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高気密住宅とアレルギー疾患、
シックハウス症候群

－激増する化学物質過敏症の子供たち

Kazuro Adachi 足立　和郎
パハロカンパーナ自然住宅研究所 代表
1958年東京生まれ。建築家。幼い時からアレルギー疾患で苦しむ。成人になるにつれ、
元気を取り戻すが、化学物質過敏症（CS）を発症する。現在、自らがCS患者という
ことで、建材などの安全な新素材やCS住宅の研究、開発を行う。
22 歳から木造建築の大工職人として修行し、その後、建設会社の現場監督を経て、
1989 年に京都でパハロカンパーナを設立し、後にパハロカンパーナ自然住宅研究所と
改める。90年代当初から、有害建材などを使った一般住宅の危険性を訴え続ける。95
年に同じ考えのメンバーと共に日本で初めての自然住宅のネットワークを発足させ、
各地で「健康な住まい造り」の講演をする。
著書に『アレルギーの人の家造り』（緑風出版）、『化学物質過敏症を工夫で乗りきる・
住まい対策実践編』『化学物質過敏症を工夫で乗りきる・暮らし対策実践編』『もしも
化学物質過敏症になってしまったら』（アットワークス）など他多数。

増え続ける「化学物質過敏症」の
子供たち
　今日本の建築物は、CO2 排出削減問題と住宅の
バリアフリー化（室内の温度差による脳卒中の防止な
ど）のために、住宅の高気密化が政府を上げて急
激に推進されています。しかし、住宅を高気密に
すればするほど、シックハウス症候群の問題が浮
上して来ます。そして今現在、シックハウス症候
群を発症する人は、日本中で後を断ちません。
　最近の傾向では、予兆が全くなく突然「化学物
質過敏症（以下 CS）」を発症する人が増え続けて
います。特に 20 才以下の未成年の発症が目立ち、
その中でも 10 才以下で発症し、学校や保育園、
幼稚園に通えないと言う事例が全国で目立って増
えています。特に大都市部と、北海道などの寒冷
地に多く見られます。そのため学校現場では、待っ
たナシの対応に追われているのが現実です。
　先日も堺市の教育委員会から問い合わせがあ
り、生徒が教室等に入れず、その学校の校庭や空
気環境の良いところを日々探し、やっとの思いで
滞在できる場所を見つけて勉強しているようで、
CS 児童の生徒でも「普通に入れる教室」の整備
が緊急に必要とされているようでした。

　しかし問題は、建物だけを化学物質過敏症対応
に造り替えたとしても、他の生徒・児童の親が使っ
ている「ニオイ付きの洗剤や柔軟剤、防虫剤の付
いた洋服」でもアレルギー症状を引き起こすため、
事はそう簡単ではありません（図1）。

中途半端なシックハウス対策法①
－有害化学物質の不十分な規制

　2003 年７月に色々な議論の末に、建築基準法
の一部が改訂されました。いわゆる「シックハウ
ス対策法」です。その頃（1990 年代後半以降）、社
会問題になっていたシックハウス症候群を改善す

図１　化学物質過敏症の生徒のために、壁床天井に封止材
を施工した教室（大阪府内）。ここで３年間１人で勉強を続
けた後卒業した。
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には使用されて

