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目　　　　　的

化学物質過敏症やシックハウス症候群など住宅に起因す

る健康被害が注目されており､建材などから発生する種々

の化学物質による室内空気汚染がその原因として考えられ

ている1.2)｡これらの化学物質のうちホルムアルデヒドに

ついては､厚生省が1997年6月に室内空気中濃度の指針値

として､世界保健機構(WHO)の指針値と同じ30分平均

値で0.1mg/m3という値を提案した1)｡

ホルムアルデヒドは合板などの製造時に使用されるユリ

ア樹脂などの接着剤の必須成分であり､住宅建築後接着層

の樹脂硬化物の分解により徐々に生成し､室内に揮発して

くることが知られている｡

ホルムアルデヒドによる室内空気汚染に関しては､松村

ら3.4)､三谷ら5)､村松ら6)､井上ら7.8)の報告があるほか､

全国で数多くの調査が行われている｡また､名波ら9)は実

大実験棟を用いて､建材の影響などについて検討している｡

著者ら10)も､同一建築会社で建築した3棟の住宅において､

ホルムアルデヒドによる室内空気汚染に対する建材および

換気の影響について調査し､室内空気中のホルムアルデヒ

ド濃度はF1 (日本農林規格､合板からのホルムアルデヒ

ド放散量が平均0.5mg以下)相当品の建材を使用するこ

とにより新築時においても指針値(100μg/m3)を超えな

いこと､および機械換気を停止させると1.5～3倍高い値

となることを報告した｡

一方､建材からのホルムアルデヒドの放散については､

温度や湿度も影響していると考えられており､窪田ら11)は

ユリア樹脂を使用した合板からのホルムアルデヒド放散量

は高温､高湿であるほど多いことを報告している｡

そこで､室内空気中のホルムアルデヒド濃度に対する温

度の影響を調べる目的で､長期的な経時変化､日内変動､

暖房の影響などについて検討したので報告する｡

方　　　　　法

1.調査住宅

今回調査した11棟の住宅の特性をTable 1に示した｡

いずれの住宅も在来木造一戸建で､このうち住宅D～K

の8棟はコーポラティブハウス(協同組合住宅)として､

住人が外観や建材などについて相談して建築した住宅であ

る｡換気方式については､住宅Bのみが機械換気(強制

排気方式)で､他の10棟は自然換気である｡暖房について

は､住宅CのみがFFストーブで､その他の住宅はすべ

てセントラルヒーティングである｡いずれの住宅も竣工後

すぐに入居しており､居住者が通常の生活をしている｡

調査した部屋は､住宅Aでは居間､和室､寝室-1､

寝室-2の4カ所であり､住宅B～Kでは居間1カ所で

ある｡調査に際しては､前日の夜8時から調査終了時まで､

窓を閉めきった状態にした｡

各住宅における調査方法は下記のとおりである｡住宅

Aにおいては､長期間の経時変化を調査する目的で､竣

工直後の1996年8月から1998年2月まで毎月1回､また夏

期の調査として1998年8月に1回測定した｡住宅Bにお

いては､日内変動を調査する目的で､ 1997年3月5日午前

