
緒 言

「シックハウス症候群」は，住宅の高気密化や，揮発性

有機化合物（VOC）を含む接着剤や合板などの建材の使

用が原因で誘発される健康被害であり，1990年代に大き

な社会問題となった ．そこで厚生労働省により，13化学

物質に対して，室内空気中化学物質の濃度に関する指針値

が1996～2002年にかけて順次制定された ．さらに建築

基準法改正や住宅メーカーの企業努力なども功を奏し，住

宅の室内空気中化学物質の濃度は，以前よりも全体的に大

幅な改善が見られている．

しかしながら，室内空気中化学物質が指針値以下であっ

ても，それらによる健康被害が疑われる事例が少なくな

い ．それらの化合物に加え多種類の化学物質を測定し

ても，顕著に高い濃度の化学物質が見つからない場合があ

る 一方で，指針値が設定されていない「未規制化学物

質」が，代替物質として大量に使用されたことにより，室

内空気汚染による健康被害が生じた事例も見受けられ

る ．

北海道では，冬の暖房設備の燃料として灯油が広く用い

られている．屋外の貯蔵タンクから配管を通して室内の暖

房装置に灯油を供給するシステムが普及しており，灯油の

運搬作業や暖房器具への補充作業などの軽減に貢献してい

る．しかしながら，経年劣化や維持管理上のトラブル等に

より，ひとたび配管が破損すれば多量の灯油が漏出する事

態となる．実際に我々も，道内の灯油漏れによる室内空気

汚染について，何度か相談を受けたことがある．

灯油による室内空気汚染の指標として，テトラデカンに

対し，上述の指針値が定められている ．そこで我々は，

2003年に屋内スポーツ施設での灯油漏れ事故において，

室内空気中のテトラデカン濃度の測定を行ったところ，指

針値（330μg/m）の６倍近い1,900μg/m という高濃度

のテトラデカンを検出した．当時は指針値が設定されてい

るテトラデカンのみの測定を行ったが，灯油はテトラデカ

ン以外のアルカン類も多く含んでいる．これらのアルカン

類は，「未規制化学物質」ではあるものの，化学構造がテ

トラデカンと類似しているため，生体への作用もテトラデ

カンと同様であることが懸念されることから，室内空気中

濃度を明らかにする必要性があると考える．

本研究では，道内で発生した灯油漏れによる室内空気汚

染事例３件について，指針値が定められているテトラデカ

ンに加え，未規制アルカン類の室内空気中濃度の測定を

行った．３事例の内，２事例は灯油漏れの後に灯油除去作

業が行われていたが，室内空気中から検出されたアルカン

類の組成が，灯油の一般的な組成パターンと異なっていた

ので，得られた知見を報告する．さらに，灯油除去に用い
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灯油漏れ室内空気汚染事例におけるテトラデカンを含むアルカン類濃度

Concentration of Alkanes Including Tetradecane in Indoor Air in Kerosene Leaking Accidents

武内 伸治 小島 弘幸 神 和夫 小林 智

Shinji TAKEUCHI,Hiroyuki KOJIMA,Kazuo JIN and Satoshi KOBAYASHI

 

Kerosene is broadly used as heating fuel and many buildings are equipped with piping installations
 

connected to outdoor kerosene tank. In this study,we report three cases of indoor air pollution
 

caused by kerosene leaking accident in apartment buildings in Sapporo,Japan. We measured indoor
 

air concentrations of 50 volatile organic compounds(VOCs)including normal alkanes which are main
 

components of kerosene. A guideline limit (330 μg/m )of indoor air concentration has been set
 

against only tetradecane among alkanes by the Japanese Ministry of Health,Labour and Welfare.
In two of the cases,several alkanes,such as undecane and dodecane,were detected at much higher

 
concentrations than the guide line value of tetradecane. On the other hand, benzyl alcohol was

 
detected at a very high concentration (1,900μg/m )by GC/MS in the indoor air of the case 2 where

 
deodorizing agent had been sprayed on the walls of the room. These results suggest that

 
concentrations of not only tetradecane but also other alkanes and deodorizing agents in indoor air

 
should be concerned after kerosene leaking accident to protect the inhabitant’s health.