います。

　この法律を施

行する数年前か

ら、厚生労働省

は、以前から特

に有害と判断し

て い た「13 品

目の化学物質」

について、室内

濃度の指針値を

定め発表してい

ますが、それは

一部にしか過ぎ

ません（表２）。

　しかし、この時施行されたシックハウス対策法

では、特に有害と判断されていた、それらの化学

物質の中のたった「２物質のみ」が規制対象とな

り、その他の危険物質の 11 物質はすべて自己規

制で、後は世の中に託しました（自主的にできるだ

け使わないだろうと言う話で）。

住宅建材だけの問題ではない

　またシックハウス症候群の原因物質としては、

住宅建材だけがすべてではありません。そこがま

た厄介です。生活するための持ち込み家具（特に

輸入品の合板製のもの）や、人が日用品で使用する、

ありとあらゆるものからも有害化学物質が発生し

ている場合があります（図３）。

　ここ最近では、特に問題になっているものに、

「香付きの洗剤」や「柔軟剤」などがあります。

この問題は消費者庁も一昨年、香付きの洗剤や柔

軟剤の一部の商品の中には、発癌性が疑われる化

学物質が使われているものがあるので、メーカー

側に忠告するような記者会見を行なっています。

　それらの商品が日本のメーカーのものなのか、

輸入品なのかは定かではありませんが、確かに、

今現在の日本国内の香ブームを含め「香付きの洗

剤や柔軟剤」は、異常とも言う速さで広まってい

ます。私から見ますと日本中の空気が汚染されて

いると言っても過言ではありません。

る切札として導入されましたが、しかしその効果

には、当初から疑問の声が多く上がっていました。

発癌性があると言われている有害化学物質の「ホ

ルムアルデヒドの揮発量の条件的規制（☆☆☆☆　

安全性を☆で表す制度もそのひとつです《図２、表１》）」

と、有機リン殺虫剤「クロルピリホスの全面使用

禁止」、そして「24 時間換気の義務付け」と言う

ことで、当初施行されました。

　しかし、住宅建材に使われている有害化学物質

は、ホルムアルデヒドが発生する接着剤と、防虫

剤、防蟻剤のクロルピリホスだけではありません。

その 10 倍、100 倍以上の色々な種類の接着剤や

防腐剤、可塑剤など、山のような化学物質が建材

表１　ホルムアルデヒドの放散量による建築材料のランク付け

使用制限 等級記号 等級の名称 発散する速度の
基準値 旧JIS

前JAS
（2000年６
月改訂）＊

前JIS
現JAS・

JIS（2003年
３月改訂）＊

なし F☆☆☆☆ 新上位規格 ～0.005㎎/㎡h － － － F☆☆☆☆

制限あり
（床面積の
２倍以内）

F☆☆☆
第３種ホルム
アルデヒド発
散建築材料

0.02㎎/㎡h～
0.005㎎/㎡h 　 F1 Fc0 E0 F☆☆☆

制限あり
（床面積の
約0.3倍以

内）

F☆☆
第２種ホルム
アルデヒド発
散建築材料

0.12㎎/㎡h～
0.02㎎/㎡h　 － Fc1 E1 F☆☆

室内使用
禁止

F☆
第１種ホルム
アルデヒド発
散建築材料

0.12㎎/㎡h～ F2 Fc2 E2 F☆

＊ホルムアルデヒドの放散量に関するそれまでのJAS規格が改定され、ホルムアルデヒド放散量の等級区分がJISに合わせられた。
＊�建築基準法の改正（2003年７月施行）を受けて、シックハウス対策のためのJAS・JISが整備され、ホルムアルデヒド放散量の等級区

分および測定方法、ならびに表示記号が統一された。
＊内装仕上げ使用可能面積（換気回数0.5回/h以上の場合）

図２　F☆☆☆☆の建材。Fの字はホルムアルデヒド
（Formaldehyde）のFの字であるため、F以外の化学物質は
問題視されていない。
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　また、他にも雑誌、新聞、新しい家電製品、芳

