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序文 

　健康的な室内空気は人々の基本的な権利として認識されている。人々は日々、生活の大
半の時間を、家やオフィス、学校、医療施設、その他の私的もしくは公的な施設といった
建物の中で過ごしている。これらの建物の中で吸い込む空気の質は人々の健康と福祉の重
要な決定因子である。したがって、空気質の不適切な管理は身体に深刻な負担を与える。 

　ダンプネスやカビ、化学的もしくは生物学的因子によって引き起こされる室内空気汚染
は世界的に罹病と死亡の主な原因になっている。年間およそ１５０万件の死亡が屋内にお
ける固体燃料の燃焼と関連しており、その大多数が低所得国の女性や子どもである。 

　室内空気質の健康に対する重要性やその質の低下を引き起こす諸因子に関する知識は、
建物の所有者、開発者、使用者、そして居住者といった利害関係者による清潔な室内空気
を維持するための行動を可能にする鍵である。これらの行動の多くは、個々の建物使用者
の力だけでは果たせず、建築物の設計や構造、そして材料に関する適切な規制措置や適切
な住宅政策および居住政策を経て公的機関によってなされなければならない。我々のガイ
ドラインよって提供される健康的な室内空気質を構成するための基準は、室内空気汚染と
関連性のある病気の予防に不可欠である。 

　我々のガイドラインは、WHO本部との連携のもと、WHOの室内空気汚染に関するプロ
グラムの一部としてWHO欧州地域事務局によって開発された。特定の化学物質や燃焼生
成物によって生じる汚染に関連した室内空気質についてのガイドラインは開発中である。 

　WHOの室内空気質ガイドライン『ダンプネスとカビ』は、建築物の安全性の向上およ
び良好な状態の保証のための規制措置および政策を計画中、または策定中の公衆衛生当局
およびその他の当局にガイダンスを提供する。ガイドラインは世界中の科学者の協力によっ
て開発され、レビューされた。そして、この問題に関する現在入手可能な全ての化学的知
見に基づいた厳しいレビューによって提言が提供された。我々WHOは、これらの専門家
の努力に感謝するとともに、本作業が世界中の人々の健康の向上に貢献することを願う。 

WHO欧州地域ディレクター 

Marc Danzon 



要旨 

　本文書は、ダンプネスや関連する微生物の増殖および屋内空間の汚染による健康リスク
から人々の健康を守るための世界保健機関（WHO）ガイドラインを取りまとめたもので
ある。ガイドラインは、室内空気汚染物質による健康影響を研究している専門家（屋内で
の微生物増殖に影響する因子の特定に携わる者を含む）による学際的かつ包括的なレ
ビュー、ならびに蓄積された科学的根拠の評価に基づいている。 

　室内空気質の問題は、低所得国および中・高所得国において健康への重大なリスクファ
クターとして認識されている。人々は多くの時間を建物の中で過ごすため、屋内の空気は
とても重要なのである。住宅や託児所、老人ホーム、そしてその他の特別な環境において、
室内空気汚染は健康上の問題や年齢等の理由によってとりわけ脆弱な人々に影響を与える。
室内に十分な湿気があるとき、数百種類に及ぶ細菌や真菌類が増殖し、微生物汚染が引き
起こされる。微生物汚染物質への曝露は呼吸器症状やアレルギー、喘息や免疫学的反応と
臨床的に関連がある。 

　健康に関係する屋内の微生物汚染物質は多種多様であり、花粉や植物の胞子（主に屋外
から入る）から細菌や真菌類、屋内あるいは屋外で放たれた藻類および若干の原虫にまで
及ぶ。また、人から人に伝播する様々な微生物やアレルゲンも含まれる。室内空気を汚染
するいくつかの生物学的因子の危険性に関しての有力な証拠があるが、２００６年１０月
に召集されたWHOの作業部会は、健康障害の要因となる微生物や生物学的因子の個々の
種別は特定できないという結論を下した。これは、人々がしばしば複数の汚染因子に同時
に曝露していること、正確な暴露評価が複雑であること、曝露による症状や健康転帰が多
岐にわたることに起因する。屋内塵性ダニやペット等の特定の因子に起因するような一般
的なアレルギーは例外に含まれる。 

　屋内環境における多くの生物学的因子の存在は、ダンプネスと不適切な換気に起因する。
ほとんど全ての屋内建材が過剰な湿気によって、カビや真菌類や細菌といった微生物の増
殖を引き起こし、続いて、増殖したそれらの微生物は胞子や細胞、断片、そして揮発性有
機化合物を空気中に放出する。さらに、ダンプネスは屋内建材の化学的または生物学的な
劣化を引き起こし、それもまた室内空気の汚染を招く。ダンプネスは、したがって、喘息
や呼吸器症状（例：咳や喘鳴）の矛盾のない有力なリスク指標であると示唆されている。
よって、室内空気中の生物学的汚染物質に対する健康リスクに関しては、ダンプネスをリ
スク指標と考えることでことで対応することができるであろう。 

　健康被害は、屋内への水の侵入、過剰な湿気からの生物学的因子の増殖、物理的または
化学的な劣化、そして生物学的および化学的な有害因子の放出などに関わる複雑に連鎖し
た一連の出来事から生じる。我々のガイドラインを裏付ける科学的根拠のレビューは、こ
れらの一連の出来事の流れに沿う。建物のダンプネスに関連する問題、また屋内での生物
学的・非生物学的汚染物質への曝露によって起こる影響については第２章にまとめられて
いる。ここでは曝露評価に対するアプローチも取り上げている。屋内空間におけるダンプ
ネスおよび生物学的因子の増殖の重要な決定要因は換気であり、この問題は第３章で議論



されている。屋内での曝露に関わる健康影響の証拠は第４章で提示されており、これはダ
ンプネスとカビによる健康影響についての疫学研究、臨床的研究、毒性学的研究に基づい
ている。疫学調査および毒性学的研究の結果は付属文書にまとめられている。 

　２００７年１０月１７日、１８日にドイツのボンで開催されたWHO作業部会のミーティ
ングで、招かれた専門家よりレビューのための基礎資料が準備され、議論された。WHO
作業部会の議論の結論は第５章で提示されており、本要旨においてはこの後提示される。 

各国の異なる気候条件のもとで実施された調査により十分な疫学的証拠が提供され、湿　　　　　　　
気やカビのある建物（住宅または公共の建物）内にいる人々は呼吸器症状や呼吸器感染
症、喘息増悪のリスクが高いことが示された。いくつかの調査結果はアレルギー性鼻炎
や喘息のリスクの増加も示唆した。多くは実施されなかったものの、介入試験の結果、
ダンプネスの改善が健康被害の軽減に繋がることが示された。 

カビおよびその他の生物学的因子に関わるダンプネスへの曝露が、過敏性肺炎やアレル
ギー性肺炎、慢性副鼻腔炎、そしてアレルギー性真菌性副鼻腔炎といった珍しい疾患の
リスクを高めるという臨床的な証拠が示された。 

in vivo試験および in vitroから得られた毒性学的証拠は、これらの疫学的研究や臨床的
研究の研究結果を支持する。両試験では、湿気の多い建物内で捕集された微生物（胞子
や代謝産物、諸成分を含む）への曝露後の多様な炎症反応および毒性反応が示された。 

アトピーやアレルギーのある人々の集団は、湿気のある屋内環境で見られる生物学的因
子または化学的因子の影響を特に受けやすいが、健康への有害な影響はアトピーではな
い人々にも確認された。 

多くの国での喘息やアレルギーの罹患率の増加は、建物内のダンプネスとカビに対して
感受性の高い人々の増加を招く。 

健康リスクの要因となる条件については以下に要約されている。 

屋内のダンプネスの蔓延は、国、大陸、気候帯間において、またそれぞれの国、大陸、
気候帯内において状況が大きく異なる。ヨーロッパや北アメリカ、オーストラリア、イ
ンドそして日本では屋内環境の１０％から５０％に影響を与えると推定される。河川の
流域や沿岸部といったある特定の環境においては、ダンプネスの状況は同国内の平均と
比べて圧倒的に深刻である。 

真菌類や放射菌類、その他の細菌を含む微生物の増殖のもっとも重要な誘因は、建築材
料の表面もしくは内部の水分の量である。 

微生物は偏在しており、水のあるところならどこでも急速に繁殖する。通常、大抵の屋
内空間にちりやほこりが存在しており、それらが微生物に十分な栄養を与え、微生物の
大規模な増殖を助ける。カビはすべての建築材料の表面ないし内部で増殖できるが、一



方で、適切な建築材料を選択することでちりやほこりの蓄積、水分の侵入、そしてカビ
の増殖を防ぐことができると言える。 

微生物の増殖は、屋内空気中に多くの胞子、細胞片、アレルゲン、マイコトキシン、エ
ンドトキシン、β-グルカン、そして揮発性有機化合物をもたらす可能性がある。健康に
有害な影響を与える原因因子の決定的な特定には至らなかったが、屋内環境においてこ
れらの物質が過剰なレベルで存在することは、健康被害の潜在的な危険因子になると言
える。 

微生物の相互作用、および湿気に関連した建築材料からの物理的または化学的物質の放
出も、ダンプネス関連の健康影響の一因となる可能性がある。 

健康と快適性に関わる建築基準および建築法規は、過剰な湿気とダンプネスの予防およ
び管理に対する要件に十分に重点を置いていない。 

ときおり起こる水漏れや大雨洪水などを除いて、多くの場合、水の侵入は外から入って
くる空気によって生じる。これには、建物の使用者の活動の結果生じるものや建築エン
ベロープを浸透して入ってくるものが含まれる。 

表面温度が周囲の空気の温度より下がることによって結露が生じる可能性がある。熱橋
（金属の窓枠など）、不適切な断熱、非計画的な換気経路、そして空調設備の冷えた配
管やパーツが、露点を下回る表面温度の発生およびダンプネスを招く場合がある。 

このレビューに基づき、以下のガイドラインが策定された。 

建物内の物質の表面部分や建物の構造部で起こる微生物の増殖と持続的なダンプネスは、
健康に有害な影響を招く恐れがあり、阻止すべきまたは最小限に抑えるべきである。 

ダンプネスおよび微生物の増殖の指標は、建物内の物質の表面部分および建物の構造部
における結露の有無、目視できるカビ、知覚されるカビ臭、水によるダメージ、水漏れ
や水の侵入の経過などである。徹底的な点検、あるいは適切な測定によって、屋内の湿
気と微生物の増殖の確認ができる。 

ダンプネスおよび微生物因子への曝露と健康影響の関係は正確に定量化することができ
ないため、微生物汚染の許容レベルを示す定量的な指針値や基準値は提言できない。代
わりに、ダンプネスおよびカビに関わる問題の阻止が勧められる。ダンプネスやカビは、
微生物や化学物質への危険な曝露のリスクを高めるため、発生した場合には改善される
べきである。 

デザイン性が高く、優れた建築構造で、よく維持された建築エンベロープは熱橋および
水や水蒸気の侵入を防ぐため、過剰な湿気や微生物の増殖の防止および管理にとって極
めて重要である。湿気の管理には、過剰な湿度、表面の結露、建築材料の過剰な湿気を
防ぐための適切な温度調節と換気調節が必要とされる。換気は空間全体に有効に行き渡
るべきであり、空気の滞留は避けなければならない。 



建物の所有者は、適切な建築構造およびその維持を保証することによって、過剰な湿気
やカビの発生しない健康的な仕事場または居住環境を提供する責任がある。建物の使用
者は、ダンプネスやカビの増殖を招くことのないよう、水道、暖房、換気、および諸設
備を適切に使用する責任がある。ダンプネスを介する微生物の増殖の管理および望まし
い室内空気質の保証のために、気候の異なる地域に対してそれぞれに合った提言の改定
が成されるべきである。 

ダンプネスとカビは、特に管理の行き届いていない低所得者の住宅において蔓延してい
る可能性がある。疾病負担の増加を抱えて生きる人々に更なる健康の悪化要因を与える
ことのないよう、有害な曝露へ繋がる状況の改善は優先されるべき事項である。 

　我々のガイドラインは、環境的、社会的、そして経済的に多様な状況下において公共の
健康を守る目的で、また最善の室内空気質の獲得をサポートする目的での世界的な利用が
意図されている。ダンプネスやカビに関わる有害な健康影響の発生を防ぐ建築物の特性に
重点が置かれている。様々な経済発展レベルや異なる気候に適応しており、関連する全て
の人口集団を網羅している。そして、ダンプネスや微生物汚染による健康リスクの軽減に
向けた実行可能なアプローチを提案している。ダンプネスやカビのリスクはいかなる場所
においても発生するため、私的な建物も公的な建物も範囲に含まれている（例：オフィス
や老人ホーム）。しかしながら、特別な製造工程における曝露や病院での病原菌への曝露、
ハイリスク患者のケース等は考慮されない。 

ガイドラインは室内空気質管理の目標は提供するが、その目標達成のための指導は提供し
ない。 

　必要な措置および指針は、地域の技術的条件、開発レベル、人的能力および人的資源に
よって決まる。WHO本部により推奨される我々のガイドラインはこの多様性を認識して
いる。政府は政策目標の策定において、地域の実情を考慮し最も効率的に健康目標が達成
されるよう行動を選択すべきである。 



第1章　序論 

１．１　背景 

　室内空気質の問題は、低所得国および中・高所得国において健康への重大なリスク因子
として認識されている。人々は多くの時間を建物の中で過ごすため、屋内の空気はとても
重要なのである。住宅や託児所、老人ホーム、そしてその他の特別な環境において、室内
空気汚染は健康上の問題や年齢等の理由によりとりわけ脆弱な人々に影響を与える。室内
に十分な湿気があるとき、数百種類に及ぶ細菌や真菌類が増殖し、微生物汚染が引き起こ
される。微生物汚染物質の人への曝露は呼吸器症状やアレルギー、喘息や免疫学的反応と
臨床的に関連がある。 

　室内空気は健康の決定因子として特別な役割を担っており、室内空気質の管理には室外
空気とは異なるアプローチが求められる。これらの理由により、『WHO空気質ガイドラ
イン（WHO欧州地域事務局、2006a）』のグローバル改訂の準備をしている作業部会は
WHOも室内空気質に特化したガイドラインを準備するべきとした。これは過去のWHO作
業部会の提言および彼らによって策定された『健康的な室内空気への権利（WHO欧州地
域事務局、2000a）』、特に「説明責任の原則の下、すべての関係機関は　室内空気質の
評価および査定、またその人々の健康や環境への影響に関する明確な判断基準を設けるべ
きだ。」と謳う第6原則に沿ったものである。 

　2006年10月にドイツのボンで開催された後続の作業部会のミーティングは、既存のWHO
空気質ガイドライン（WHO欧州地域事務局、2000b、2006a）の室内空気への適用およ
び複数の化学物質に関して特定の室内空気ガイドラインが推奨されたことを承認した。屋
内環境における健康に対して特に重要なリスク因子である2つのカテゴリー（生物学的因
子と屋内での燃焼）に関しても、ガイドラインに追加することを推奨した。 