Key words：volatile organic compound（VOC，揮発性有機化合物）；kerosene leaking accident（灯
油漏れ）；indoor air（室内空気）；sick-house syndrome（シックハウス症候群）



られた中和剤由来と考えられるベンジルアルコール等を高

濃度で検出したので併せて報告する．

方 法

１．試薬及び器材

VOC標準溶液は，室内大気分析用標準試薬（52成分，

各成分濃度1,000μg/mL及び100μg/mLメタノール/水

（95：５）溶液，スペルコ製）を用いた．メタノールは和

光純薬工業㈱製環境分析用を用いた．内部標準物質として

関東化学㈱製のトルエン-d を用いた．

VOCの捕集には，ガステック社製GSP-250FTポンプ

を用い，30分間100mL/min及び10mL/minの流速で空

気中VOC採取を行った．空気捕集管は，世古らの報告

に従って，ガラス管（89mm×４mm i.d.）にスペルコ社

製TenaxTA 100mgとCarboxen1000 70mgを２層に

充塡したものを用いた．空気試料採取空間の温湿度測定に

は，Ｔ＆Ｄ㈱製おんどとりRH TR-72Sを用いた．

２．各事例の概要

１）各灯油汚染事例の経緯と対応

事例１（鉄筋コンクリート造マンション，灯油漏れ発覚

当時は築後約半年）

・2002年11月にマンションの居住者が灯油臭に気づ

いた．

・2003年８月に壁紙が黄色になり灯油漏れに気づき，

灯油配管及び内装を修繕した．

・2003年12月に他機関によるVOC簡易検査（ホル

ムアルデヒド及びトルエン）が行われたが異常は認

められなかった．

・2004年５月に室内空気を測定した．

事例２（鉄筋コンクリート造マンション，当時築６年）

・マンションの１室をリフォーム中に業者が灯油配管

を破損し灯油漏れが発生した．

・業者が床壁天井を引きはがし改善作業を行い，その

際に灯油中和剤が使用された．

・2010年２月に室内空気を測定した．

事例３（鉄筋コンクリート造マンション，当時築27年，

空気測定を３回行った）

・2011年７月にマンションの一室の真上の荷物置場

として使用していた部屋における，配管破損による

灯油漏れが（240L）が発覚した．

・業者が床壁天井を引きはがし，換気，バーナーによ

るコンクリートの加熱等の改善作業（約半年間）を

行った．

・2012年２月に室内空気を測定した．

・上記に加え洗浄剤を使用した改善作業が継続された

（約３カ月間）．

・2012年５月に再度室内空気を測定した．

・隣接する部屋についても天井，床，壁を引きはがし

た上で同様の改善作業が継続された（約11カ月

間）．

・2013年４月にさらに室内空気を測定した．

事例２及び３の空気採取現場の写真をFig.1に示した．

３．VOCの定量

GSP-250FTポンプに空気捕集管を接続し，室内空気を

100mL/min及び10mL/minで 30分間採取した．捕集管

に吸着したVOCを加熱脱着法により以下の条件で分析を

行った．なお，内部標準物質としてトルエン-d を用いた．

加熱脱着装置付GC/MS装置：パーキンエルマー社製

加熱脱着装置付き島津製四重極型GC/MS，捕集管脱着温

度：300℃，スプリット比：10％，捕集管脱着時間：10

min，コールドトラップ温度：４℃，コールドトラップ脱

着温度：300℃，コールドトラップ脱着時間：30min，

キャピラリーカラム：Rtx Volatile（0.25mm i.d.×60m，

膜厚１μm），イオン源温度：220℃，キャリアーガス：He

120kPa，イオン化法：EI，カラム昇温条件：40℃（10

min）→４℃/min→ 100℃→８℃/min→ 270℃（8.75

min）．定量はSIM モードで行った．

定量イオンと参照イオンについてはTable1に示した．

事例２で検出されたベンジルアルコールについては，定量

イオンはm/z79，参照イオンはm/z108に設定して定量

を行った．なお，ベンジルアルコール標準品は，和光純薬

工業㈱製特級品を用いた．

結果及び考察

灯油は多種類のアルカン類化合物の混合物であり，GC/

MSで測定を行うと，クロマトグラムに複数の直鎖アルカ

ンの規則的なピークパターンが観察される ．すなわち，

トリデカン（炭素鎖長13）やテトラデカン（炭素鎖長14）

のピークが最も高く，炭素鎖長がそれより短いアルカンと

長いアルカンではピークが順々に低くなり，全体として山

のようなパターンが見られる ．

事例１では，テトラデカンが厚生労働省の室内空気中化

学物質濃度の指針値 （330μg/m）を超過した（Fig.2，

Table2）．テトラデカン以外のアルカン類は，テトラデカ

ンほど高い濃度ではそれぞれ検出されなかった（Fig.2）．

しかしながら，アルカン類の合計値は1,700μg/m