香剤や防虫剤、蚊取線香、タバコ、など、まだま

だ数限りなく有害揮発物質を出す生活物資が室内

にはあります（図４）。

中途半端なシックハウス対策法②
－効果の薄い換気義務

　今現在建物は、加速度的に高気密化され、現在

の住宅の主流は九州～北海道まで「超・高気密化

住宅」です。また次世代型の高断熱住宅の場合、

断熱性能を向上させるため色々な新基準が設けら

れました。

　2003 年施行の建築基準法では、シックハウス

問題を回避するために、計算上は「２時間に１回、

室内の空気が入れ替わる」24 時間換気を「新築

住宅のみ」に義務付けました。

　ですが、それでは新しく建てられた、特に木造

系の住宅では、化学物質（木材の成分テルペン系も含

め）の有害化学物質の揮発・発生が多すぎて、換

気による排出が追い付いていません（現在の木造と

呼ばれている建物は、集成材と合板ばかりでできているの

が現実で、無垢材は殆ど皆無に等しい！《図５》）。

表２　13品目の化学物質

化学物質名
室内濃度指針値

主な用途 健康影響
容量 重量

ホルムアルデヒド 0.08ppm 100μg/逢 合板集成材、MDF、パーティク
ルボード、壁紙、接着剤、断熱材

目・鼻・喉への刺激、流涙、呼吸器へ
の不快感等

トルエン 0.07ppm 260μg/逢 施工用接着剤、塗料溶剤、ワック
ス溶剤

目・気道への刺激、頭痛・疲労等の神
経症状等

キシレン 0.20ppm 870μg/逢 塗料溶剤、樹脂、ワックス溶剤 トルエンと似た症状

パラジクロロベン
ゼン 0.04ppm 240μg/逢 防虫剤、芳香剤等

目・鼻・喉への刺激、流涙、呼吸器へ
の不快感等

エチルベンゼン 0.88ppm 3800μg/逢 塗料、接着剤
目・皮膚への刺激、肝臓・腎臓・肺の
機能障害等

スチレン 0.05ppm 220μg/逢 発砲スチロール、断熱材等
喉・目への刺激、目まい等の神経症状、
皮膚炎等

フタル酸ジ-n-ブチ
ル 0.02ppm 220μg/逢 プラスチック、塩化ビニールの可

塑剤、壁紙
目・鼻・喉への刺激、眠気や目まい等
の神経症状等

クロルピリホス 0.07ppb 1μg/逢 有機リン系シロアリ駆除剤、防虫
剤 目・皮膚・気道への刺激等

テトラデカン 0.04ppm 330μg/逢 灯油、塗料の溶剤等 倦怠感、頭痛、胸部圧迫感、嘔吐、縮
瞳、痙攣等

フタル酸ジ-２-エ
チルヘキシル 7.6ppb 120μg/逢 壁紙、床材、各種フィルム 目・気道への刺激、消化管の機能障害、

皮膚炎等

ダイアノジン 0.02ppb 0.29μg/逢 有機リン系殺虫剤 クロルピリホスと似た症状

アセトアルデヒド 0.03ppm 48μg/逢 接着剤、防腐剤等 目・鼻・喉への刺激、皮膚炎、麻酔作
用、気管支炎等

フェノブカルプ 3.8ppb 33μg/逢 カーバメート系防蟻剤 倦怠感、頭痛、嘔吐、腹痛、縮瞳、意
識混濁等

トータルVOC
（TVOC、揮発性有機化合物総量）

400μg/逢（新築は1,000μg/逢）

ppm：100万分の１の濃度、ppb：10億分の１の濃度、μg：100万分の１グラム

●現在ホルムアルデヒドとクロルピリホス等が発生する薬品はほとんど使用されていないが、他の化学物質は今も使用されている。
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　特に夏場、構造体が外気の日射によって暖めら

れ、揮発した有害・無害を問わず、化学物質やニ

オイ物質が、室内側に押し出され漏れ出てきます。

その他にも、人が持ち込んだ生活物資の揮発物質

や化学物質もプラスされ、室内には有害・無害を

問わず揮発物質が充満します。

　しかし「24 時間換気の義務付け」と言っても、

換気量を、室内の空気環境が安全になるまで増や

してしまえば、冬場は暖房した室内の空気が外に

排出されてしまいます。また夏場も、換気量を多

くすれば、冷やした空気が排出されてしまいます。

そのためエネルギー消費が多くなってしまい、

CO2 の排出削減問題とは完全に逆行し、その妥協

点が、中途半端な形のシックハウス対策の法律施

行でした。

恐ろしい防蟻剤の存在

　この法律改正で、世の中からシックハウスの住

宅が無くなり、「シックハウス症候群はすべて無

くなった！」と思い込んでいる方も多く、最近の

工務店や住宅メーカーの営業マン、設計事務所の

設計士も、住宅リフォームや新築を希望している

クライアントさんに、☆☆☆☆の 4つ星が付いた

建材さえ使用すれば、シックハウス症候群とは無

縁であり「安全性の高い健康住宅」が、普通に造

れると思っているのが現実です。

　確かにコンクリート系の建物（マンションや集合

住宅）などは、木質系（木造）の建物に比べ、化学

物質の放散量が少なくなったのは事実です。しか

し、2003 年以前に建てられた木造住宅の多くは、

湿度が高い時期には何年経ってもホルムアルデヒ

ドが揮発する建材が使われています。その様な建

物が、日本には今も何千万戸も存在しています。

　またもっと恐ろしいことに、木質・木造系の建

物の場合、住宅の１階部分に防蟻剤を散布いたし

ます。何年か前までは、有機リン系の防蟻剤など

が一般的で、その中にクロピリホスも多く使われ

ていました。その後、シックハウス法の施行で使

われなくなりましたが、最近では「ネオニコチノ

イド系の薬剤」が、日本中の建物で使われていま

す（図６）。

　その薬剤は、欧州や北米でみつばちの大量死が

問題になっていますが、「その犯人の疑いが高

図４　居間の環境問題の発生源
＊出典：石川�哲（1993）『化学物質過敏症ってどんな病気―からだから化学物質
「農薬・食品添加物」を除去する健康回復法』合同出版

図３　洗剤や柔軟剤等、私達が普段使用するありとあらゆ
るものから有害化学物質が発生している場合があり、アレ
ルギー症状を引き起こす原因の一つになっている。

図５　木造住宅の建築現場。現在の木造と呼ばれる建物で
は、化学物質の揮発・発生が少ない無垢材は殆ど使われて
いない。
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い！」と言われている薬剤です。今、その危険性