　健康に関係する屋内の微生物汚染物質は多種多様であり、花粉や植物の胞子（主に屋外
から入る）から細菌や真菌類、屋内あるいは屋外で放たれた藻類および若干の原虫にまで
及ぶ。また、人から人に伝播する様々な微生物やアレルゲンも含まれる。室内空気を汚染
するいくつかの生物学的因子の危険性に関しての有力な証拠があるが、２００６年１０月
に召集されたWHOの作業部会は、健康障害の要因となる微生物や生物学的因子の個々の
種別は特定できないという結論を下した。これは、人々がしばしば複数の汚染因子に同時
に曝露していること、正確な暴露評価が複雑であること、曝露による症状や健康転帰が多
岐にわたることに起因する。屋内塵性ダニやペット等の特定の因子に起因するような一般
的なアレルギーは例外に含まれる。　 

　生物学的因子の集中研究のための定量的評価ガイドラインの提供はできなかったが、健
康を守り、安全な屋内環境の指標を定義することによって健康リスクを特定するために、



提言、ガイダンス、そしてガイドライン（本文書では全て「ガイドライン」と言及されて
いる）が策定された。したがって、ガイドラインはリスクが生じる可能性のある状況と問
題を定義しているが、生物学的因子への許容範囲内の曝露に関しての提言は含んでいない。
我々のガイドラインの目的は、公共の保険機関と一般の人々が危険性を認知して、そのリ
スクを減少させることを助けることである。 
　しかしながら、ガイドラインは室内空気質を管理するための具体的な取り組みについて
は提言をしていない。それらは、すでにいくつかの国でなされているように、国レベル、
または地域レベルで取り上げられるべきである。　 

　室内空気中の生物学的汚染物質に関する文献の数は膨大であるが、汚染物質の有無や増
殖を決定する（微小）環境条件の記述に使用されている用語の正確な意味についての普遍
的な合意はない。 

本ガイドラインで使用されている用語の諸定義は下記のBox1に示されている。 

BOX 1 本ガイドラインで使用されている用語の定義

空調システム（Air-conditioning system）：コンディションの良い空間作りに必要な条件を満たすために
空気の温度や湿度、清浄度、そして分散などを同時にコントロールする装置のこと。 

ダンプネス（Dampness）：建物の中での過剰な湿気によって起こる、目に見えて、測定可能で、知覚さ
れるすべての結果のこと（例：カビや水漏れ、建築材料の劣化、カビ臭、微生物の増殖、または直接測定
される過剰な湿気）。 

過剰な湿気（Excess moisture）：水分値が設定基準より高い状態。通常、建築材料や空気中の水分や相
対湿度と表される。 

湿気（Moisture）：（１）水蒸気；（２）土壌や断熱材などに含まれている水分。ただし、量のある水や
流動水は含まない。 

湿気による問題やダメージ（Moisture problem or damage）；水によるダメージ（water damage）：
室内気候の問題や建築アッセンブリの耐久性の問題などといった過剰な湿気によって起こる、目に見え
て、測定可能で、知覚されるすべての結果のこと；湿気によるダメージは特に建築アッセンブリの耐久性に
関わる問題；水によるダメージは様々な水漏れによって引き起こされる水による問題。 

水分移動（Moisture transport）について：水分は、蒸気または液体の状態で拡散や対流、毛細管吸引、
風圧や重力（水圧）によって運ばれ得る。 

カビ（Mould）：「菌糸」と呼ばれる多細胞の糸状の構造で成長する微細な真菌類のすべて。遺伝的に同
一の核を持った多数の管状の細胞の集まりはコロニーと呼ばれ、単一生物とみなされる。一方、単細胞状
態で成長する微細な真菌類は「酵母」と呼ばれる。 

換気（Ventilation）：その時点で空気のコンディションが良いか悪いかに関わらず、あらゆる空間におい
て、自然かまたは機械的な手段によって空気を供給したり排出したりするプロセスのこと。



　屋内環境における多くの生物学的因子の存在は、ダンプネスと不適切な換気に起因する。
ほとんど全ての屋内建材が過剰な湿気によって、カビや真菌類や細菌といった微生物の増
殖を引き起こし、続いて、増殖したそれらの微生物は胞子や細胞、断片、そして揮発性有
機化合物を空気中に放出する。さらに、ダンプネスは屋内建材の化学的または生物学的な
劣化を引き起こし、それもまた室内空気の汚染を招く。ダンプネスは、したがって、喘息
や呼吸器症状（例：咳や喘鳴）の矛盾のない有力なリスク指標であると示唆されている。
よって、室内空気中の生物学的汚染物質に対する健康リスクに関しては、ダンプネスをリ
スク指標と考えることでことで対応することができるであろう。 

ダンプネスやカビへの曝露の増加に関わる状況の一因となっている世界的動向（いくつか
の広く認められているもの）を以下に挙げる。 

適切に実行されていない省エネルギー対策（建物エンベロープの強化）、換気の欠陥、
不適切な断熱。 

都会化現象（移住、建築方式、人口密度の観点で）、都市の退廃、住宅の空き状況や社
会的不公平。 

気候変動（異常気象発生度の上昇）、気候帯の変動。 

建築材料や建築コンポーネント、建築コンセプトや建築技術のグローバル化とそのクオ
リティ。 

これらの状況が室内空気中の生物学的汚染物質による健康への悪影響のリスクを高めてい
る。 

１．２　レビュー範囲 

２００６年１０月に召集されたWHO作業部会の提言のうちのひとつは、屋内空間におけ
るダンプネスおよび関連する微生物の増殖と汚染によって引き起こされる主要な健康リス
クを特定し、人々の健康を守るための適切なガイドラインを策定することであった。 

屋内塵性ダニやペットからのアレルゲンに特化したガイドラインは別途作成されるので、
本ガイドラインではこれらのアレルゲンについては、湿気やダンプネスの存在が確認され
た場合にのみ簡単に触れられている。 

　レビューは、カビだけではなく屋内環境の過剰な湿気に関連するその他の生物学的因子
（細菌など）も網羅する。曝露に関連する全ての因子をタイトルに含むのはふさわしくな
いと考えられたため、ガイドラインの内容を簡潔かつ正確に表す妥協案として『ダンプネ
スとカビ』が採用された。 

　レビューの間、ダンプネスや湿気といった用語の定義付けの必要性について広く議論が
行われた。作業部会は、しかしながら、用語を矛盾なく使用することは重要だが、明確な
定義付けには限界があるとした。科学的研究においては多様な定義が使用されており、レ



ビューの際にネイティブ・スピーカーでさえそれらの定義の微妙な差を認識できなかった。
よって我々は、使用されている用語をそれぞれの分脈において個々に判断しなければなら
なかった。 

　健康被害を構成する複雑な因果関係の連鎖は、屋内で発生する水分を過剰な湿気によっ
て微生物の増殖、物理的または化学的劣化、さらに生物学的および化学的有害因子の放出
にまで結び付ける。この因果関係の連鎖を認識した上で科学的根拠のレビューがなされ、
第２章では建物のダンプネスに関わる問題、屋内での生物学的・非生物学的汚染物質への
曝露の影響に関してまとめられている。また、ここでは曝露評価に対するアプローチも取
り上げている。 

　屋内空間におけるダンプネスおよび生物学的因子の増殖の重要な決定要因は換気であり、
この問題は第３章で議論されている。作業部会は、建物の運営および建物の使用者の健康
において換気は大きな役割を担っており、これらの側面は室内の燃焼に関する室内空気質
ガイドラインの中などで別途まとめられるべきであるとの認識を示した。また、建物にお
いての湿気の管理は２番目に重要な問題として第３章でまとめられている。建物における
湿度と温度差の好ましくない組み合わせは結露を招き、その結果として建築材料の腐敗お
よび微生物の増殖が起こる可能性がある。 

　屋内でのダンプネスやカビへの曝露に関わる健康影響の証拠は第４章で提示されており、
これは疫学研究や臨床的研究、毒性学的研究に基づいている。 

１．３　ガイドラインの作成 

　２００６年の計画会議において、ガイドラインの作成を進める運営委員会の発足が推奨
された。運営委員会は基礎資料の初稿のための著者と査読者を推薦した。初稿は２００７
年８月にWHOに提出され、編集された後に外部評価に回された。この初稿および査読者
のコメントが、２００７年１０月１７日、１８日にボンで開催されたWHO作業部会のミー
ティングに背景的情報を提供した。ここで科学的根拠およびレビュー時に作成された査読
者のコメントへの評価が行われた。作業部会は健康リスクの評価をまとめ、ガイドライン
は本文書の第５章に示されるべきだと推奨した。作業部会のミーティングの会期前および
会期中に集められたコメントは基礎資料の主著者によって、第１章から第４章の第２草稿
の作成のために使用された。これらの草稿は作業部会のメンバーによってレビューされた。
査読者のコメントを含めて、すべての章の最終稿が運営委員会に承認された。 

　我々のガイドラインの提言は２０１８年まで有効であると予想される。その時が来たら、
ジェノバに本部を置くWHO公衆衛生環境局がガイドラインのレビューを開始する。 

１．４　ガイドラインおよび室内空気質の管理 

　我々のガイドラインは、環境的、社会的、そして経済的に多様な状況下において公共の
健康を守る目的で、また最善の室内空気質の獲得をサポートする目的での世界的な利用が
意図されている。ダンプネスやカビに関わる有害な健康影響の発生を防ぐ建築物の特性に



重点が置かれている。様々な経済発展レベルや異なる気候に適応しており、関連する全て
の人口集団を網羅している。そして、ダンプネスや微生物汚染による健康リスクの軽減に
向けた実行可能なアプローチを提案している。ダンプネスやカビと健康影響の関係につい
ての科学的根拠は第２章から第４章にまとめられている。ダンプネスやカビのリスクはい
かなる場所においても発生するため、私的な建物も公的な建物も範囲に含まれている（例：
オフィスや老人ホーム）。しかしながら、特別な製造工程における曝露や病院での病原菌
への曝露、ハイリスク患者のケース等は考慮されない。 

　ガイドラインは室内空気質管理の目標は提供するが、その目標達成のための指導は提供
しない。必要な措置および指針は、地域の技術的条件、開発レベル、人的能力および人的
資源によって決まる。WHO本部により推奨される我々のガイドラインはこの多様性を認
識している。政府は政策目標の策定において、地域の実情を考慮し最も効率的に健康目標
が達成されるよう行動を選択すべきである。 



第２章　建物のダンプネス、また屋内での生物学的・非生物学的汚
染物質への曝露に対してダンプネスが与える影響 

Joroen Douwes著 
２．１　屋内のダンプネスの頻発 

　２００４年にいくつかのヨーロッパの国とカナダ、アメリカで実施されたInstitute of 
Medicine（２００４）による研究のレビューは、少なくとも２０％の建物でひとつかそ
れ以上のダンプネスの徴候があったことを示した。この推定は、デンマーク、エストニア、
アイスランド、ノルウェイそしてスウェーデンの１６,１９０人を対象とした
Gunnbjörnsdóttir et al.,（２００６）による調査結果に合致する（屋内のダンプネスの蔓
延度：全体で１８％、最低１２.１％（ヨーテボリ、スウェーデン）、最高３１・６％（タ
ルトゥ、エストニア））。ダンプネスは、水漏れやその他の水によるダメージ、床材の変
色、床や壁や天井の目視できるカビといった自己報告の指標をもとに定義された。アメリ
カで実施されたいくつかの研究から、Mudarri and Fisk（２００７）は、ダンプネスやカ
ビは住宅の５０％で蔓延していると推定した。 

　低所得国のデータは多くは得られなかったが、いくつかの研究から世界のその他のエリ
アにおいても屋内のダンプネスは頻繁に発生していることが示唆された。例えば、台湾や
中国の地方では１２.２％の親あるいは保護者が、住んでいる住宅または居住施設が湿気
を帯びていると認識しており、３０.１％が過去１年間に家の中に目視できるカビが存在
したと報告し、４３.４％がよどんだ水、水によるダメージや水漏れの出現を報告し、６０％
がこれらの事象の少なくともひとつを報告した（Yang et al., ２００７）。シンガポール
での４７５９人の児童を対象にした研究では、子どもたちの寝室の５％にダンプネスの蔓
延がみられ、３％にカビの蔓延がみられた（Tham et al., ２００７）。住宅のその他のエ
リアに関するダンプネスとカビの全体的な蔓延の調査結果は提供されなかった。中国の３
つの都市（北京、広州、香港特別行政区）で１０,９０２人の学童の親を対象に実施され
た調査では、およそ１１％が天井と壁のカビを報告した（Wong et al., ２００４）。日本
において過去４年以内に建てられた９８戸の住宅の居住者を対象に実施された調査では、
４１.７％が窓ガラスや壁の結露を報告し、１５.６％が目視できるカビの発生を報告した
（Saijo et al., ２００４）。ロシア連邦北部の北極地方の都市ニケルに住む３３６８人の
成人を対象に実施した調査では１３％が屋内の湿気を報告した（Dotterud, Falk, １９９
９）。ウエストバンクおよびガザ地区で村や都市、難民キャンプの研究参加者を対象に実
施された喘息の症例対象研究においては、１１０の居住施設のうち６２箇所（５６％）で
壁や天井の目視できるカビの存在が報告された（El Sharif et al., ２００４）。目視でき
るカビが存在する湿気の多い居住施設の蔓延は難民キャンプにおいて最も割合が高く、７
５％の居住施設が影響を受けていた。ウエストバンクのラマッラー南部Al-Ama’ri 難民キャ
ンプでランダムに選ばれた１８８戸の居住施設を対象に実施された別の調査では、７８.