（Table2）であり，厚生労働省が策定した室内空気中化学

物質における総揮発性有機化合物（TVOC）濃度の暫定

目標値 （400μg/m）を大幅に超過していた．

事例２では，テトラデカンは厚生労働省の指針値 の半

分以下であった（Fig.3，Table2）．一方，他のアルカン

類（C～C ）は，テトラデカンよりも高い濃度（合計で

1,400μg/m）で検出され（Table2），厚生労働省の暫定

目標値 を大幅に超過していた．さらに事例２では，ベン

ジルアルコールが1,900μg/m という高濃度で検出され

た（Fig.4）．灯油除去を担当していた業者によると，「中

和剤」を使用したとのことであった．ベンジルアルコール

は芳香があるため灯油臭のマスキング効果が期待され，界

面活性剤のような洗浄効果も狙ったことが推察される．と

ころが，灯油成分除去の目的で加えた中和剤により，か
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a)Working place of kerosene removing in the Case2(2010.
12)

b)Attached ventilator for evacuation of kerosene in the Case
2(2010.12)

c)Kerosene stain of the ceiling in the Case3(2012.2) d)Kerosene polluted ceiling after burner treatment in the
 

Case3(2012.5)

e)Same type of kerosene duct which caused kerosene
 

leaking in the Case3(2012.5)

f) Kerosene polluted ceiling after burner treatment in the
 

Case3(2013.4)

Fig.1 Photographs of Sampling Points
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えって室内空気を汚染する結果となってしまっていたこと

が本研究により判明した．

事例３では，当所による室内空気中化学物質の測定を３

回行った（Fig.5）．これらすべての測定において，テト

ラデカンの室内空気中濃度は厚生労働省の指針値 を下回

り，初回の測定（居間）以外はすべて，指針値の半分以下

であった（Fig.5，Table2）．しかしながら，事例２のと

きと同様に，テトラデカン以外のアルカン類が，テトラデ

カンよりも大幅に高い濃度で検出された（Fig.5，

Table2）．我々の初回の測定時（2012年２月）は，灯油

漏れの発覚から約半年間の灯油除去作業を行った後であっ

たにもかかわらず，アルカン類（C～C ）の合計が

6,000μg/m という非常に高い濃度であった（Table2）．

その後さらに約３カ月の改善作業が行われた後（2012

年５月）に測定を行ったところ，テトラデカン以外のアル

カン類の濃度は半分以下に減少したものの，依然として高

い濃度（C～C の合計が2,300μg/m）で検出された

（Table2）．この時には，灯油除去に用いられた洗浄剤に

含まれたと推定されるエタノールが高濃度（3,500μg/

m）で検出された（Fig.5）．

さらに約11カ月間にわたり改善作業が行われた後に，

３度目の測定を行った（2013年４月）ところ，アルカン

類の濃度は前回よりさらに半分近くに減少したものの，依

然として厚生労働省によるTVOCの暫定目標値 の３倍

の濃度（C～C の合計が1,200μg/m）で検出された

（Table2）．なお，この時には，測定した居間に隣接する

台所も含めてすべての壁が引きはがされて撤去されており，

部屋の内面が全てコンクリート剥き出しの状態にされてい

た．このことが，今回の灯油除去作業が徹底的なもので

あったことを物語っていた．以上のように，漏出した灯油

の量が多い場合には，長期間にわたる灯油除去作業を行っ

ても，汚染前の状態に戻すことが非常に困難であることが

示された．事例３では，灯油の流出量が約240Lであるこ

とが灯油の使用メーターの値から把握することができた．

このように灯油の流出量を把握できる事例は，灯油メー

ターより末端での灯油漏れの事例に限られており，壁の中

や床下などでの配管の損傷などでは，灯油の流出量の把握

は難しい．

室内空気中濃度の指針値は，灯油成分の中でテトラデカ

ンのみを対象としている ．本稿の事例では，テトラデカ

Table1 Retention Times and Monitored Ions of the 50

VOCs

 

No. Chemical name  RT

(min)