の高い薬剤・農薬が、住宅の床下に大量に防蟻剤

として使われています（図７）。

　「太陽光線で分解し安全」、「使用量が少なくて

すみ経済的で安全」と言うふれこみで、あっとい

う間に世界中に広まりました。使用量が少なくて

済むということは、それだけ「効き目が強く、毒

性が強い」ということになりますが、その後何年

も経たない内に、世界中でみつばちの大量死問題

が起こり、今、論争となっているネオニコチノイ

ド農薬です （図８）。

　田畑などの、外での散布にもいろいろ問題はあ

りそうですが、ここでは農業使用で、本当に安全

性が高いのか？　問題があるのか？　の問題は横

において置きます。しかし今、昆虫などの「中枢

神経を犯してしまう農薬」を、日本中の住宅の床

下に撒いている現実があります。

　床下や構造体の中には光が入らないため、そう

簡単には成分は分解しません。白アリ駆除業者も

５年保障を発行できるということは、それだけ薬

剤成分が持続する事が解っています。このことは

とても恐ろしい話です。このような薬物を散布し

ている高気密住宅に、妊産婦、乳幼児、病人さん

（アレルギー疾患の人も含む）などが住んだ場合、体

調も頭もおかしくならないはずがありません。

危険な有害化学物質が

野放しにされたままの現状

　2003 年のシックハウス法は確かに中途半端

だったかも知れませんが、この法律の施行で確か

にコンクリート系、鉄骨系の建物は、かなり安全

になったのは事実です。しかし、あれから 15 年、

CO2 問題で高気密化が加速し、超高気密・高断熱

の住宅が当たり前の今の住宅では、ホルムアルデ

ヒドとクロルピリホス以外の有害物質と認知して

いる物質についても、規制するのが妥当でしょう。

　特に壁紙（ビニールクロス）等で製造時に使用さ

れる可塑剤などは、1990 年以降、シックハウス

が社会問題として取り上げられる切っ掛けとなり

ました（図９、図 10）。

　このような危険物を野放しにしたまま、今のマ

ンションも一戸建住宅も超高気密・高断熱化し、

図７　白アリ防除をした建設中のアパート

図８　ネオニコチノイドの危険性に警鐘を鳴らす本が多数
出版され、使用の是非が議論されている。

図６　市販されている白アリ防除剤
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今に至っています。それでもマンションなどの集

合住宅はまだましです。但し、新しい壁紙や合板

家具で仕上げられた住宅が、妊産婦や乳幼児に安

全とは言い切れません。特に木造系の一戸建て住

宅は、本当に危険です。恐ろしい農薬が住宅内に

散布され、その建物の空気を吸って暮らしている

女性や妊婦、乳幼児等が、病気にならない訳があ

りません。

　また妊婦さん本人は大人です。肝臓や腎臓が

しっかりしているので、少々の毒物でも元気な人

なら解毒する能力があります。しかし、胎児は水

俣病でも分かるように、有害な化学物質を空気か

ら取り込み、直接的に体内で被曝してしまいます。

　解毒機能がしっかりしていない胎児や乳幼児は

まともにこの農薬の被曝者になってしまいます

（図 11）。

子供が発症してからでは手遅れ

　そのような住宅環境の中で、アレルギー疾患の

患者が日本人の３人に１人、花粉症も激増する中、

化学物質過敏症を発症する子供が本当に急増して

います。その多くが、色々なアレルギー疾患や食

物アレルギーなどを持っています（図 12）。

　もう 20 年近くなるとは思いますが、ある研究

機関が発表した調査内容を新聞とTVで見たこと

があります。それによると、「杉、ヒノキの花粉

図９　壁紙に含まれる有害化学物質が大きく報道され、社
会問題になる切っ掛けとなった。

図11　化学物質汚染が、胎児や乳幼児に与える悪影響を問
題視する著書

図10　ビニールクロスの施工風景（イメージ図）。
建築職人の間でも近頃CSを発症する人が多い。以
前から色々な病気で若くして亡くなる業種も多い。
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のみを吸わせたグループと、花粉と他の化学物質