２％の居住施設で湿気の問題、水漏れ、屋内のカビが報告された（Al- Khatib et al., ２０
０３）。 

　ダンプネスは、過密居住状況で適切な暖房、換気、断熱がなされていない場合に発生し
やすく、低所得層における屋内の湿気の蔓延度は国の平均より大幅に高い（Institute of 
Medicine, ２００４）。例えば、イギリスにおける１９５４人の若い母親を対象にした調
査では、持ち家もしくは抵当に入れた住宅に居住している相対的な富裕層は５２％が湿気
を２４％がカビを報告し、公営住宅や借家に居住している場合に比べて極めて頻度が低かっ
た（後者においては５８％が湿気を５６％がカビを報告した）（Baker, Henderson,  １
９９９）。同様にドイツ東部の２５,８６４人の学童を対象にした調査では、教育水準の
低い親を持つ子どもは教育水準の高い親を持つ子どもに比べて４.８倍高い確率で湿気の
多い住宅に住んでいることが示された（９５％信頼区間、３.４～５.４）。また、中程度
の教育水準の親を持つ子どもは１.８倍高い確率で湿気の多い住宅に住んでいる（９５％
信頼区間、１.６～２.１）（du Prel, Kramer, Ranft, ２００５）。 

　手頃な価格の住宅の不足が深刻化しており、家主には賃貸用住宅を改善する動機がほと
んどなく、屋内の湿気は低所得国および低所得地域において重要な問題であり続けそうで
ある。同様に、住宅の改善にはかなりの費用を要し、その事が持ち家を低水準の状態から
改善しようという所有者を実行から遠ざけている可能性がある。これは、すでに深刻な健
康への負担を抱えている低所得層のさらなる負担となる。 

　ほとんどの評価は自己報告調査に基づいており、偏りがある可能性がある。この問題に
対し、いくつかの研究において自己報告のダンプネスが専門的訓練を受けた検査官による
調査結果と比較された。ほとんどの研究において、居住者は検査官よりも高い割合でダン
プネスを報告したことが分かったが（Bornehag et al., ２００１）、居住者が検査官より
も低い割合でダンプネスを報告した研究もいくつかあった（Williamson et al., １９９７
年；Nevalainen et al., １９９８）。Engman, Bornehag and Sundell（2007）および
Sun, Sundhell and Zhang（2007）の研究もまた、ダンプネスとカビ臭に関して、自己報
告と検査官による調査の一致性が低いことを示した。Douwes et al.（1999）は、しかし
ながら、居住者が報告した湿気やカビのある場所は検査官が報告した目視できるこれらの
徴候に比べて屋内の真菌類に対する客観的尺度とより相関性があることを発見した。
Sundhell and Zhang（2007）によって同様の報告がなされている。真菌濃度の客観的尺
度とアンケート調査を比較した他の試験においてはこの結果は確認されなかった（Dales, 
Miller, McMullen, １９９７）。 

　究極的な判断基準がないため、住宅のダンプネスの正確な蔓延度は確立することができ
ないが、居住者および検査官の報告は最も豊かな国々においておよそ１０％～５０％の蔓
延度を示した。証拠の収集は豊かではない国々においてより限定的ではあるものの、問題
の大きさは似かよっているように思われ、蔓延度は５０％をも超えることがある（例えば
前述のウエストバンクやガザ地区の難民キャンプにおいて）。湿気の問題は恵まれない地
域において最も一般的であることから、そこに住む人々のかなり大きな割合が屋内環境に
おける湿気に関連した健康への悪影響のリスクにさらされている。 



　気候変動やその影響を受けた天気（嵐や集中豪雨など）、続いて起こる海面上昇、そし
て頻発し長期化している洪水は、湿気の問題を抱える建物の割合をさらに高している可能
性が高い。これは河川の流域や沿岸部といった水害の起きやすいエリアにおいて特に言え
ることである。加えて、エネルギーコストが高いために多くの住宅において冬に適切な暖
房使用をすることができず（いわゆる燃料不足）、結露や屋内のダンプネスを招いている。
 
　屋内のダンプネスやカビは、学校、託児所、オフィスなどの住宅以外の建物でも発生し
ている（Mudarri, Fisk, ２００７）。これらの建物で起きるダンプネス関連の曝露による
健康リスクは、住宅においてのそれと類似する。しかし、これらの施設におけるダンプネ
スとカビの蔓延を評価するための組織的な調査は実施されなかった。 

２．２　ダンプネスが屋内環境の質に与える影響 

　屋内環境には、生きている微生物（viable）や生きていない微生物（non-viable）、断
片、毒素類、アレルゲン、微生物由来揮発性有機化合物、そしてその他の化学物質が複雑
に混在している。これらの因子の屋内における濃度は、屋内環境の湿気によって高められ
ると疑われており、そこで居住・就労している人々の健康に影響を与えている可能性があ
る（第４章参照のこと）。特にじめじめした環境を好む屋内塵性ダニと真菌類は主な要因
になっていると示唆されてきている。屋内塵性ダニおよび何種類かの真菌はアレルギーや
喘息と関連があると知られているアレルゲンを産生する。多くの真菌は呼吸器の健康に影
響を与える疑いのある毒素や刺激物も生成する。 

　ダンプネスは細菌の増殖やウイルスの存続を助けている可能性があるが、文献において
はこれについてあまり関心が寄せられていない（セクション２.３.２および２.３.７参照の
こと）。加えて、ダンプネスは不適切な換気の指標でもあり、潜在的に有害な幅広い屋内
汚染物質の増加を招く可能性がある。過剰な湿気もまた、床材などの建築材料からの化学
的物質の放出の増加を招く可能性がある（セクション２.３.６参照のこと）。さらに、よ
どんだ水はゴキブリやネズミを引きつけ、それらは屋内のアレルゲンのもとになったり、
感染症を伝搬する可能性がある。しかしながら、これらの有害生物は湿気の多い建物に特
別に存在しているわけではないので、本文書においてはさらなる議論は行わない。湿った
屋内環境（特に湿った汚れや木材）はシロアリを引きつけ、建物に大きなダメージを与え
る可能性がある。これによって構造物の健全性を著しく損なうことがあれば、建物の使用
者の健康と安全にも影響がおよぶことになる。また、シロアリの存在は潜在的に有害な殺
虫剤の使用（および誤使用）を誘因し、間接的に屋内環境に影響を与えるかもしれない。
しかし、シロアリの室内空気質への直接的な影響は知られていないため、本文書ではさら
なる議論は行わない。レジオネラ症の発生は一般的に建物内の水源と関わりがあるが、建
物の湿気と特別な関わりがあるわけではないので、さらなる議論は行わない。 

２．２．１　屋内塵性ダニ 

　第１章に示されているとおり、我々のガイドラインの焦点はダンプネス、カビおよび生
物学的因子である。しかし、湿気の多い屋内環境と密接な関わりがある屋内塵性ダニにつ



いても手短に議論された。喘息と屋内の湿気、屋内塵性ダニ、アレルゲンとの関連性につ
いての文献の詳細な概要は、Institute of Medicine（2000）による住宅のダンプネスと喘
息に関する報告書を参照のこと。 

　屋内塵性ダニは蛛形綱に属し、多くの異なる種が特定されているが、湿気の多い屋内環
境に関与しているのは数種類である（セクション２.３.１を参照のこと）。屋内塵性ダニ
の食料源には皮膚の薄片などが挙げられるが、食材源はその他にも多く存在するかもしれ
ない。よって、多くの住宅において（特にマットレスやカーペットや絨毯で）、栄養源は
豊富に存在する。臨床検査によって屋内塵性ダニの生存および発育には４０％～５０％を
超える相対湿度が必要であることが示された。また、相対湿度が高いほど急速に成長・繁
殖する（Arlian, １９９２）。ゆえに屋内の湿度は屋内塵性ダニの生存および繁殖に重大
な影響をおよぼすのである。このことはいくつかの実地調査で確認されている（van 
Strien et al., 1１９９４；de Andrade et al., １９９５；Simpson et al., ２００２；van 
Strien et al., ２００４；Zock et al., ２００６)。住宅の湿気は、したがって、屋内塵性ダ
ニのアレルゲンへの曝露を大きく増加させる可能性があり、少なくとも穏やかで温暖な気
候帯ではこの傾向が確認された。 

２．２．２　真菌類 

　真菌は無数の種からなる偏在する真核生物である。新しい建築材料や洋服の表面などを
介して建物の中に運ばれる可能性がある。また、アクティブ換気またはパッシブ換気によっ
て建物に侵入する可能性もある。真菌類は、したがって、湿気の問題のない住宅において
もちりやほこりの中および家中の物質の表面部分で確認される。真菌類はいったん屋内に
入ると、湿気のあるところでしか増殖しない。真菌類の多くは、濡れるか湿ることがある
すべての物質の表面部分において容易に増殖する。すなわち、ほとんどすべての真菌類が
絶対湿度が飽和を下まわる（１００％を下まわる）生息環境で容易に発芽・増殖するとい
うことである。 

  発育する真菌類の種別は生息環境の水分活性に依存する。水分活性とは自由水（微生物
が利用できる水）の指標で、同一条件下（温度・圧力）における生息環境の水蒸気圧と純
水の水蒸気圧の比で示される。真菌の生育に必要な建物内の物質の表面部分における最低
水分活性は０.８０未満～０.９８超まで幅がある（Grant et al., １９８９；Table 1も参
照のこと)。要求する水分活性の値に基づき、屋内の真菌は次のように分類される；（１）
０.８０以下の水分活性で生育できる第１コロナイザー（２）０.８０～０.９０の水分活性
で生育する第２コロナイザー（３）発芽・菌糸の成長に０.９０超の水分活性を要する第
３コロナイザー（Grant et al., １９８９；Table 1も参照のこと）。第１コロナイザーお
よび第２コロナイザーには高湿度やいくらかの表面や隙間の結露でも十分な条件となるか
もしれないが、第３コロナイザーは一般的に深刻な結露問題を条件とする。不適切な断熱
などの欠陥工事、それと相まった不十分な換気、水漏れや洪水、地下水の侵入といった水
によるダメージなどがこの深刻な結露問題の要因である可能性がある。 



　真菌類は炭水化物やタンパク質、脂質といった栄養源も必要とする。真菌類の栄養源は
多様かつ豊富であり、ハウスダスト中の植物性または動物性物質から建物内の物質の表面
や建材（壁紙やカーテンクッションなど）、濃縮・堆積した食用油、塗料や接着剤、木材、
貯蔵物（食品など）、そして本などの紙製品にまでにおよぶ。よって、一般的に栄養源は
真菌類の増殖を制限する因子にはならない。実際、真菌類はセラミックタイルのような不
活性物質の上でさえ増殖することで知られており、ダスト粒子や水溶性成分から十分な栄
養を得ることができる。ほとんどの屋内の真菌類が１０℃～３５℃で増殖するため、屋内
の一般的な温度もまた制限因子にはならない。しかしながら、温度や栄養源は危機的な影
響は与えないものの、その成長率やいくつかのアレルゲン、代謝物質の生成に影響を与え
る可能性はある（Nielsen et al., 1999; Institute of Medicine, ２０００）。したがって、
水分が屋内の真菌類の増殖に対する最も重要な因子として残る。真菌類とその胞子の数は
湿気の多い住宅で上昇することが実地調査でも示されている（Gallup et al., １９８７； 
Waegemaekers et al., 1989; Douwes et al., １９９９）。ゆえに住宅のダンプネスは真
菌類の胞子、断片、アレルゲンの大きな要因となる（セクション２.３参照のこと）。 

　真菌類は健康に有害な影響を与えるだけではなく、建物にも考慮すべきダメージを与え
る。木材腐朽菌は特に建造物（木造の）にとって破壊的である。オーストラリア、ヨーロッ
パ、日本などで確認される木材腐朽菌の中で最も一般的で、恐らく最も破壊的なのは乾腐
菌のナミダタケ（Serpula lacymans）である（Singh, １９９９）。ナミダタケは急速に
増殖することができ、建物中の梁から梁へ広がって建物全体に破壊的な影響を与える可能
性をはらんでいる。木材腐朽およびそれに続く建築環境へのダメージの原因となる腐朽菌
（乾燥または湿った）は他にも数多く存在する（Singh, １９９９によってレビューされ
た）。またそれらは過敏性肺炎（外因性アレルギー性肺炎）の因果関係にも関与している。



Table 1. いくつかの特定の微生物に関して、建築材料や仕上げ材、内装材においての増殖に要求
される水分レベル 

水分レベル                                                                微生物の種類 

高 (aw, > 0.90; ERH, > 90%)                                   第３コロナイザー (親水性) 

Alternaria alternata 
Aspergillus fumigatus 
 Epicoccum spp. 
Exophiala spp. 
Fusarium moniliforme 
Mucor plumbeus 
Phoma herbarum 
Phialophora spp. 
Rhizopus spp. 
Stachybotrys chartarum (S. atra)  
Trichoderma spp.  
Ulocladium consortiale  
Rhodotorula spp.  
Sporobolomyces spp.  
Actinobacteria (or Actinomycetes)  

中 (aw, 0.80～0.90; ERH, 80～90%)                             第２コロナイザー  

Aspergillus flavus 
Aspergillus versicolora  
Cladosporium cladosporioides  
Cladosporium herbarum  
Cladosporium sphaerospermum  
Mucor circinelloides 
Rhizopus oryzae  

低 (aw, < 0.80; ERH, < 80%)                                     第１コロナイザー (好乾性) 

Alternaria citri 
Aspergillus (Eurotium) amstelodami  
Aspergillus candidus 
Aspergillus (Eurotium) glaucus  
Aspergillus niger 
Aspergillus penicillioides 
Aspergillus (Eurotium) repens  
Aspergillus restrictus  
Aspergillus versicolorb 
Paecilomyces variotii 
Penicillium aurantiogriseum  
Penicillium brevicompactum  
Penicillium chrysogenum  
Penicillium commune 
Penicillium expansum 
Penicillium griseofulvum  
Wallemia sebi  

注： aw＝水分活性； ERH＝平衡相対湿度 
出典： Grant et al. (1989); Gravesen, Frisvad, Samson (1994); ISIAQ (1996) a at12°C;b at25°C  



２．２．３　細菌 

　細菌は無数の種からなる偏在する単細胞の原核生物である。湿気問題のない住宅も含め、
家中の物質の表面部分やほこりの中で確認される。屋内環境での細菌の主な発生源は、外
気、人、そして屋内の細菌の増殖である。外気やヒト由来の細菌はほとんんど害がないと
考えられている。これらの細菌が屋内環境で活発に増殖したり、堆積したりした場合は健
康に影響を与える場合があるが、これは広範囲には研究されていない。 

　真菌類と同様に水分は細菌の増殖にとって重要な因子である。実際、細菌は大抵の真菌
類より高い水分活性を必要とする。ほとんどの屋内環境において増殖に必要な温度と栄養
源の条件が満たされる。驚くべきことに、湿気の多い住宅での細菌の増殖に関する研究は、
ほとんど実施されていない。しかし、いくつかの研究で、細菌が真菌類と同じエリアで増
殖することが示唆された。特にStreptomycetes（都市環境では通常の屋内植物相ではな
いグラム陽性の芽胞形成菌）は、湿ったもしくは濡れた建築材料上で増殖する可能性があ
る（Hyvärinen et al., ２００２）。したがって、屋内における細菌の存在は、その建物が
湿気の問題を抱えていることを示唆する（Samson et al., １９９４）。ダンプネスとの明
確な関連性は確認されていないが、グラム陰性菌のエンドトキシンの発生が湿気の多い建
物で増加することが示された（Bischof et al., ２００２； Solomon et al., ２００６）。  