Quantitated
 

ions
(m/z)

Monitored
 

ions
(m/z)

1 Ethanol 6.64 45 46

2 Isopropyl alcohol 7.82 45 43

3 Acetone 8.10 43 58

4 Dichloromethane 9.82 84 86

5 Propanol 10.79 59 42

6 Hexane 11.58 57 56

7 2,4-Dimethylpentane 13.28 43 57

8 Methylethylketone 13.74 43 72

9 Ethyl acetate 14.45 43 61

10 Chloroform 14.87 83 85

11 2,2,4-Trimethylpentane 17.18 57 56

12 1-Butanol 17.50 56 41

13 1,2-Dichloroethane 17.53 62 49

14 Benzene 17.68 78 77

15 Heptane 18.05 43 71

16 Trichloroethylene 19.94 130 132

17 1,2-Dichloropropane 20.45 63 62

18 Bromodichloropropane 21.18 83 85

19 Methylisobutylketone 22.71 43 58

20 Octane 24.34 43 85

21 Toluene 24.40 91 92

22 Butyl acetate 26.68 43 56

23 Tetrachloroethylene 26.69 166 164

24 Dibromochloromethane 26.99 129 127

25 Nonane 29.22 43 57

26 Ethylbenzene 29.25 91 106

27 m/p-Xylene 29.49 91 106

29 o-Xylene 30.62 91 106

30 Styrene 30.66 104 103

31 α-Pinene 31.46 93 91

32 Decane 32.68 57 43

33 m/p-Ethyltoluene 32.84 105 120

35 1,3,5-Trimethylbenzene 32.98 105 120

36 β-Pinene 33.20 93 69

37 o-Ethyltoluene 33.56 105 120

38 1,2,4-Trimethylbenzene 33.87 105 120

39 Limonene 34.52 68 93

40 1,2,3-Trimethylbenzene 34.92 105 120

41 p-Dichlorobenzene 34.94 146 148

42 Undecane 35.38 57 43

43 Nonanal 36.42 41 57

44 1,2,4,5-Tetramethylbenzene 37.14 119 134

45 Dodecane 37.67 57 71

46 Decanal 38.63 41 57

47 Tridecane 39.67 57 71

48 Tetradecane 41.50 57 71

49 Pentadecane 43.18 57 71

50 Hexadecane 44.78 57 71

Table2 Concentrations of Alkanes in Indoor Air in the Cases 1-3 (μg/m)

Case 1  Case 2  Case 3

2004.5 2010.2 2012.2 2012.5 2013.4

LR  BR  LR  LR  K  LR  K  LR  K
 

Tetradecane(C ) 410 82 71 230 90 160 110 80 110

Total of alkanes (C -C ) 1,700 1,400 1,000 6,000 2,300 2,300 1,300 1,200 1,500

LR:living room,BR:bed room,K:kitchen
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Fig.3 Concentration of the50VOCs in Indoor Air in the
 

Case2

The Case 2：Kerosene duct in a wall in a room in an apartment
 

was broken accidentally while remodeling house.
Several  kerosene removing  work, such as

 
ventilation and deodorizing agent treatment, were

 
attempted.VOCs were measured in February 2010.

Fig.2 Concentration of the50VOCs in Indoor Air in the
 

Case1

The Case 1：Kerosene duct in a wall in a dwelling broke and
 

kerosene leaked out in the wall. VOCs were
 

measured in May 2004.

Fig.4 Total Ion Chromatograms of Indoor Air Sample from the Room of the Case 2
 

by GC/MS
 

C :n-Nonane,C :n-Decane,C :n-Undecane,C :n-Dodecane,C :n-Tridecane,C :n-Tetradecane.

Indoor air was passed through a sampling tube equipped with a two-stage sorbent (TenaxTA and Carboxen
 

1000) at a flow rate of 100 mL/min for 30 min.The captured VOCs were analyzed by GC/MS equipped with
 

a thermal desorbing system.Benzyl alcohol was detected at a high concentration (1,900μg/m ).
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ンの指針値を上回ったのは事例１のみであった．事例２，