7時から3月6日午前7時まで､ 3時間おきに測定した｡

住宅Cにおいては､短時間の室温変化の影響を調べる目

的で､ 1997年4月19日午前6時から午前8時30分まで､連

続して測定した｡なお､暖房についてはFFストーブを午

前6時30分に作動させ､午前7時に停止させた｡住宅D

～Kにおいては､室温や気密度の違いによる影響を調べ

る目的で､ 1997年11月28日午前10時から午前11時30分まで



の間に､一斉に測定した｡

Table 1 Characteristics of Test Houses

2.室内空気中のホルムアルデヒドの分析

室内空気中のホルムアルデヒドは前報10)に準じて分析し

た｡すなわち､吸引速度1.01/minで室内空気を30分間吸

引してホルムアルデヒドを2,4-ジニトロフェニルヒドラジ

ン(DNPH　シリカゲルカートリッジに吸着させた後､ア

セトニトリルを用いてホルムアルデヒド誘導体を溶出し､

HPLCで分析した　HPLCの条件は下記のとおりである｡

装置:日立製作所製L-6000形､検出器:日立製作所製

レ4000形､データ処理装置:島津製作所製クロマトパッ

クC-R5A､カラム: MightysiRP-18 (4.6mmi.d.×

250mm),移動相:アセトニトリル-水-酢酸(60:40:0.1)､

流速: 1.0ml/min､検出波長: 360nm､カラム温度: 37℃

結　　　　　果

1.室内空気中のホルムアルデヒド濃度の季節変動

住宅Aにおいて､長期間の経時変化を調べた結果を

Fig. 1に示した｡室内空気中のホルムアルデヒド濃度は

竣工直後においてはすべての部屋で指針値を超えており､

特に寝室- 2では267.3μg/m3と指針値の2倍以上の値で

あった｡以降､ホルムアルデヒド濃度は外気温の低下とと

もに低下し､ 2月の測定時には指針値の1/2以下の値となっ

たが､外気温の上昇する7月に再び上昇し､寝室- 1およ

び- 2においては指針値を超える高い値となった｡

また､ Fig. 1には示さなかったが､竣工2年後の1998

年8月11日に測定した時も､寝室-1および-2における

ホルムアルデヒド濃度はそれぞれ125.8および106.8μ

g/m3となり指針値を超えていた｡これは竣工1年後とほ

ぼ同じ値であり､竣工直後と比較すると寝室- 2において

は1/2以下に低下していたが､寝室- 1ではほぼ同じ値で

あった｡

室温は､暖房を使用している10月から3月までは19～

20℃でほぼ一定であったが､他の時期は外気温などに依存

して変動しており､ 7月および8月の測定日は25℃を超え

ていた｡

Fig. 1 Seasonal Changes of Indoor Formaldehyde

Concentration

2.室内空気中のホルムアルデヒド濃度の月内変動

住宅Bにおけるホルムアルデヒド濃度の日内変動調査

の結果をFig.2に示した｡ホルムアルデヒド濃度は午前

に低く､午後に高い値となり､最高値は最低値の1.4倍で

あった｡この間､室温は18.8℃～20.7℃であり､外気温は

-9.8℃(3月6日午前3時)～2.6℃ (3月5日午後2時)