２．２．４　原虫 

　原虫が湿気の多い屋内環境に関連する有害な健康影響を引き起こす曝露の一因となって
いる可能性については提案されてきた（Yli-Pirila et al., ２００４）。Yli-Pirila et al., （２
００４）の研究では、湿気でダメージを受けた建物において、１２４の建築材料サンプル
の２２％でアメーバが発見された。中でも湿気による深刻なダメージのあった建物の１１
の建築材料サンプルでは大部分で繊毛虫類および鞭毛虫類が発見された。原虫またはその
断片の気中濃度を評価する実地調査は実施されなかった。in vitro試験によってアメーバ
が特定の微生物の炎症誘発性の特性を強めることが示唆されたが（YliPirila et al., ２００
７）、原虫が湿気の多い建物での健康障害の一因となるかどうかは明らかではない。 

２．３　ダンプネスに関連した屋内の汚染物質 

　このセクションでは、湿気の多い屋内空間とそれに関連した健康影響に関わる最も重要
な屋内汚染物質について記述する。関連した健康影響については第４章で議論される。 

２．３．１　アレルゲン 

　特定の免疫反応を誘発する（結果として抗体を産生する）全ての物質が潜在的なアレル
ゲンである。アレルゲンという用語は単一分子、混合した分子、そしてアレルゲンが溶出
される可能性のある粒子に言及できる。この粒子は、ダニの糞の小片などの生きていない
（non-viable）物質、細菌やカビの胞子などの生きている（viable）散布体などである。
よって、アレルゲンは多種多様な高分子の構造を成し、相対分子質量の小さい感作性物質



（主にホルムアルデヒドのような化学物質）から相対分子質量の大きい感作性物質（重合
体の炭水化物やタンパク質など）にまでおよぶ。湿気の多い屋内環境では相対分子質量の
大きい感作性物質の関連性が最も高い（特に屋内塵性ダニや真菌類などのアレルゲン）。 

２．３．１．１　屋内塵性ダニに関わるアレルゲン 

　屋内塵性ダニは世界中の多くの地域で、影響力の強い吸入性アレルゲンを作り出す。ア
レルゲンを作り出す屋内塵性ダニの中で最も一般的なのはヤケヒョウダニおよびコナヒョ
ウダニである。ヤケヒョウダニが作り出す主なアレルゲンは糞の塊の中に多く含まれるプ
ロテアーゼである。（Institute of Medicine, ２０００）。コナヒョウダニが作り出す主
なアレルゲンはDer f 1である。湿気の多い住宅のハウスダスト、マットレスのほこり、ベッ
ドなどでこれらのアレルゲンの上昇値が認められた（van Strien et al., １９９４； 
Simpson et al., ２００２； van Strien et al., ２００４）。我々のガイドラインの焦点は
屋内のダンプネスおよび微生物であることから、屋内塵性ダニについてのさらなる議論は
行われない。 

２．３．１．２　真菌類に関わるアレルゲン 

　真菌類の多くの種がI型のアレルゲンを作り出す。アルテルナリアやアオカビ、アスペル
ギルスそしてクラドスポリウム属菌といった屋内外の一般的な真菌類に反応して産生され
る免疫グロブリンE（IgE）は、喘息などのアレルギー性の呼吸器疾患と深く関連している
（第４章）。真菌類はⅢ型（IgGを誘発する）のアレルゲンの源としても良く知られてい
る。関連する真菌類は大抵の住宅に存在するアオカビやアスペルギルスなどの多くの一般
的な種を含む。高濃度では、過敏性肺炎などのⅢ型およびⅣ型に分類されるアレルギー反
応にも関与する可能性がある。 

　多くの真菌類のアレルゲンは酵素的特性を持つグリコペプチドである。これらのアレル
ゲンは胞子や菌糸、断片などで確認されるが、発芽や菌糸の成長の際にはさらに数多く放
出され、これは気道内で起こる可能性がある（Green et al., ２００６）。いくつかの動物
実験で確認されたように、胞子の生存能力はアレルギー性の発現にとって重要因子である。
死んだ真菌の胞子や菌糸体が放出するアレルゲンは低濃度であるものの、真菌に関わるア
レルギーや呼吸器疾患の一因となっている可能性はある。死んだ真菌の胞子や菌糸体も（１
→３）－β－D－グルカンやマイコトキシンのような危険性のある化合物を含んでいる（セ
クション２.３.４および２.３.５を参照のこと）。クラドスポリウム属、アルテルナリア
属、アスペルギルス属の真菌が、主要なものを含め多様なアレルゲンを作り出すことで知
られている；Cla h１（Cladosporum herbarum）、Alt a１およびAlt a２（Alternaria 
alternata）、Asp f１およびAsp f２（Aspergillus fumigatus）。しかし、in vitro試験で
作り出された主要アレルゲンと特定された真菌類の抽出物質は、最も効力のあるアレルゲ
ンタンパク質であるにもかかわらず、屋内環境で実際に人々がさらされている暴露物質と
は同一ではない可能性がある。このことは喘息患者のプリックテストやIgE検査の結果が
陰性であることの説明になるかもしれない（第４章参照のこと）。 



　真菌類のアレルゲン抽出物質は製造および標準化が困難であり、そのため、屋内の真菌
類のアレルゲン（アルテルナリア属を含む；セクション２.４.３参照のこと）の利用可能
な分析結果は少ない。よってこれらのアレルゲンへの暴露に関する情報は限られている。 

　真菌類の多くと何種類かの酵母は飛散に適した無数の胞子を作り出すことで自己複製し
ている。胞子の長さは一般的に２μmから１０μmである。長期間浮遊することが可能で、
呼吸器系に沈着する可能性がある。また、微小なものは肺胞まで届くことがある
（Eduard, ２００６）。真菌類はさらに微小な断片も放出する（Gorny, ２００４）。こ
の断片は壊れた、もしくは砕けた胞子や菌糸であり、サブミクロン粒子（＜１μm）かそ
れより大きい断片（＞１μm）かに分類される。胞子よりもこれらの断片の方がより気道
に沈着する可能性が高い（Cho et al., ２００５）；胞子と同様に断片にもアレルゲンやマ
イコトキシンが含まれていることが知られている（Green et al., ２００６；Brasel et al.,
２００５a）。よって、胞子と断片の両方に、カビ関連の健康被害への関連の可能性があ
る。 

　真菌類のエアロゾル化およびこれに続いて起こる吸入については明確な理解が進んでい
ないが、次の２つはとても重要な要素であると考えられている。（１）屋内の空気の動き、
人間やペットなどが起こす物理的撹乱、真菌類の自発性などによって生じる胞子や断片の
放出。（２）人間の活動が要因となる沈着した真菌の再懸濁。気流速度、時間、コロニー
の構造、乾燥状態、湿度条件、振動などが真菌類の胞子や断片の放出率に影響を与える可
能性のある因子である。これらの因子はエアロゾル化の比率に対しては異なる方向で影響
を与える可能性がある（Gorny, ２００４）。 

　真菌類の胞子は偏在し、１m３の屋内空気中に１００未満から１０５存在する。屋内で
の数値は通常これより低いが、湿気の多い建物においては予期せぬ増殖により数値が上昇
する可能性がある（Flannigan, Samson, Miller, ２００１）。湿気の多い屋内環境におけ
る研究により、幅広く多種多様な真菌が発見された。これは気候、屋内の温度や湿度、建
築材料、サンプルの採集方法、さらには文化といった異なる条件に起因するものと思われ
る。真菌類は寝室やリビングルーム、キッチンなどの濡れた窓枠や、湿った壁などで発見
されることが多い。マットレスはカビの格好の生息地となり、測定された濃度は、ほこり
１g中１０３から１０７であった（Verhoeff et al., １９９４a）。湿気の多い屋内環境で発
見された真菌類について幅広くなされたいくつかのレビューが発表されている（例：
Flannigan, Damson, Miller, ２００１）。 

　屋内環境における生育可能な浮遊真菌濃度は、一般的に１m３の空気中にコロニー形成
単位（CFU）で数個から数千程度の範囲である。一定の空間における真菌濃度には大きな
ばらつきがあり、気候、季節、真菌の種類や構造や年齢、建物の種別、そして換気量といっ
た因子に左右される。また、サンプル採集方法や分析方法にも大きく左右されるため、研
究結果を正確に比較することは困難である。 

　屋内の真菌の断片は一般的に実地調査では測定されることはないが、培養皿とカビに汚
染された天井のタイルから捕集された真菌のサブミクロン粒子は、エアロゾル発生器のチャ



ンバー内で、胞子と同時に、しかし胞子よりも高濃度でエアロゾル化した（Gorny et al., 
２００２；Cho et al., ２００５）。このことは屋内での真菌の断片への曝露が真菌胞子
への曝露と少なくとも同様程度に重要であるということを示唆する。 

２．３．２　細菌 

　前述のとおり、湿気の多い屋内環境における細菌についての研究がいくつか実施された。
そのうちのいくつかの研究で、建物内の物質の湿った、あるいは濡れた表面部分で
Streptomycetes（ストレプトマイセス属）が確認された（Hyvärinen et al., ２００２；
Rintala, Nevalainen, Suutari, 2002; Rintala et al., ２００４）。Streptomycetesはグラ
ム陽性で胞子を形成する放線菌であり、バリノマイシンのようないくつかの毒素を含む多
種多様な代謝産物を作り出す代表的な土壌微生物である（Andersson et al., １９９８）。
産生される代謝産物は生息環境に左右される（Hirvonen et al., ２００１；Roponen et 
al., ２００１； Murtoniemi et al., ２００１a, ２００３）。湿気でダメージを受けた建物
において抗酸菌の存在も一般的であることが確認された。抗酸菌の存在は真菌によるダメー
ジの度合いに比例して増加する（Torvinen et al., 2006）。抗酸菌の細胞壁構成成分は免
疫原性が高いことで知られており、抗酸菌への曝露は炎症反応を引き起こす可能性がある
（Huttunen et al., ２０００, ２００１）。 

  屋内環境における生菌の全濃度は１m３中１０１から１０３（CFU）までにおよぶ可能性
がある（Gorny, Dutkiewicz, Krysinska-Traczyk, １９９９）。そしてこれはおそらく建
物の使用度合や換気の効率性に比例する。湿気の多い屋内環境における浮遊細菌濃度の通
常環境との比較文献はない。そして、Streptomycetesや抗酸菌の存在は細菌の増殖の徴候
を示すものの、正常値は確定できていない。 

２．３．３　エンドトキシン 

　エンドトキシンはグラム陰性菌の外膜に存在しており、プロテイン、脂質、リポ多糖で
構成されている。エンドトキシンとは細菌細胞壁の毒素のことを指し、細胞の溶解によっ
て遊離される。空気中のエンドトキシンは一般的にダスト粒子や水溶性のエアロゾルと関
連している。粒度分布は広範囲であるが、粗粒率が大きい粒子の方が多い可能性がある
（Schwarze et al., ２００７）。エンドトキシンへの重大な曝露は非アレルギー性の喘息
などを含む呼吸器症状を引き起こすことがあるが、中程度から低程度の曝露はアレルギー
や喘息の予防になる可能性がある（Douwes, Pearce, Heederik, ２００２）。また、エン
ドトキシンはリウマチ性疾患の病因に関与していることも仮定されてきた（Lorenz et al., 
２００６）。 

　リポ多糖は糖脂質の分子（プロテインやその他の細胞壁構成成分は含んでいない）で、
多くの細菌性エンドトキシンの免疫特性の原因となっている。非アレルギー性で水溶性の
安定分子で、脂質と多糖で構成されており、グラム陽性菌や抗酸菌、真菌類の細胞壁では
確認されていない（Morrison, Ryan, １９７９； Rietschel et al., １９８５）。リピドA
と呼ばれる脂質部分がリポ多糖の毒性の要因となっている。エンドトキシンとリポ多糖と



いう用語は専門的には異なる意味を持つが、多くの化学的文献において、ほとんど同じ意
味で使用されている。 

　屋内環境におけるエンドトキシン濃度は、１mgのハウスダスト中にエンドトキシン活
性単位（EU）で数個から数千の範囲である。濃度が1m２当たりで表される場合、値はさ
らに変動する。様々な研究において、エンドトキシン濃度は地理的条件が異なってもさほ
ど大きな変化はない。使用された分析方法が標準化されていないことに鑑みると、このこ
とは注目に値する。屋内環境における気中濃度に焦点を当てた研究は少ない。Park et al.,
（２０００）は、アメリカ、ボストンの１５戸の住宅を対象にした調査でエンドトキシン
の気中濃度の平均値が０.６４（EU）/m３、ハウスダスト中のエンドトキシン濃度の平均
値が中４４～１０５（EU）/mgであったと報告した。ベルギーの９戸の住宅を対象にした
調査でも吸入可能なエンドトキシンの平均値に関して同様の結果（０.２４（EU）/m３）
が測定された（Bouillard, Devleeschouwer, Michel, ２００６）。屋内のエンドトキシン
濃度は湿気の多い住宅で上昇する可能性があるが、ルイジアナのハリケーン・カトリーナ
およびそれに続いた洪水の影響を受けた地域で実施された調査において、このことは確認
できなかった（Solomon et al., ２００６）。その他の研究においても、ハウスダスト中
のエンドトキシンと観測されたダンプネスやカビとの関連性を示す証拠は確認されなかっ
た（Chen et al., ２００７；Giovannangelo et al., ２００７）。 

２．３．４　（１→３）－β－D－グルカン 

　（１→３）－β－D－グルカンは、真菌類の大部分や数種類の細菌、高等植物の大部分、
そして多くの下等植物の細胞壁を構成する成分で、非アレルギー性かつ水溶性である
（Stone, Clarke, １９９２）。相対分子質量と分岐度が変動的な高分子重合体で、真菌類
の細胞壁の乾燥重量の６０％を占める（Klis, １９９４）。真菌の細胞壁において、（１
→３）－β－D－グルカンはプロテインや脂質、そしてマンナンやキチンといった炭水化
物と結合しており、隣接する（１→３）－β－D－グルカン重合体と結合し得る（１→
６）－βグルカンの側鎖を有する（Klis, １９９４）。真菌の細胞壁を構成する（１→
３）－β－D－グルカンは真菌の増殖条件とは比較的無関係であると報告されてきた
（Rylander, １９９７；Foto et al,. ２００４）。（１→３）－β－D－グルカンには免疫
刺激作用があり、呼吸器の健康に影響を与えるかもしれない（Douwes, ２００５；セク
ション４.２.１も参照のこと）。 

　ハウスダスト中の（１→３）－β－D－グルカン（浮遊状態または堆積状態の）につい
てのサンプル分析方法は標準化されていないため、これらの研究は比較することができな
い。スウェーデンおよびスイスでは、リムルス変形細胞溶解物アッセイという分析方法が
用いられ、真菌の問題を抱える建物における（１→３）－β－D－グルカンの濃度はおよ
そ１０～１００ng超/m３であった。サンプルは建物内の堆積したほこりを厳密に撹拌して
浮遊したものから捕集された（Rylander, １９９９）（分析方法の説明はセクション２.４
を参照のこと）。明らかな真菌の問題のない建物においては、（１→３）－β－D－グル
カン濃度は１ng/m３に近かった。ドイツおよびオランダにおいて特定の酵素免疫法で測定
されたハウスダスト中の（１→３）－β－D－グルカン濃度の平均値は比較可能な値であ