事例３においては，テトラデカンは指針値を下回っていた

にもかかわらず，上述のように他のいくつかのアルカン類

は依然としてテトラデカンの指針値よりも高濃度であった

（Fig.5）．

なお，灯油の室内空気中濃度の嗅覚閾値については報告

が見当たらないが，いくつかのアルカン類については報告

がある ことから，以下にμg/m 換算値（20℃，１気

圧）を記す：ヘキサン（5,400），ヘプタン（2,800），オク

タン（8,100），ノナン（12,000），デカン（5,100），ウン

デカン（4,000），ドデカン（780）．ただし，臭気物質の臭

いは不純物の影響を受けやすく，微量の不純物によって臭

いの質や強さが変わることが知られており ，実験室で求

めた嗅覚閾値を灯油汚染現場の空気質評価に安易に用いる

べきではない．上記のように，個々のアルカン類の嗅覚閾

値は非常に高いため，アルカン類の室内空気中濃度の測定

値を基準にして，灯油汚染現場の灯油臭の除去が達成され

たものと判断される恐れがある．実際，Fig.5の 2012年

２月の時点では，測定現場で強烈な灯油臭が感じられ，

2013年３月の時点でもほのかな灯油臭が感じられたこと

から，個々の直鎖状アルカン類の室内空気中濃度の嗅覚閾

値から灯油の嗅覚閾値を単純に予想することには注意が必

要と考える．

ここで，灯油除去作業の費用の負担者は，テトラデカン

の指針値を下回っていることから現場の汚染状況を過小評

価し，作業の中断を判断する可能性もあったが，灯油臭が

まだ強かったこともあり，灯油除去作業は継続された．作

業を継続するという判断には，TVOC暫定目標値の存在

も多少影響したと考えられる．TVOC暫定目標値とアル

カン類の合計値を比較することで，テトラデカンのみの値

に惑わされず，作業者側がその時点での灯油汚染状況を客

観的に判断するための指標にはなったと考える．

ただし，TVOCの暫定目標値は，毒性学的知見から決

定したものではなく，含まれる物質の全てに健康影響が懸

念されるわけではない ．このことから，TVOCの暫定目

標値は，個別のVOC指針値とは独立に扱われなければな

らない とされている．従って，ヒトへの健康影響の観点

から室内環境を評価する必要があるときに，TVOCの暫

定目標値を安易に用いることは，妥当ではないと考える．

テトラデカンの指針値は，アルカン類（C－C ）の混

合物をラットに経口で曝露したときの肝臓への影響から導

き出されている ．従ってテトラデカンの指針値は，今回

の事例のように，他のアルカン類が共存することも，ある

程度は「想定内」であると考えられる．しかしながら，灯

油基本パターン（灯油をGC/MSで分析して得られるア

ルカン類のピークパターン ）を，本研究で得られたピー

クパターン（Fig.2～5）と比較すると，事例１のものは

灯油基本パターンと類似していたものの，事例２と３では，

より炭素数の少ないアルカン類が高濃度で検出されていた．

事例２，３では，灯油の除去作業が行われた後で測定を

行ったことから，灯油の除去作業がアルカン類の存在比に

影響を及ぼした可能性が考えられた．ここで，通常は揮発

性の高い炭素鎖の短いアルカン類が先に減少する と考

えられるが，本研究の事例ではいずれも逆の傾向（テトラ

デカンよりも炭素鎖の短いアルカン類の方が，ピークがか

なり大きかった）が見られた（Fig.3～5）．この理由とし

て，灯油の除去作業により表面の灯油成分が除去された後，

汚染部位奥深くに残留した灯油から揮発性の高い短鎖のア

ルカン類が室内に放散し続けている可能性も考えられるが，

今後の更なる検討が必要である．以上のことから，適正な

灯油除去作業を行うためには，アルカン類の存在パターン

がもとの灯油基本パターンから変化することもあるので，

テトラデカン以外のアルカン類についても，濃度の把握を

行うことが重要と考える．

結 語

北海道におけるマンションでの灯油配管破損による灯油

汚染事例３件について，テトラデカン及びその他のアルカ

ン類の濃度を測定した．それらの濃度を比較したところ，

灯油除去作業の有無で濃度パターンに差が認められ，テト

ラデカンの指針値のみでは，灯油汚染状況の過小評価に繫

がることが懸念された．１年を超える長期の灯油除去作業

の期間中に複数回測定を行ったことにより，灯油を完全に

除去することの難しさが示された．一方，灯油除去に中和

剤が用いられた事例で，ベンジルアルコール等が高濃度で

検出されたことから，汚染除去に用いる他の薬品等につい

ても，室内空気汚染の観点から注意する必要がある．
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