康な建て主を念頭に書かれている。化学物質過敏症の建て主の場合、まったく異なるアプローチとなる
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一方、塗料や接着剤などの石油化学
製品であっても、VOCを放散しない
ものや極めて微量しか放散しないもの
がある。またVOCを含むものでも乾
燥・硬化することで安定して放散しな
くなるものもある。科学的視点で判断
したい。
　家具とVOCの関係も重要だ。実際
の住まいを測定すると、家具からの
VOCの割合が高い。特に安価な家具
は素材や接着剤への配慮が希薄で、
VOCの放散量が多い。「建物の仕様
をこだわっても安価なカラーボックス
を持ち込まれると元も子もない。安全
な素材による造り付け家具を提案する
のも1つの手だ」と大沼さんはアドバ
イスする。
　建て主が化学物質に反応しやすい
場合、システムキッチンや洗面化粧台、
システム収納などにも要注意だ。これ

らは合板や木質ボードが各部位の芯
材として用いられている。多くの面は
ほかの素材で被覆されているが、天
板の裏面や木口などは合板などが露
出されており、その部分からVOCが
放散される。扉などはオレフィンシー
トなどで全面が被覆されている製品の
方がリスクが少ない。また木口などの
露出部分はテープやフィルムなどで
被覆すると影響が抑えられる。
　新築住宅の室内空気には100種類
以上の化学物質が含まれ、その多くは
厚生労働省による規制物質に含まれ
ない。規制物質こそ検出されなくなっ
たが、VOCの総量（TVOC）は厚労
省が定めた目標値（400μg/㎥）を
大きく上回る事例が多いという。
　なかでもイソパラフィン類やトリメ
チルベンゼン類、アルコール類、グリ
コール類などが目立つ。これらはトル

VOC測定の様子。シックハウス対策にこだわる
建て主の場合、引き渡し前に実施。生活前の状
態の記録として、後のトラブル防止にもなる

エン、キシレン、フタル酸エステルな
どの溶剤や可塑剤の代替物質だ。人
体への影響の有無について、今後明
らかになるだろう。
　室内空気が多くの化学物質を含ん
でいることを考えると、換気が重要だ。
ただしシックハウスを気にする建て主
はダクト内のホコリを気にする傾向が
強く、ダクト式換気は好まれない。「ダ
クトレス換気にはいくつか方法がある
が、温熱環境にも配慮するのであれ
ば、ダクトレスの第一種換気が有効だ」
と大沼さんは提案する。
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　シックハウス対策として用いられる
内装材として最も一般的なものの1つ
がムク材だ。厚労省が室内濃度指針
値を策定している 13 物質のうち、ム
ク材から放散されるのはホルムアル
デヒドとアセトアルデヒドのみ。安全
性の高い建材と言える。
　ただし、木材からVOCが放散され
ないわけではない。針葉樹からはα・
ピネン、δ・カジネン、ヒノキチオール
などのテルペン類が、広葉樹ではヘキ
サナールやペンタナール、エタノール、
酢酸などのアルデヒド類が放散される。

■VOCが少ないのはモミ
　総合的なVOCの放散量（TVOC）
は樹種によって異なる。「建材に用
いられる範囲では、広葉樹の方が臭
いが少なくTVOCも低い傾向にあ
る。針葉樹は臭いが強いものが多く、
TVOCが高めの樹種が多い」と大沼
さんは指摘する。
　細かく見ていくと針葉樹のなかでも
TVOCの差は大きい。モミやカラマ
ツ、トウヒなどの樹種は、森林総合研
究所の実験からTVOCが非常に少な
いことが分かっている、逆に多いのは
ヒバやヒノキだ。木材のVOCは竣工
から数年を経ても低濃度で放散は続

く。VOCに反応しやすい建て主の場
合、樹種の選定に注意が必要だ。
　「TVOCの物差しとしては臭いが有
効だ。サンプルの臭いを嗅いでもらう
ほか、枕元にサンプルを置いて一晩
過ごしてみて体調に変化がないかな
どを試してもらうとよい」と大沼さん
はアドバイスする。