る：１gのほこり中１０００～２０００μg、１m２中では５００～１０００μg（Douwes 
et al,. １９９６、１９９８、２０００；Gehring et al., ２００１；Chew et al., ２００
１）。サンプルが捕集された住宅の選定には真菌の問題の有無は問われなかった。サンプ
ルは同一の研究所で同一の方法で分析された。浮遊状態のサンプルは捕集されなかった。 

２．３．５　マイコトキシン 

　マイコトキシン（またはカビ毒）は、真菌によって作り出される相対分子質量の低いバ
イオ分子であり、動物や人間に対して毒性を持つ。RNA合成を阻害することで知られ、
DNAに損傷を与える可能性もある。数種類の真菌が生息環境によって様々なマイコトキシ
ンを産生する。アオカビ属では抗生物質のペニシリンが挙げられる。Aspergillus flavus
やAspergillus parasiticus（共にアスペルギルス属）が産生するアフラトキシンなどのい
くつかのマイコトキシンは強い発がん性物質である。多くのマイコトキシンは免疫毒性だ
が、トリコテセン系マイコトキシンは低用量では免疫刺激効果がある（Eduard, ２００
６）。多数のマイコトキシンが、化学構造や反応性官能基（第１級および第２級アミン、
ヒドロキシ基、フェノール類、ラクタム、カルボン酸、アミドなどを含む）に基づいて分
類された。 

　マイコトキシンの中で最も注目をあびたのはS. chartarumによって産生されるトリコテ
セン系マイコトキシンであろう。Bloom et al.,（２００７）による研究では、現在もしく
は過去に湿気や水でダメージを受けた建物内の堆積したほこりおよび建築材料から捕集し
たサンプルの多くでS. chartarumおよびAspergillus versicolorによって産生されるいくつ
かのマイコトキシン（トリコテセン系マイコトキシン、トリコデルミン、ステリグマトシ
スチン、サトラトキシンGなど）の存在が確認できる可能性があることが示された。
Charpin-Kadouch et al.,（２００６）は、浸水被害がありS. chartarumあるいはケタマ
カビに汚染されていることがわかっている１５戸の住宅から捕集したサンプルと目視でき
るカビが存在しない住宅で捕集したサンプルのトリコテセン系マイコトキシン濃度を比較
した。浸水被害のあった住宅の床のほこり中のトリコテセン系マイコトキシン濃度はカビ
の確認できない住宅で捕集したサンプルの値に比べて極めて高い数値であった。壁から捕
集したサンプルにおいてもまた浸水被害のあった住宅の方が高い数値を出した（統計的優
位性が認められるボーダーライン上の値）。しかし、気中濃度に関しては統計的に有意な
差は観測されなかった。Brasel et al., （２００５a）の研究では、S. chartarumに汚染さ
れていることが分かっている７軒の建物におけるトリコテセン系マイコトキシンの気中濃
度は４軒の管理された建物（S. chartarumが検知できないあるいは水による被害歴がない
建物）における値に比べて極めて高い数値であったことが示された。同著者は、無傷の分
生子およびさらに小さい真菌の断片との関連でS. chartarumに産生されたトリコテセン系
マイコトキシンが浮遊できるようになることを示した。ステリグマトシスチンは毎秒100cm
の空気流量、３０％の相対湿度で仕上げ材からエアロゾル化することが示された
（Moularat, Robine, ２００８）。これらの研究は、屋内に存在するマイコトキシンの濃
度がカビや湿気の影響を受けた建物においてより高い数値を示す可能性を明示している。
しかしながら、湿気の多い建物内に浮遊しているマイコトキシン濃度が有害な健康被害を



引き起こすようなレベルであるかどうかは明白ではない（セクション４.２.２参照のこ
と）。 

２．３．６　微生物およびその他の揮発性有機化合物 

　数種類の真菌が揮発性代謝物を産生する。この揮発性代謝物は化合物の混合であり、異
なる種に共通する（いくつかの真菌類は種属に限定された代謝物を産生する）。微生物由
来揮発性有機化合物は一般的な工業化学物質に類似していることが多い。現在までに異な
る真菌から２００種以上抽出され、特定された。これには種々のアルコール、アルデヒド、
ケトン、テルペン、エステル、芳香族化合物、アミンそして硫黄化合物が含まれる。これ
らの化合物のうち真菌類に限定されるものは数種類しかないため、（微生物由来）揮発性
有機化合物の測定は屋内の真菌類の増殖の特定にはあまり効果がない。しかしながら、定
量的な結論は得られなくとも、特定の有機化合物の発見は真菌類の増殖（目視の可否にか
かわらず）の裏付けになることが認められる（Moularat et al., ２００８a, b）。カビの
ある建物と管理された建物を比較するためのより広範囲な実地調査は実施されておらず、
健康調査においても微生物由来揮発性有機化合物の測定は極めて稀にしか行われなかった。
よって、気中濃度のデータは不足している。 

　湿気の多い屋内環境に関連する有害な健康被害を伴ういくつかの曝露には、湿ったもし
くはカビた建築材料から放散された揮発性有機化合物によるものが含まれる（Claeson, 
Sandstorm, Sunesson, ２００７）。この化合物の発生は、吸着部位を巡る水分といくつ
かの化学物質の間の競争の結果である。同じ環境で発生することから、揮発性有機化合物
と微生物由来の揮発性有機化合物は類似していると言える。主な違いは発生源である（例：
カビあるいは建築材料）。コンクリート床の湿り気がポリ塩化ビニルの床用塗料や接着剤
に含まれる可塑剤の化学的劣化を増加させ、2-エチル-1-ヘキサノールなどの揮発性有機化
合物の放散を招くことが示されてきている（Norbäck et al., ２０００；Tuomainen, 
Seuri, Sieppi, ２００４）。同様に、コンクリート床の湿り気は７０年代後半から８０年
代前半にヨーロッパで使用されたセルフレベリング材からのアンモニアの放出を招く可能
性がある。さらに、木材の複合材からのホルムアルデヒドの放出およびオゾンの形成率は
相対湿度に伴って上昇する（Arundel et al., １９８６；Godish, Rouch, １９８６）。湿
り空気はホルムアルデヒドをより保持できるため、ホルムアルデヒド濃度は湿気の多い屋
内環境において上昇する可能性がある。ペンタクロロフェノール（木材の防腐剤）や殺虫
剤といった半揮発性有機化合物の濃度もまた湿気の多い屋内環境において上昇する可能性
がある。揮発性有機化合物の濃度と屋内環境のダンプネスの関連性についての系統的な研
究は実施されていない。 

２．３．７　ウイルス 

　湿度の高い屋内環境は呼吸器系ウイルスの生存を助け、これによって建物の使用者の呼
吸器感染のリスク、そしておそらくアレルギー性疾患発症のリスクが増大するであろうと
仮定されてきた（Hersoug, ２００５）。いくつかの実験的証拠が数種類の風邪のウイル
スの生存期間が延長することを示しているが、実際の生活環境におけるデータは入手でき



ていない。したがって、ウイルスへの曝露を湿気の多い屋内空間に関わるリスクとみなす
べきかどうかは明確ではない。 

２．４　曝露評価 

　曝露とは、ある一定の期間、ある一定の濃度で人間が汚染物質にさらされることである
と定義できる（WHO Regional Office for Europe, ２００６a）。しかしながら、ほとん
どの状況においてこの定義だけでは確信して曝露判定をすることができず、代わりに曝露
指標が使用される。よって、本文書内で無条件で曝露という用語が使用されている場合は、
この指標を使用した場合を指す。屋内環境での曝露に関する指標で最も一般的に使用され
ているものは、アンケートの回答から算出されている。屋内において物質の表面部分や大
気中に存在する汚染物質の濃度を測定することによって客観的なアプローチができるかも
しれない（例：１m３の空気中の汚染物質量、１gのハウスダスト中の汚染物質量）。しか
し、これらは一般的に実際の曝露の粗雑な代用測定であり、少なくともいくつかの曝露の
誤分類そしてその結果としてバイアスを招くことがあり、必ずしもより妥当であるとは言
えない。 

　住宅のダンプネスに関わる健康問題に対して特定の曝露がなす働きへの理解が相対的に
欠如していることは、主に曝露評価のための有効な定量的分析方法が存在しない（特にバ
イオエアロゾルに関して）ことに帰せられる。このことは、比較的多くの研究において湿
気の多い屋内環境におけるバイオエアロゾル濃度と健康影響の直接的な関連性の実証がで
きなかったことの説明になるであろう（第４章参照のこと）。このセクションでは観測、
認知されたダンプネスの曝露評価に関わる問題、およびバイオエアロゾルの測定に関わる
問題を議論する。湿度および建築材料の含水率の測定については第３章で議論される。 

２．４．１　ダンプネス指標の測定 

　ほとんどの疫学研究において、居住者の認識が住宅のダンプネスを評価する土台として
使用されており、多くの場合、アンケートがその調査方法として用いられる。質問は一般
的に、水漏れや浸水、地階の湿り気、窓の結露、目視できる真菌類の増殖、認知できるカ
ビ臭といった状態が現在あるいは過去に存在したかどうかを聞き出すためのものである。
時には水によるダメージや湿気によるダメージの程度まで調査されることもある。しかし
ながら、蔓延度の推定結果は、質問方法、質問の種類、詳細さの度合い、そして回答者の
判断基準によって大きく変わってしまう可能性がある。 

　自己報告は本質的に主観的であり、自己報告への依存は横断研究において間違いの根源
になる可能性がある。このことはDales, Miller and McMullen（１９９７）によって実証
されている。彼らは、「いくつかの状況下では、アレルギーがある人々はアレルギーがな
い人々に比べて高い頻度で目視できる真菌類の増殖を報告した」と説明した。その他の研
究ではこのようなバイアスは示されなかった（Zock et al., ２００２）。自己報告によっ
て生じるバイアスに関する問題の打開のために、いくつかの研究では訓練された検査官が
住宅を訪問し、屋内のダンプネスやその度合いを評価した。この方法はより客観的である



という長所を持っており、より標準化されたアプローチを可能にする。けれども、これは
断片的な情報による評価であることが多く、居住者が持つような長期的な見地には欠ける。
この２つの報告方法に関して、いくつかの比較によって実証されているとおり（セクショ
ン２.１を参照のこと）、これらのアプローチの違いが住宅のダンプネスの蔓延度の推定
値の異なりを生む可能性がある。 

　湿度および建築材料の含水率の測定、それらの相互関係、それらの屋内の気候力学との
関係についてのより広い議論は第３章でなされる。 

２．４．２　微生物および微生物因子の測定 

　屋内の微生物濃度の評価は明白な課題を提起する。病原性の微生物は極めて低い濃度だ
としても有害である可能性がある。一方その他の生体は、極めて高い濃度でない限りは健
康に対して重大な危険性は生まないであろう。いくつかの生体と胞子は非常に強靭である
が、その他の生体はサンプリング中に不活性化してしまう。いくつかの真菌胞子は容易に
特定・計数できるが、その他の多くの細菌については、その特徴を明らかにするのが難し
い。いくつかの微生物因子は感度の高い特定の方法で定量化できるが、その他の生体には
定量化するための良い方法がない。新たに開発された方法の多く（例：（（１→３）－β－
D－グルカンや細胞外多糖などの微生物因子の測定））は妥当性の検証が十分ではなく、
商業的に利用できないことが多い。一方、十分に確立された方法（例：細菌性のエンドト
キシンを測定するためのリムルス変形細胞溶解物アッセイ）を用いたにもかかわらず濃度
に大きな相違が発見されたこともある（Thorne et al., １９９７；Chun et al., ２０００；
Reynolds et al., ２００２）。エンドトキシンなどのいくつかの微生物因子はサンプルの
保管と移動の状況がその活性に大きく影響を与える可能性があるが、バイオエアロゾルサ
ンプルの保管と移動についての問題は取り上げられることが少ない（Thorne et al., １９
９４；Douwes et al., １９９５；Duchaine et al., ２００１）。さらに、湿気の多い屋内
環境に関連のある微生物因子およびその健康影響については、そのすべてが特定できてい
ない可能性がある。 

　ダンプネスと健康に関する多くの研究において、目視できる真菌類と水によるダメージ
に焦点が置かれた。また、これらの研究の多くで、曝露についての評価はアンケート調査
を基に行われた。しかしながら、真菌の増殖に関するアンケート調査が、関連する真菌の
成分への実際の曝露とどれだけ相関しているかは定かではない。真菌濃度の客観的な測定
を行なった研究では、胞子は一般的に屋内の空気中や堆積したほこりから培養された
（Garrett et al., １９９８；Jacob et al., ２００２）。下記のセクションでは屋内空気中
の微生物濃度（特に真菌類）の測定に利用可能な方法が提示されている。 

２．４．２．１　培養法 

　空気中の浮遊微生物濃度は、空気中あるいは堆積したほこりの中の培養可能な散布体を
計数することによって調査することができる。培養可能な微生物のサンプリングは衝突法
（気流による慣性力によって粒子を個体または半個体の捕集プレート表面に衝突させて捕



集する）、インピンジャー法（主に慣性力を用いて液体培地から微生物を捕集する）、ろ
過法（フィルターなどの多孔質媒体を通過させ空気中から微生物を分離する）などに基礎
を置く。サンプル捕集後、細菌や真菌類のコロニーを、規定温度でコロニーの発達に必要
な期間（通常３日から７日）、培地上で増殖させる。コロニーは手作業もしくは画像解析
テクニックを使って計数される。屋内環境における真菌類の検出方法および計数方法は現
在まで標準化されておらず、よって各研究が示すデータの比較は極めて難しい。しかしな
がら、国際標準化機構（ISO）の専門委員会および分科委員会（TC１４７／SC）によっ
て、真菌培養のためのろ過法および衝突法による屋内空気中の試料サンプリングについて
の国際規格が準備されている（ISO １６０００-１６, -１７, -１８）。 

　培養可能な微生物の計数作業には、次に挙げるようないくつかの重大な制限がある。ひ
とつは再現性の低さ、そして選択したサンプリング方法、培地、規定温度によって特定の
種が選択されてしまうこと、さらに培養不可能な微生物や死菌、細胞残屑、微生物成分は、
毒性やアレルギー性を持つ可能性があるにもかかわらず検出できないこと。加えて、パー
ソナルな空気における培養可能な微生物のサンプリング方法がなく、一般的に気中濃度は
サンプリング時間によって大幅に変化するにも関わらず、大抵の場合１５分以上の気中サ
ンプリングは不可能である（セクション２.４.５参照のこと）。それでもなお、培養可能
な微生物の計数は非常に感度の高い方法であり、多種多様な種の特定を可能にする。 