（有機リン系の薬剤）を一緒に吸わせたグループで

は、後者は花粉症の症状が出る割合が増す」とい

うものでした。まさに今、超高気密・高断熱化が

進む住宅で、「充満する化学物質を吸い込む人が

増え、アレルギー性の疾患が増えている」と言っ

ても嘘ではありません。

　CS の子供、乳幼児が増えているのもまさに、

そこに問題があるのではないかと思えます。建材

だけでなく、すべての生活物資まで考え直し暮ら

さないと、高気密化した、今の住宅は危険と隣り

合わせです（図 13）。

　交通事故や目に見えるケガではありませんの

で、何が問題で、何が悪いのかは、発症して初め

て色々なことを調べ勉強し、気が付く人ばかりで

す。その時では手遅れなのが、「乳幼児や子供が

発症する化学物質過敏症」です。この稚い子供た

ちは、今後一生、アレルギー性の病気や CS を抱

えて生きていかなくてはならないのです。

シックハウス症候群には、

くれぐれもご注意を

　最近特に、若い人で 35 年ローンで新築の住宅

を購入する人が増えています（写真 14）。その中

でも、木造系の住宅は極めて危険です。また、ア

パートやコーポと言われる建物で、新しい木造系

の住宅は極めてシックハウスの危険性がありま

す。

　新築の建物を購入する場合は、コンクリート系

の集合住宅か、できればリフォームしていない古

い物件を選んで、しっかり吟味した素材で手直し

をすることをお薦めいたします。またアレルギー

疾患やアトピー性皮膚炎などがある子供がいるご

家族は、住む場所には特にご注意ください。一生

を左右する大問題の一つだと私は思います。

　シックハウス症候群という問題は以前と何も変

わっていません。まして以前より危険性が倍増し

ているのが現実です。最近国が、再度、建築基準

法の改正を視野に動きはじめていると、一昨年か

ら情報が入りはじめました。その内容はまだ不明

ですが、しかし今度は、壁紙に使われている化学

物質（可塑剤等）の規制にもやっと乗り出すよう

です。法律を国会に掛け、可決し、準備期間を経

て施行となるには、まだまだ時間が掛かります。

　この間にもシックハウス症候群や化学物質過敏

図12　植林した森林（イメージ図）。日本人の多くがアレル
ギー疾患や花粉症に罹患している。

図14　つぎつぎに建てられる木質系の住宅。敷地が狭く、
割安のため20代・30代の新婚さんなども購入している。

（写真は奈良県内）

図13　有機リンとスギ花粉アレルギーの関係
＊出典：石川�哲（1993）『化学物質過敏症ってどんな病気―からだから化学物質
「農薬・食品添加物」を除去する健康回復法』合同出版
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症の子供は増え続けています。新品のビニールク
ロスや塩化ビニールの床材（通称 CFシート）など
にも十分ご注意ください。
　住宅を引っ越した（リフォーム済みの物件や新築住
宅などに移動した）、住まいをリフォームした方で、
以下にあてはまる場合などはご注意ください。

転居やリフォーム後に
性ーピトア、たし症発を症粉花てめ初年のそ ・　

皮膚炎が再発した
　・ニオイがとても気になるようになった
　・アレルギー疾患が悪化した
　・引っ越し後、性格が変わった
　・怒りっぽくなった
　・室内で咳が出る
　・リフォーム後、すぐイライラする
　・引越し後、夫婦喧嘩が多くなった
　・室内にいるとすぐ眠くなる。集中できない
　・新しい住まいになってから、トイレが近い

　・以前と比べ、子供が落ち着かなくなった
　・子供が以前より暴れたり、暴力的になった

。いたいが頭とるき起朝。たっなくなれ眠夜 ・　
すっきりしない

　こうした変化がある場合は、シックハウス症候
群を一度疑ってください。化学物質に被曝する割
合が高いのは、窓を閉めることの多い真夏と真冬、
そして夜の就寝時です。ご注意ください。
　またそのまま放置しておきますと、化学物質過
敏症を発症するのは確実です。その時は出なくて
も、何年か後に発症するケースが多く、当社に相
談の電話が入って来る方の多くが、新しくした建
物に移ってから 2～ 5年以内に CSの症状が表れ
たり（ニオイに敏感になるなどの初期症状後に発症）、
またいきなり何の前触れもなく、ちょっとした
切っ掛けで、重症のCSを発症してしまう方が多
いのが事実です（図 15）。十分にご注意ください。

図15　シックハウス症候群の病態周知用リーフレット（名古屋Reの会、化学物質過敏症の患者会作成）