■塗料や接着剤には何を使うか
　アセトアルデヒドにも注意が必要
だ。ホルムアルデヒドと同様にシック
ハウスの原因となる物質の1つであ
り、室内濃度の指針が示されている。

針葉樹ではスギやカラマツ、トドマツ
など、広葉樹ではヤチダモなどに含ま
れている。
　このアセトアルデヒドは、実際の住
まいの調査において、ほかのVOCよ
り濃度が圧倒的に高くなる例が多数報
告されている。森林総合研究所の研
究から判明した、アセトアルデヒドの
発生原因は 2つ。1つは木材に微量
に含まれるアセトアルデヒドが放散す
るケース。もう1つは木材がエタノー
ルに触れるケースだ。後者の場合、
木材中のアルコール脱水素酵素の働
きで、エタノールからアセトアルデヒ

［図１］アセトアルデヒド放散量に及ぼすエタノール添加の影響

出典：独立行政法人森林総合研究所プレスリリースより

［図２］針葉樹材のTVOC（放散速度、トルエン換算）経時変化

出典：「木質建材から放散される揮発性有機化合物の評価と快適性増進効果の解明」（独立行政法人森林総合研究所）より

（実験開始後１６８時間経過後 A：100μg/㎡･h未満、B：１００以上１０００μg/㎡･h未満、C：１０００以上５０００μg/㎡･h未満）

自然素材の王様と言えるムク（無垢）材だが万能ではない。
樹種の選定や施工方法など注意すべきポイントをお伝えする。

ムク材にも配慮が必要素材別
対　策
1

いまどきの

CBA
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ドがつくられ、樹種によっては材に含
まれるより多くのアセトアルデヒドが
放散される。
　こうした事態を避けるには、エタノー
ルを含む塗料や接着剤の使用を避け
るとともに、エタノールを含む洗剤や
清掃用品などが木材に触れないよう
に建て主に注意喚起する必要がある。
　なお木材の仕上げに用いる自然系
塗料の一部にはエタノールが使用さ
れており、アセトアルデヒドの放散が
確認されている。自然系塗料も見定
めが必要だ。またフローリング施工な
どに用いる溶剤系の酢酸ビニル樹脂
接着剤もアセトアルデヒドの放散量が
多い。接着剤の選定においては注意
が必要だ。
　「低VOCの観点から、フローリング
の塗装にはサンユーペイントの『春風』
を使用している。アルキド樹脂（紅花
油・亜麻仁油）とカルナバロウワック
ス、キャンデリラワックスをベースに

イソパラフィン系溶剤を用いた自然派
塗料で食品衛生試験をクリアしてい
る」と大沼さんは話す。
　木質系の家具に塗装する場合、塗
料を使い分けたい。「保護が必要な天
板は塗膜が強い水性ウレタンを用い
たい。数％の有機溶剤を含むが引き
渡しまでに揮発するので建て主に影
響はない。側板や幕板など汚れにくい
部位は天然ワックスでよい」と大沼さ
んは説明する。
　フローリングの接着剤はいわゆる
木工用ボンド（水性酢酸ビニル樹脂）
がVOCを含まず安価でよいが、乾き
にくい。それを嫌う場合、「エナボン
ドSF」などポリウレタン系のノンホル
マリン接着剤が用いられる。さらに進
んだ対策としては厚板フローリングを
用いることだ。「30㎜厚のアカマツフ
ローリングを多用するが、その際に実
にビスを打って固定している。これだ
と接着剤が不要」と大沼さんは語る。

上／30㎜厚のアカマツフローリングのサンプル。
細ビスを打ち込んでも割れないため接着剤を省
略できる
中／天板の塗装の様子。汚れが付きやすい部位
は水性ウレタンで保護
下／アカマツフローリングの施工例