　従来の培養方法は、曝露の定量的評価に対しては限定的にしか利用できないことが分かっ
た。よって、培養に基礎を置いた方法は一般的に、定量的というよりも定性的なデータを
提供する。しかし、すべての真菌や細菌が同様の害を及ぼすわけではないことから、従来
の方法はリスク評価において重要であると言える。さらに、屋内と屋外の微生物叢サンプ
ル（同時期に捕集されたサンプル）の定性的な比較によって、屋内における潜在的な汚染
物質の根源についての重要な情報を入手できる可能性がある。微生物のサンプリングと培
養の方法に関しては諸文献で、より広範囲なレビューがなされている（Edouard, 
Heedrik, １９９８；Macher, １９９９）。 

２．４．２．２　非培養法 

　非培養法では、生体は生存状態にかかわらず計数される。培養不可能な微生物は通常、
空気ろ過またはインピンジャー法によって捕集される。微生物はアクリジンオレンジなど
の蛍光色素で染色され、落射型蛍光顕微鏡を使って計数される（Thorne et al., １９９
４）。 

　顕微鏡下での真菌胞子の全濃度の測定には、スリットを用いてスライドグラスに衝突さ
せる方法またはラクトフェノールブルー染色液を使用した方法が一般的に利用されている。
ほとんどの微生物について、その構造の観察は非常に困難である。よって、分類学に基づ
いて微生物を分類することは難しい。電子顕微鏡あるいは走査電子顕微鏡によって、より
正確な測定が可能になる（Eduard et al., １９８８；Karlsson, Malmberg, １９８９）。
インピンジャー法またはろ過法によって捕集された細菌は、DAPIで染色後、フローサイ



トメトリーを用いて、あるいは蛍光 in Situ ハイブリダイゼーションを用いて計数できる
（Lange, Thorne, Lynch, １９９７）。 

　顕微鏡およびフローサイトメトリー利用の主な利点としては、培養の可否にかかわらず
微生物が定量化できること、選択効果が限定的であること、パーソナルな空気のサンプリ
ングが可能であること、多くの微生物に関してサンプリング時間を幅広く設定できること、
速やかに結果が入手できることなどが挙げられる。欠点としては、妥当性が明らかではな
いこと、関連の可能性のある毒性成分やアレルギー成分、細胞残屑の検出ができないこと、
特定できる可能性のある微生物が限定的であること、手順が複雑で大変な労力を要するこ
と、より改良された方法はサンプル毎のコストが高くなることなどが挙げられる。培養不
可能な微生物の計数に利用される顕微鏡およびフローサイトメトリーについての、より広
範囲なレビューが１９９８年に出版されている（Eduard, Heederik）。電子走査や落射
蛍光顕微鏡、フローサイトメトリーなどの進歩した非培養法は、一般の屋内環境の調査で
はほとんど使用されていない。よって、屋内のリスク評価に対するこれらの方法の有効性
は不明である。 

２．４．２．３　微生物構成成分の評価方法 

　微生物の構成成分や代謝産物は、微生物の散布体（培養可能なものと不可能なもの両方）
の計数ではなく、微生物への曝露を推定することによって測定できる。毒性成分（マイコ
トキシンなど）や炎症を誘発する成分は特定可能であり、無毒の分子が微生物の大きな集
団や特定の菌種属のマーカーとして利用できる。ポリメラーゼ連鎖反応（PCR法）や免疫
学的測定法に基づいた方法などの利用は、微生物種の検出・特定（培養可否に関わらず）
の新たな道を開いた。 

　エルゴステロールなどの真菌バイオマスの評価のためのマーカーは、ガスクロマトグラ
フィー質量分析法によって測定され（Miller, Young, １９９７）、細胞多糖類は特定の酵
素免疫測定法（EIA）によって測定される（Douwes et al., １９９９）。これらの方法に
より、カビの「属（分類群）」の一部を同定できる。真菌によって産生された揮発性有機
化合物は、真菌類の増殖のマーカーにふさわしいと思われ（Dillon, Heinsohn, Miller, １
９９６；Moularat et al., ２００８b）、通常は大気サンプルを、ガスクロマトグラフィー
（質量分析の有無は問わず）や高圧液体クロマトグラフィーを用いて測定する。その他の
（１→３）－β－D－グルカンや細菌性エンドトキシンなどの因子は、その毒性により測
定される。エンドトキシンはアメリカカブトガニ（学名：Limulus polyphemus）の血球
を利用するリムルス変形細胞溶解物アッセイを用いて測定される（Bang, １９５６）。リ
ポ多糖類を数値化するためのガスクロマトグラフィー質量分析法を使った分析化学的手法
も開発された（Sonesson et al., １９９８, １９９０）が、特別な抽出法を要するため一
般には広く使用されていない。（１→３）－β－D－グルカンはリムルス変形細胞溶解物
アッセイ（Aketagawa et al., １９９３）あるいは酵素免疫測定法に基づいた方法で測定
される（Douwes et al., １９９６）。 



　PCR法は空気中の細菌や真菌の種の特定に有用であり（Alvarez et al., １９９４；
Khan, Cerniglia, １９９４）、いくつかの定量的なPCR法が屋内環境での使用に対して有
効であると実証された。例えば、リアルタイムPCR法はクラドスポリウムとアスペルギル
スを属レベルで検出・数値化できると記されている（Zeng et al., ２００６；Goebes et 
al., ２００７）。屋内の一般的な真菌類を測定するために類似の方法が開発された。例え
ばアメリカでは、一般的に湿気の多い住宅と関連のある３６の指標種の測定に定量的PCR
法が有用とされ、環境相対発カビ指数（environmental relative moldiness index・ERMI
指数）を定義した際に使用された（Vesper et al., ２００７）。PCR法は、真菌類やその
他の微生物への曝露の定量的評価において、感度や特異度なども含め大きな利点を持って
いる。さらに、真菌類や微生物自体の定量的評価にも利用できること、比較的速やかに結
果が入手できること、そして培養の可否を問わず、属レベルでも種レベルでも多様な微生
物の測定に利用できることなどがその他の利点として挙げられる。 

　微生物構成成分の測定方法のほとんどが実験的であり（エンドトキシンは例外）、まだ
一般的に利用されていないか、商業的な利用ができないかである。これらの測定方法の重
要な利点としては、測定された成分の大部分が安定していること、気中濃度の測定の際に
サンプリング時間を長く設定できること、分析前のサンプルを冷凍保存できること、他の
多くの測定方法の基準が使用できること、再現性試験の可能性があることなどが挙げられ
る。しかしながら、これらの測定方法では、さらなる調査のための真菌の分離株が残らな
い。 

２．４．３　屋内アレルゲンの測定 

　抗体を用いた免疫学的測定法、特に酵素結合免疫吸着測定法（ELISA）は、屋内の空気
中のアレルゲンや堆積したほこりの中のアレルゲンの測定に広く使用されている。これら
の測定方法では、検出のために、アレルゲンと特異的に結合する抗体および基質を用いた
酵素反応が利用されている。放射免疫測定法では、検出のために放射性同位元素による標
識が利用される。屋内塵性ダニのアレルゲンであるDer p１、Der f１およびDer p/f２に
ついては広く調査がなされ、この測定方法により詳細に説明されている（Luczynska et 
al., １９８９； Price et al., １９９０； Leaderer et al., ２００２）。ネズミ
（Swanson, Agarwal, Reed, １９８５； Schou, Svendson, Lowenstein, １９９１； 
Hollander, Heederik, Doekes, １９９７）や、ゴキブリ（Pollart et al., １９９４）、コ
ナダニ類（Iversen et al., 1990）のアレルゲンの評価方法についてはそれぞれ文献が出版
されている。 

　真菌類のアレルゲン抽出物質は製造および標準化が困難であり、そのため、真菌類のア
レルゲンの測定方法には選択肢が多くない（セクション２.３.１参照のこと）。とはいえ、
酵素結合免疫吸着測定法（ELISA）は文献に記載があり、Alternaria alternataのアレルゲ
ン（Alt a１）については、商業的な分析が可能である。しかしながら、Alt a１の測定に
モノクローナル抗体とポリクローナル抗体を用いたいくつかの分析（商業的に利用可能な
分析方法を含む）を比較した結果、大きな相違が示された（Barnes et al., ２００６）。



したがって、これらの分析方法によって入手できるアルテルナリア属のアレルゲン濃度（屋
内サンプル）の推定値が妥当であるかどうかは定かではない。 

２．４．４　曝露モニタリングに対する方策 

　一般的に曝露評価には、アンケート調査に加え、個人や環境のモニタリングが利用され
る。モニタリングによって、より妥当で正確な評価を得られる可能性は高いが、これは必
ずしもそうであるとは限らない。モニタリングの妥当性は選択されたサンプリング方法に
大きく依存し、さらに、サンプリング方法の選択は次に挙げるような多くの因子に依存す
る。暴露や疾病の種類とその症状、健康転帰が急性的であるか慢性的であるか（例：疾患
の発症であるのか増悪であるのか）、アプローチの対象が一般人であるか研究参加者（患
者）であるか、時間や空間に左右される暴露の差異、病人と参照集団の間で生じることが
予想される曝露の差異、利用できる暴露評価の方法、サンプリングと分析のコスト。 

２．４．４．１　何を測定すべきか 

　疾病などの原因となる微生物やその他の因子の特定は困難であることが多い。よって、
屋内空気と関連のある健康問題については、様々な曝露を考慮に入れるべきである。症状
出現の要因となっている曝露の特定をするため、特別にいくつかの研究がなされた。実際
問題として、資金供給と利用可能な測定方法が限定的であること、そして多くの測定方法
が商業的に利用できず、研究での利用に限られていることなどから、関連因子のすべてを
測定することは非常に困難である。 

２．４．４．２　定期的なデータ収集は有効であるか 

　モニタリングに使用するために収集されたデータは、疫学研究においてはその価値が限
られているであろう。例えば、モニタリングは、曝露限度へ準拠しているかを確認するた
めに関連因子の濃度が高いと思われるエリアで行うことが多い。対象的に、疫学研究では
平均濃度に関する情報が求められる。よって、モニタリング中に収集されたデータに頼る
よりも、無作為にサンプリングを行う特別な調査が必要であるかもしれない。 

２．４．４．３　サンプリングはいつなされるべきか 

　実際の曝露状況を示すことができるよう、サンプルは可能な限り適切なタイミングで捕
集されるべきである。急性的な影響に対しては、その影響が発生する少し前に曝露を測定
することが最も有益である。慢性的な影響に対しては、状況はもう少し複雑である。理想
的には、曝露の影響が発生する前、そして出来れば生物学的に最も関連があると考えられ
る時（すなわち、曝露の問題が最も大きいと考えられる時、あるいは人が関連因子に最も
さらされていると考えられる時）に評価されるべきである。これは過去の暴露情報が入手
可能な後ろ向きコホート研究あるいは前向きコホート研究でのみ可能である。しかし、こ
れらの場合でさえ、人がいつ関連因子に最もさらされているかは不明確である。横断研究
では、暴露測定は過去の曝露の評価をする際に有用であるが、これは環境に大きな変化が
ない場合に限る。 



２．４．４．４　どれくらいのサンプル量が必要か 

　最小のバイアスと最大の効果で疾病への影響を推定するために、曝露測定は十分に正確
で精密でなければならない。測定対象の研究参加者数が増える、あるいは１人当たりの測
定の回数が増えるなどしてサンプル量が増えれば精度が増すであろう（測定誤差が減るな
どして）。人口調査においては、対象者内の時間的変化が対象者間の時間的変化よりも大
きいと知られている曝露に対しては、サンプリングを繰り返し行うことは特に有効である。
対象者内の時間的変化が対象者間よりも小さい場合は、サンプリングを繰り返し行っても
測定誤差が著しく減ることはないであろう。対象者内および対象者間の時間的変化の度合
いが分かっている場合は（前回の調査結果や、パイロット試験などによって）、リスク評
価のバイアスを一定量小さくするために必要とされるサンプル量は、コクラン（１９６８）
によって説明された検定方法で計算できる（セクション２.４.５参照のこと）。 

２．４．４．５　サンプルは堆積したほこりから捕集すべきか、空気中から捕集すべきか 

　多くの調査において、カーペットやマットレスに堆積しているほこりが捕集され、その
濃度は、ほこりサンプル１g中の重さ、または１m２中の重さで表されている。一般的に両
方の測定単位が認められているが、後者の方が実際の暴露を結果に反映できる可能性がよ
り高い（Institute of Medicine, ２００４）。堆積したほこりをサンプリングする利点は、
汚染物質が表面に堆積する間に、ほこりに汚染物質が足されるであろうことである
（Insitute of Medicine, ２０００）。カーペットに十分な水分がある場合には、微生物も
また急激に増殖することが予想される。しかしながら、表面サンプルの測定は精細さに欠
け、気中濃度の粗雑な代用測定でしかないと言える。 

　気中サンプルの捕集には非常に繊細な分析方法が要求される。加えて、気中濃度は経時
変化が非常に大きいと考えられるため、正確な評価を行うためには大量のサンプルが必要
とされる（セクション２.４.５参照のこと）。堆積したほこりを撹拌して気中サンプルを
捕集する方法がいくつかの研究で使用されているが（Rylander et al., １９９２, １９９
８； Rylander, １９９７b； Thorn, Rylander, １９９８）、この方法によって得られた
曝露評価が、より有効な結果をもたらすかどうかには疑問の余地がある。よって、曝露評
価は概して不確かであり、このことが疫学研究において曝露反応関係の不明瞭さを生んで
いると言えるであろう 

　近年発表された降下ばいじん捕集装置は、上記の２つの方法をある程度組み合わせたも
ので、長期間にわたり浮遊ダストを捕集できるシンプルで受動的な手段である（Würtz et 
al.,２００５）。捕集装置は、棚や食器棚の上など床から少なくとも１.５mより上の高さ
に配置され、降下する浮遊ダストを捕集する（数ヶ月にわたって使用することができる）。
この方法は、気中濃度の短時間での時間的変化の影響を受けない。健康に影響のある屋内
での浮遊粒子への曝露に対するより正確な代理測定と言えるであろう。降下ばいじん捕集
装置は安価に製造することができ、使い方もシンプルである。そして、この装置で測定さ
れた微生物濃度は学校の校舎の水分含量と相対関係があるように思われる。初期成果から



は将来性があるように見えるが、この装置を使った屋内での暴露測定の有用性評価のため
のさらなる検証が必要とされる。 

２．４．４．６　周囲の空気あるいはパーソナルな空気のサンプリングは必要か 

　一般的にパーソナル暴露測定は、関連する暴露のリスクを最も正確に示すことができ、
パーソナルサンプリングはエリアサンプリングよりも推奨される。近代のサンプリング機
器は小さく軽量であり、パーソナルサンプリングにも使用可能である。化学物質による空
気汚染に関するいくつかの研究によって、屋内および屋外におけるパーソナルサンプリン
グの実現の可能性が実証された（Janssen et al., １９９９,２０００）。しかし、研究参
加者にとって面倒である、あるいは携帯用機器でないために希望通りの測定ができない
（例：微生物の生菌体の測定）などの現実問題により、パーソナルサンプリングは必ずし
も常に実施できるわけではない。それでもなお、感度の優れた新しい方法（屋内の微生物
濃度を測定するための定量的PCR法などを含む：セクション２.４.２参照のこと）で暴露
評価を行い、特に受動的なパーソナルサンプラーを併用することによって、これらの制約
を克服できると期待されている。 