であった｡また､測定日の天気は晴であった｡

3.室内空気中のホルムアルデヒド濃度に対する室温の影

響

住宅Cにおいてホルムアルデヒド濃度に対する暖房の

影響を調べた結果をFig.3に示した｡ FFストーブを作



動させることにより､室温は16.4℃～24.8℃と8.4℃上昇し､

ホルムアルデヒド濃度は1.4倍高くなった｡このように､

短時間の温度変化に対しても､ホルムアルデヒド濃度は大

きく変動することが確認された｡なお､湿度は35～47%で､

室温が高いほど低い値となった｡また､測定日の天気は晴

であり､外気温は測定開始時に2.4℃で､終了時には7.4℃

であった｡

Fig.2　Fluctuation of Indoor Formaldehyde Concen-

tration during a Day

Fig.3　EffectofHeating on IndoorFormaldehyde

Concentration

Fig.4　Correlation between Indoor Formaldehyde

Concentration and Indoor Temperature

住宅D～Kにおいて､ 8棟同時に測定したときのホル

ムアルデヒド濃度と室温の関係をFig. 4に示した｡室内

空気中のホルムアルデヒド濃度は､住宅Hを除いて､室

温が高いほど高くなり､室温と高い相関を示した｡ホルム

アルデヒド濃度と竣工時期との関係については､竣工後2

カ月目の住宅Kで最も高い値となり､ 20カ月目の住宅D

で最も低い値となった｡竣工後20カ月目の住宅F､ Gお

よびIにおいても､ホルムアルデヒド濃度は低い値となっ

たが､室温も他の住宅に比べて低かった｡また､ホルムア

ルデヒド濃度と隙間相当面積との間には相関性は認められ

なかった｡なお､湿度は36～62%で､室温の高い住宅ほど

低い値となった｡また､測定日の天気は晴であり､外気温

は測定開始時に3.3℃で､終了時には3.8℃であった｡

考　　　　　察

室内空気中のホルムアルデヒド濃度は使用されている建

材や家具などからの放散量と､換気などによる屋外への排

出量に依存して変動していると考えられている｡ホルムア

ルデヒドの放散量については､使用する建材の特性が最も

重要な要素であり､著者らも､室内空気中のホルムアルデ

ヒド濃度はF1相当品の建材を使用することにより新築時

においても指針値を超えないことを既に報告した10)｡一方､

建材からのホルムアルデヒドの放散量は高温､高湿である

ほど多いと考えられていることから､同じ建材を使用した



住宅においても､室内空気中のホルムアルデヒド濃度は温

度や湿度に依存して異なっていると推定される｡

また､竣工後2年間の経時変化を調査した結果､ホルム

アルデヒド濃度は夏期に高く､冬期に低くなり､季節によ

り変動することが確認された｡夏期は外気温および室温の

上昇により､建材の表面だけでなく内部の温度も上昇した

ために､ホルムアルデヒド放散量が増加したと考えられる｡

日内変動調査においても､ホルムアルデヒド濃度は午前

に低く､午後に高い値となり､一日の中で変動していたが､

室温は約2℃しか変化していなかった｡したがって､ホル

ムアルデヒド濃度の変動の原因としては､室温の変化の他

に､午後に外気温が上昇したことと､直射日光により局所

的な建材表面の温度上昇があったことなどによると推定さ

れる｡

暖房使用による短時間の室温上昇によってもホルムアル

デヒド濃度が上昇したが､これは建材表面の温度上昇によ

りホルムアルデヒド放散量が増加したためと考えられる｡

また､ホルムアルデヒド濃度と室温の間に高い相関が示さ

れたことからも､建材からのホルムアルデヒド放散に温度

が大きく影響しているといえる｡

今回の季節変動調査および日内変動調査の結果は､実大

実験棟を用いて調査した名波ら7)の結果と一致した｡また､

住宅用防蟻剤として使用されているクロルビリホスや

S-421による室内空気汚染調査12)においても同様の結果で

あったことから､ホルムアルデヒドなど揮発性有機化学物

質による室内空気汚染に関して､温度が重要な要素である

と考えられる｡

ホルムアルデヒドによる室内空気汚染に対しては､建材

からのホルムアルデヒド放散量を逓減することと､放散さ

れたホルムアルデヒドを除去することの両面から対策が講

じられており､後者については､換気装置や除去装置の開

発が進められている｡また､前者については､建材の選択

が最も重要な要素であるが､室温の管理にも十分に注意を

払う必要があると考えられる｡

また､湿度については今回検討できなかったが､夏の降

雨時や梅雨時などには､高温､高湿になることもあるので､

今後､湿度の影響についても検討する必要があると考えら

れる｡

要　　　　　約

ホルムアルデヒドによる室内空気汚染に対する温度の影

響を調査した｡

室内空気中のホルムアルデヒド濃度は､季節ごとに変動

し､室温および外気温の高い夏に高い値となった｡さらに､

一日の中でも､室温や外気温などの変化にともなって変動

していた｡

また､ホルムアルデヒド濃度と室温の間には高い相関が

あり､暖房使用による短時間の室温上昇によってもホルム

アルデヒド濃度は上昇した｡

以上の結果より､室内空気中のホルムアルデヒド濃度は､

建材や換気とともに温度にも依存していると考えられる｡
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英　文　要　約

Effect of temperature onindoor air pollution by for-

maldehyde was studiedin 11 Japanese wooden conven-

tional houses constructed from Sep. 1992 to Oct. 1997.

Formaldehyde concentrationinindoor air was affected

by the seasonal changes of room and atmospheric

temperature and tended to be higher in summer than

thosein other seasons. Also, the formaldehyde concen-

tration fluctuated during a day by the changes of room

and atmospheric temperature. Theindoor formaldehyde

concentrationincreased with the rise of room tempera-

ture by heatingin a short time and correlated to room

temperature.

These resultsindicated that theindoor air pollution by

formaldehyde was dependent on room and atmospheric

temperaturein addition to building materials andven-

tilation.

Key words : formaldehyde ; indoor air pollution ; effect

of temperature