２．４．５　屋内の暴露測定における問題点 

　屋内環境での微生物への曝露は、堆積したほこりの中あるいは気中に存在する培養可能
な胞子を計数することによって評価するのが最も一般的である。しかし、このアプローチ
には重大な欠点がある（セクション２.４.２参照のこと）。文献では滅多に認られていな
いが、恐らく最も重要な問題は、気中濃度の時間的変化が非常に大きいのにもかかわらず、
１５分を超える気中サンプリングがほどんど不可能だということであろう。堆積したほこ
りの中あるいは気中の真菌について繰り返し測定が行われたいくつかの研究では、短時間
でも濃度の測定結果に考慮すべき時間的変化が生じることを示された（Hunter et al., １
９８８； Verhoeff et al., １９９４b）。単離した真菌属の濃度においてはさらに大きな
時間的変化があった（Verhoeff et al., １９９４b；Chew et al., ２００１）。 

　住宅内と住宅間の真菌濃度の変化は、４対３という比率が屋内の培養可能な真菌類の濃
度として現実的な数値であると思われる。この比率を達成するためには、住宅１戸につき
２７から３６のサンプルが捕集されるべきであると推奨されてきた。これはエンドポイン
トと曝露の関係性のバイアスが１０％より小さい疫学研究においては、信頼できる平均濃
度を推定するために必須である（Heederik, Attfield, ２０００；Heederik et al., ２００
３）。 

　よって、住宅１戸につき大量のサンプルが捕集されない限り、培養可能な生体のサンプ
リングは暴露の粗雑な定量的測定に終わり、結果が無効となるような未定義のバイアスを
生む。このことは、培養可能な真菌の測定が含まれるほとんどの研究において、測定結果
と症状との関連性が発見できなかったことを説明するかもしれない（カビのアンケート調
査とは対照的に）。この問題は微生物の生菌体の測定に特別に関連しているが、屋内塵性
ダニアレルゲン、エンドトキシン、（１→３）－β－D－グルカンといったその他のバイ



オエアロゾルの気中測定にも類似の問題が存在する可能性がある。これは、これらの因子
も気中濃度の時間的変化が大きい傾向にあることに起因する。この問題はサンプリング時
間を延長することで克服できる可能性があり、微生物の生菌体を除くほとんどのバイオエ
アロゾルについて実行可能である。これは現実的ではないと考えられることが多く、ゆえ
にほとんどの暴露測定には、一般的に時間的変化の影響が少ない表面サンプルが引き続き
利用されている。しかしながら、上述のとおり、表面のサンプリングは気中濃度の粗雑な
代用測定でしかないと言える。 

　屋内での生物学的因子への曝露について、健康面に基づく曝露限度の推奨値がないため、
その濃度の解釈は困難である（特にケーススタディーにおいて）。したがって、屋内濃度
の評価（定量的評価であろうと、定性的評価であろうと）に対する方策には、曝露データ
とバックグラウンドレベルの比較、症状のある人とない人の曝露量に関するより正確な比
較、あるいは湿気の多い建物とそうでない建物での曝露量に関するより正確な比較が含ま
れるべきである。定性的評価では、異なる環境における微生物の種属の比較を行うのに対
し、定量的評価では濃度の比較を行う。気候条件や気象状態の違い、それぞれの研究で使
用されている測定方法の違い（例：サンプリング対象が生菌か死菌か、どのようなタイプ
のサンプラーを用いているか、どのような分析方法を用いているか）などから、文献に記
載されている標準物質が使用できることは滅多にない。 

２．５　要約と結論 

　屋内のダンプネス蔓延度は１０％から５０％程度であると推定される。恵まれない地域
において最も高く、国内平均を遥かに超えることが多い。多くの症例報告が、オフィスや
学校、そして老人ホームにおけるダンプネスとカビの問題を示しているが、建物内のどの
ような場所が影響を受けているかは不明確である。高湿度や結露、そして水によるダメー
ジなどが屋内塵性ダニや真菌類の成長・増殖を促進し、それらのアレルゲンや毒素、刺激
物質への曝露の増加を招く。湿気の多い屋内環境には細菌やエンドトキシン、アメーバな
どのその他の微生物なども存在する。しかしこれらの因子に関しては情報が少なく、さら
なる研究が必要とされる。建物内の湿気は、建築材料の化学的劣化を促進させる可能性が
あり、これによってホルムアルデヒドのような揮発性有機化合物の放散が増加する。そし
て結果的に、建築材料のさらなる悪化、構造健全性の低下、また、殺虫剤のような危険な
化学物質の誤使用なども招く可能性がある。上述の因子への曝露が、湿気の多い建物に関
わる健康影響の主要な原因因子であることは極めて妥当ではあるが、未だ証明されていな
い。 

　曝露を定量的に評価する有効な手段がないことから、リスク評価は非常に困難である。
微生物への曝露を定量化するために用いられている通常の培養方法には大きな制限がある。
微生物構成成分の評価に利用されている非培養法は、より信頼性が高いように思われるが、
利用実績は多くない。したがって、より優れた曝露評価の手段を確立するために、さらな
る研究が実施されるべきであり、新しく開発された方法に関しては厳密な検証作業がなさ
れるべきである。 



　屋内環境での曝露モニタリングによって妥当な結論を導き出すためには、症状のない人々
や、湿気のない建物の調査を実施することも重要である。さらに、一般的に、環境の空間
的・時間的変化は大きいので、気中サンプリングの解釈は多数のサンプルを元に行うべき
である。屋内でのサンプル測定に関する適切な解釈を得るためには、サンプリングや分析
手順の詳細な情報が必要であり、さらにその手順の問題点を認識することが大切である。
培養法を使用した場合は、屋外の微生物叢との比較により潜在的な汚染源に関してさらな
る定性的証拠が入手できるかもしれない。 



第３章　湿度コントロールと換気 

Olli Seppänen・Jarek Kurnitski著 
３．１　序論 

　建物は、その使用者を気候から守るシェルターである。それぞれの地域の気候、文化、
資源、そして伝統的な建造物が、その地域の建築デザインや建築構造に大きな影響を与え
ている。建築物は寿命が長く、かなりの国家資産も費やされているため、建設業は国際規
約あるいはそれぞれの国の規約、指針などで規制されている。建築基準法は一般的に建築
物の質を保証する目的で制定されている。これには、安全性、健全性、構築環境の環境へ
の影響を軽減するための持続可能な天然資源（エネルギーなど）の利用などが含まれる。
湿気とダンプネスに関わる問題への科学的理解の深まり、およびこの問題の広範な特質に
鑑みて、構造物の質がこの問題にどれほど影響与えているかについて、各国できちんと注
意を払わなければならない。施工方法は国によって異なり、すべての地域に適用するガイ
ドラインの作成は困難である。とはいえ、多くの問題が同じ要因で生じており、よって解
決策も原則的に類似していると言える。この章の目的は、湿気とダンプネスによる建物の
問題について、その原因と解決策の特性を明らかにし、湿度コントロールにおける換気の
役割について議論した上で、健康的な屋内環境を提供することである。 

　換気は、屋内の汚染物質の除去あるいは軽減、および屋内の熱環境と湿度のコントロー
ルを目的としている。換気能力は、屋内で発生する汚染物質と湿気の除去、あるいはその
濃度を建物の使用者が健康で快適に過ごせる許容レベルまで下げるのに十分でなければな
らない。そして、建物の健全性の維持にも十分でなければならない。それぞれの研究によっ
て曝露反応関係の詳細は異なるものの、数多くのレビューで換気と健康に関連性があるこ
とが示された（Seppänen, Fisk, Mendell, １９９９；、 Wargocki et al., ２００２； 
Sundell, Levin, ２００７）。換気の正確な値は割り出すことができず、限界値もすべての
汚染物質には設定されていないため、必要な換気量の特定や、汚染物質濃度に基づいた関
連リスクの特定は非常に難しい。換気量は、疫学研究、研究室や野外での実験、臭いの感
知、刺激物質の感知、建物の使用者の好み、生産性、および経験に基づいて設定されてい
る。 

　換気には、自然的および機械的な様々な方法がある。通常は健康状態を向上させるが、
設計、設置方法、維持方法、運用方法などが適切でない場合は、換気が屋内環境の質を低
下させるような有害物質の侵入を許してしまう可能性があり、健康に有害な影響を与える
こともある（Seppänen, Fisk, ２００２； Wargocki et al., ２００２；Mendell, Smith 
１９９０；Seppänen, ２００４； Mendell et al., ２００７）。換気は、建築エンベロー
プを通過する空気や水蒸気の流れにも影響を与える。これによって湿気による問題が生じ、
建物の構造の劣化を招くかもしれない。換気は建物全体で気圧差の変動を生み、建物の構
造部や隣接した空間からの汚染物質の侵入の要因となるか、あるいはこのような汚染物質
の侵入を阻止する可能性がある。また、換気は湿度のコントロールに使用される一方で、



特定の状況下では非常に高い湿度、あるいは非常に低い湿度をもたらす可能性がある。外
気を利用した換気の制限を考えるときに、湿度は重要なパラメーターとなる。 

　居住施設ではない建物において、そして高温な気候下では、換気は空調と統合されるこ
とが多く、このことがシステムの運用を複雑化させている。空調システムへの加湿機能の
追加、あるいは独立型の加湿器は、過剰な湿気、化学物質（加湿装置で利用される水の処
理に使われる）、空調システムや加湿器の露受けトレイなどの部位で発生する微生物の増
殖などをもたらす可能性がある。 

　いくつかの研究において、シックビルディング症候群の発生が、暖房、換気、空調シス
テムの持つ特性と関連付けられた。このような症状の蔓延度は、加湿機能の有無にかかわ
らず、自然換気がなされている建物よりも空調管理された建物においての方が概して高かっ
た（Mendell, Smith, １９９０； Seppänen, Fisk, ２００２）。暖房、換気、空調システ
ムによるマイナスの影響を軽減するためには、空気処理システムの衛生状態、コミッショ
ニング、運用方法、維持方法の改善が特に重要であるということがこれらの証拠により示
された（Mendell, Smith,１９９０；Sieber et al.,１９９６；Seppänen, Fisk, Mendell,
１９９９；Mendell et al., ２００３, ２００６, ２００８）。このようにして、建物の構
造部や表面部分のみでなく、暖房、換気、空調システム内のものも含む水分や微生物など
の汚染物質が、有害な健康影響をもたらすと言える。 

　屋内での活動、屋内の物質、そして換気システムなどによって生じる空気中の汚染物質
への曝露は重症度が広範囲に渡り、悪臭の知覚から癌（例：ラドンに起因するもの）にま
でおよぶ様々な影響を与える。これには急性の影響および慢性の影響がある。換気および
換気システムが与えるプラスの影響およびマイナスの影響を以下に挙げる。 

感染症の要因となるウイルスや細菌の気中濃度を薄める（または分散させる）。よって、
換気量を増やすと空気感染する疾病の蔓延を軽減できる。 

いくつかの微生物は、加湿器や冷却塔、その露受けトレイや冷却コイルなどで増殖し、
レジオネラ症や加湿器病といった呼吸器疾患や呼吸器症状の要因となる（Flannigan, 
Morey, １９９６）。盲検の介入試験によってさらなる証拠が提供され、オフィスビル
において、露受けトレイや冷却コイルに紫外線を照射した期間に呼吸器症状やその他の
症状が大幅に軽減したことが示された（Menzies et al., ２００３）。 

１人当たり１０ℓ/秒を下回る換気量は、有病・有症率の著しい上昇、あるいはオフィ
スビルにおける感知できる空気質の低下をもたらす（Seppänen, Fisk, Mendell, １９９
９）。 

１人当たり１０ℓ/秒超からおよそ２０～２５ℓ/秒までの換気量は、シックビルディン
グ症候群の発生率の著しい低下、あるいはオフィスビルにおける感知できる空気質の改
善をもたらす（Seppänen, Fisk, Mendell, １９９９； Sundell, Levin, ２００７）。 



オフィス環境において、換気の改善は作業成果と生産性の向上につながる（Seppänen, 
Fisk, Lei,２００６）。 

北欧の居住施設において、０.５回/hを下回る換気回数は健康に害を与える可能性がある
ことが示された（Wargocki et al., ２００２； Sundell, Levin, ２００７）。 

学校においては、児童１人当たり９ℓ/秒までの換気量が児童の学業の向上につながる
（Wargocki, Wyon, ２００６a,b）。 

オフィスビルにおいて、空調システムは自然換気と比べてシックビルディング症候群の
発生率の統計学的な著しい上昇との関連性がより高いことが示された（Seppänen, Fisk,
２００２）。 

屋内の湿度は換気量の影響を受ける。通常は換気によって屋内の水分レベルは低下する。
過剰な湿度はカビや細菌のような微生物の増殖を招く（Institute of Medicine, ２００
４）。 

５０％を超える程度の相対湿度は屋内塵性ダニの増殖を招く。よって、換気量の低下は、
アレルギー性症状やその他の症状の発症あるいは増悪をもたらす（Flannigan, Morey, 
１９９６）。 

病原性の微生物は換気システムによって運ばれる可能性があり、いくつかの証拠により、
一般病棟での不適切な換気量が、空気感染する病原体（結核菌など）への曝露に影響を
与えることが示唆された（Menzies et al.,２０００）。しかしながら、空気感染する疾
病の蔓延に関わる病院、学校、オフィスに対しての必要換気量については十分な情報が
得られていない。 

喫煙環境およびラドン崩壊生成物などへの曝露は、肺がん、心臓発作、心臓病、脳梗塞
などのリスク増加につながっている。換気量は通常、これらの因子の気中濃度を低下さ
せる。 

　換気量、換気システムの種類、屋内空気中の汚染物質、屋内環境の物理的特性などが換
気特有の要素である。これらの要素は人間の個人的もしくは集団的な生理的反応に影響を
与える。換気はまた、熱環境、湿度、建築エンベロープ全体の気圧差、隙間風および騒音
などの屋内環境のその他の面にも影響を与える。そして、これらの要素はさらに人の健康
に影響を与える。 

　絶対湿度（湿り空気中の乾き空気1kgに含まれる水蒸気の質量をグラムで表す）と気温
と相対湿度の関係はFigure２に示されているとおりである。Figure２において、相対湿度
は曲線で、気温は縦軸で、絶対湿度は横軸で表されている。 



Figure 2. 気温と絶対湿度と相対湿度の関係を示した「湿り空気線図」 



相対湿度が温度によって（暖房などの）どのように影響を受けるか、いくつかの例を以下
に示した。 

温度-８℃で相対湿度１００％（一般的に冬場には値が高い）の屋外の空気（Figure２
のポイントA）の温度が２０℃まで上がると、相対湿度は１５％まで下がる。よって、
換気に屋外の冷たい空気を使用することは、屋内からの湿気を運び出すのに効果的であ
る。 

温度１５℃で絶対湿度５.５g（水蒸気）/kg（乾き空気）の空気（相対湿度５０％に相当
する）の温度が１８℃まで上がると、相対湿度は４０％まで下がる。よって、熱によっ
て相対湿度の上昇を防ぐことができると言える。 

温度２０℃で相対湿度５８％の空気（Figure２のポイントB）の温度が１５℃まで下が
ると、相対湿度は７５％まで上がる。気温が１１℃まで下がると、相対湿度は１００％
に達する。物質表面の水蒸気はこの程度の温度で凝結する。よって、住宅の中の気温が
局所的に下がると（例：窓枠、暖房が効いていない場所、適切な断熱が施されていない
壁）、相対湿度が上がり微生物の増殖が促進される。 

３．２　水分の発生源 

　湿気は建物被害の重大な要因となっている。建築エンベロープに関わる問題は、７５％～
８０％が湿気に起因すると推定された（Bomberg, Brown, １９９３； Ronald, １９９
４）。Haverinen（２００２）がフィンランドの住宅を対象に実施した横断面分析では、
戸建住宅の３８％、集合住宅の２５％で顕著な湿気の問題が確認された。スウェーデンで
４２０軒の建物を対象に実施された調査（Wessén, Honkanen, Mälarstig,２００２）で
は、その６５％で微生物の増殖、建築材料からの微生物・化学物質の放出、および揮発性
有機化合物の放散を招くような湿気の問題が見られた。カナダで実施された調査では、調
査参加者の３８％が住宅のダンプネスやカビ（例：ジメジメした場所、目視できるカビや
白カビ、水によるダメージや浸水）を報告した（Dales, Burnett, Zwanenburg,１９９
１）。これらの評価は、湿気問題が重大な論点であることを示す。大規模な修繕には多大
な費用がかかることから、このことは経済にも大きな影響を与える。Pirinen et al.,（２
００５）は、フィンランドにおいて微生物に起因した建物のダメージ（結果として有害な
健康被害をもたらしたケース）の修繕費用は１ケースにつき１０,０００～４０,０００ユー
ロ程度であると推定した。 

　水の侵入、ダンプネス、および過剰な湿気に関連する現象の全てが建物の使用者の健康
に有害なわけではないが、関連現象は建物の構造部に重大な影響を与え、そのことが室内
空気質の低下を招く可能性がある。 

　木材の腐朽や微生物増殖のリスクに加え、湿気によって誘発される化学反応によって建
築材料の劣化が生じる可能性がある。例えば床材の設置あるいはコンクリートを覆うカー
ペットの設置の際に、コンクリート養生が十分ではなく湿気が残っている場合には、化学
反応が生じてアルコールや揮発性有機化合物が放散されてしまう。迅速に施工を完了する



ことが求められるために、床材はコンクリートが十分に乾いていないときに設置されるこ
とが多い。 

　フィンランドで２９１戸の住宅を対象に実施された湿気問題の調査によると、非破壊的
検査（例：個々の慎重な調査）によって、およそ３分の２の湿気問題を見つけることがで
きることが分かった（Pirinen, ２００６）。残りの３分の１は構造部に隠れており、破壊
検査（例：ドリルで穴を開ける、構造部を壊す、建築材料のサンプリング）を用いた広範
囲な調査が要求される。雨水、地下水、配管の水漏れおよび毛細管現象に起因したダンプ
ネスは湿気問題の最も一般的な要因ではあるが、詳細な技術的試験では８２種類に上る多
様なメカニズムが示された。 

建物の最も一般的な湿気問題の例を以下に挙げる。 

カビの増殖、塗料の剥がれ、木材腐朽あるいは腐食をもたらすことが多い雨水や地下水
の建物の囲い部分（屋根、壁、窓、そして基礎）への侵入。 

不適切な設計方法、設置方法、使用方法、維持方法（例：検査や修理のミス）に起因す
ると考えられる配管の水漏れ。 

水分が発生源（雨水や配管の水漏れなど）から、多孔質の建築材料（コンクリートや木
材など）を通して毛管作用で水に弱い材質まで運ばれてしまう（毛細管現象）。 

雨水、結露、配管の水などが、トラス、垂木、I形梁、床用根太、あるいはつり天井な
どの表面部分の上部または底部を伝って流れ、水滴が落ちてしまう、あるいは多孔質の
物質に吸収されるてしまう。 

温暖湿潤気候において、建物の囲い部分のひび割れや穴などを通して暖かく湿った外気
が侵入し、空調システムの部品や空調システムによって冷やされた物質、地下室や床下
などの冷えた空間にある物質などの表面部分に結露をもたらす。 

外気温が低いとき、建物の囲い部分の亀裂や穴などを通して屋内の暖かく湿った空気が
屋外へ漏れ、壁、天井懐、屋根裏などに結露が生じる。 

意図的あるいは意図せずに、防湿剤が誤った場所へ設置され、建物の囲い部分に結露が
生じる。 

プール、スパ、バスルーム、キッチン（食洗機、燃焼装置）における不適切な通風また
は通風自体が無いことによって、建物の囲い部分内で水蒸気が凝結する。あるいは、屋
内の湿度が十分に高い場合はその空間にある物自体（例：天井、床、家具、冷えた排水
管、空調システム、ディフューザー）において水蒸気が凝結する。 



暖房および空調システムによる不適切な除湿によって屋内の湿度が上昇する可能性があ
り、結果、家具や壁、空調システムやディフューザーにおけるカビの増殖を招く。 

建設の際、不適切な養生などが原因で湿ったままの状態の建築材料を、湿気問題やカビ
の増殖を起こしやすい建築材料によって建築アッセンブリに収めてしまう。 

　水による被害、ダンプネス、湿気などの管理がうまくいかないことの技術的要因は、気
候と関連していることが多い。　基礎、断熱、建築エンベロープの構造、そして換気シス
テムに関わる建築の原理と実践の多くが、気温や湿度、雨や風などの一般的な条件によっ
て規制される。屋内の湿度も屋外の気候条件と物理的な関連性がある。そのために、建物
の湿気、ダンプネス、微生物汚染物質、修繕、および管理などに関わる問題は、気候帯に
よって異なる。それでもなお、湿気問題とそれに続く影響の阻止および管理は、気候帯に
かかわらず建設の初期段階から建物の継続維持段階にわたって取り扱われるべきである。
湿気の管理についてはセクション３.９で議論する。 

３．３　建築性能の指標としてのカビとダニ 

　微生物の増殖がどのように健康に影響与えるのか、そのメカニズムは依然として明確で
はないものの、カビの防止のために対策を講じることはできる。セクション２.２で説明
されているように、カビの増殖をコントロールするための最重要因子は水分であり、とり
わけ屋内や構造部の相対湿度が重要である（注：カビの増殖条件の説明の際に使用される
「水分活性」は、生存環境の相対湿度と同等に扱われる）。建物内でのカビやダニの発生
は、屋内の相対湿度と関連がある。セクション２.２でも述べたように、ダニは４５％～
５０％を超える水分活性を必要とする。よって、屋内塵性ダニの急激な増殖を阻止するた
めに、暖房を使う時期の相対湿度はこの数値より低く保たれる必要がある。 

　屋内の相対湿度は、その値を換気や空調によって限界値（カビの増殖やダニに対する）
より低く保つことにより容易にコントロールすることができる（セクション３.４および
３.８参照のこと）。しかしながら、そのような条件下でさえ屋内の冷えた物質の表面部
分においては、相対湿度が高くなってしまう可能性がある。これは、温度と湿度を適切に
デザインすること（伝熱解析や水分移動解析、必要な断熱の使用、熱橋の防止など）によっ
て防がなくてはならない。相対湿度のコントロールは、屋内の空気中よりも建物の構造部
においての方がより困難である。これは構造部が屋外の気候要因の影響を受けやすいこと
に起因する。カビや湿気問題の防止のために、建築アッセンブリの温湿度性能について十
分に検討しなければならない。温湿度の適切なデザインに加えて、この章で示されている
建物内の物質表面や構造部における相対湿度の限界値、カビの増殖モデルなどは、新しい
建物の設計や、建物の修繕、そして現存する建物の実地調査の分野で応用されるべきであ
る。 

　真菌のいくつかの種に関して、その発芽に最低限必要な相対湿度は６２％～６５％であ
るが、一般的な建築材料や仕上げ材を用いた実験では相対湿度が７５％～８０％より低く
保たれれば、カビの影響を受けやすいような物質の表面部分にも真菌の増殖が発生しない



ことが示された。気温幅４℃～４０℃の環境下で相対湿度が７５％より低い（Viitanen, 
Ritschkoff, １９９１；）、または相対湿度が８０％より低い場合はカビは増殖しないと
記した文献もある（Adan,１９９４）。 

　Rowan et al.,（１９９１）は、相対湿度に関して大規模な分析を実施し、建物内の真菌
類の増殖を制限するためには相対湿度は７５％以下に保たれるべきとした。Johansson et 
al.,（２００５）は、文献のレビュー後に、微生物増殖に対する各物質特有の水分条件に
ついて次のように説明した。清潔な物質においての限界相対湿度（真菌の増殖が発生しな
い最大限度の長期相対湿度）は７５％～９０％、汚染された物質や汚れた物質においては
７５％～８０％（Table２参照）。 

Table 2. 建築材料のグループ別の限界相対湿度 

材料グループ                                                                相対湿度（％） 

木材類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５～８０ 

紙類や石膏ボード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０～８５ 

鉱物繊維系断熱材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９０～９５ 

ポリスチレン系樹脂や発砲ポリスチレン　　　　　　　　　９０～９５ 

コンクリート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９０～９５ 

出典： Johansson et al., (2005).  

　実際的には、物質の表面部分や建物の構造部の相対湿度および温度は常に変動するため、
カビの形成は相対湿度、温度、建築材料を関連因子として時間に依存して進行する。屋外
の相対湿度の影響があるため、建物構造部の相対湿度を７５％～８０％より低く保つこと
は難しい。よって、建築構造の温湿度デザインに対して、１つの限界値を設定することで
は不十分である。カビの増殖形成を説明するためには、それぞれの物質におけるカビの増
殖に要する時間や相対湿度の変動を考慮に入れた動的モデルが必要とされる。動的なカビ
の形成を評価するためには、建物構造部や調査対象物質の相対湿度や温度の動的データが
必要とされる。これらのデータは測定するか、あるいはシミュレーションツールで算出す
るかして入手することができる。 

　松とモミの木の変動する温度と湿度に対して、Viitanen et al., （２０００）は、微分
方程式（Eq.１）を提供した。この方程式（およびこれに基づいたモデル）は、０～６の
値をとる指数Mによってカビの増殖を予測する。指数０はカビの増殖がないことを示し、
指数１は顕微鏡下で検出されるいくらかのカビの増殖を示し、指数３は目視できるカビの
増殖の存在を示し、指数６は表面をほぼ１００％覆うような高密度のカビの増殖を示す。
このモデルは温度、表面の相対湿度、木材の種類、木材表面の質などを考慮に入れており、
一時的な相対湿度の低下によるカビの増殖の遅れについても説明することができる。方程
式１（Eq.１）は以下のとおりである。 



 

　Mはカビ増殖指標、tは日単位で計算した時間、Tは温度（０.１℃～４０℃）、RHは相
対湿度（％）、Wは木材の種類（０＝松、１＝モミの木）、そしてSQは木材表面の質を
表す因子（０＝乾燥後ノコギリで切断された表面、１＝キルン乾燥された表面）である。
係数k１およびk２は、カビの増殖が起こりやすい状況下での増殖率およびカビ増殖指標の
上限を示す。このモデルは木造建築物の分析に有用である。しかしながら、このモデルが
利用できるのは、デザインの基準として使用されるカビ増殖指数の値が既に決定している
場合のみである。議論の余地はあるかもしれないが、ほとんどのケースにおいて、カビ増
殖指数１が最も適当な選択であると言える。 

　上記の他に広く使われているカビ増殖モデルは、多くの材質に適応可能な等値曲線モデ
ル（isopleth model）とその延長の短期間バイオ温湿モデル（transient biohygrothermal 
model）である（Krus, Sedlbauer, ２００７）。等値曲線は、カビの増殖率、および起こ
り得る真菌類の成長の最低の境界値を示す（カビに対する等値曲線の最低値）。等値曲線
は、栄養源の異なる３つの真菌の生息環境に分類されて示されている（Figure３）。一般
的に使われている建築材料はカテゴリー１および２である。文献で議論されているような
健康への影響が考えられる真菌類（例：Aspergillus fumigatus、Aspergillus flavus、
Stachybotrys chartarum）のみを考慮に入れるのであれば、等値曲線の最低値はFigure
３に表記されている値よりもわずかに高い（Krus, Sedlbauer, ２００２）。　 

　動的カビ増殖モデルは、建築アッセンブリの温湿度性能の評価に非常に有用である。カ
ビ増殖の予測値は胞子濃度の測定値との間に合理的な相互関係がある（Pasanen et al., 
２００１）。しかし、この相互関係は限定的で、特定の用途に特化したものである。カビ
増殖モデルは、実地調査において建築材サンプルの胞子濃度が測定されている場合に有用
である。カビ増殖の予測値が利用できると、測定された胞子濃度が研究対象の材質や構造
部に特有の値なのか、それとも予期せぬ水漏れなどといった湿気対策の不備によるものな
のかどうかの判定が可能になる。 

　実地調査の最も大きな課題は、汚染された建築アッセンブリのうち取り除く必要のある
ものと残しても良いもの（屋内気候の問題に対するリスクとして許容範囲内のもの）を決
定することである。建築材料サンプルの胞子濃度は容易に測定でき、カビ増殖は予測する
ことができる。しかし、疫学的な屋内胞子濃度のガイドラインがあるにもかかわらず、こ
れらの値を使用してどのように屋内の気中濃度を予測できるかどうかについては十分に分
かっていない。例えば、フィンランドでは、冬場の都市部における屋内の真菌胞子の気中
濃度の上限値は５００CFU/m3とされた（Ministry of Social Affairs and Health, ２００
３）。この値は、湿気問題のある建物とない建物の比較から算出された；真菌胞子の気中
濃度５００CFU/m3は、冬場に湿気問題のない建物において一般的な値であることが判明



した。この値は、計算方法があれば温湿度デザインに対する明快なガイドラインになり得
る。しかしながら、真菌胞子がどのように運ばれているかについては限られた情報しかな
い。例えば、真菌の侵入に関わる因子は研究室での測定によって特定されているに違いな
い（Airaksinen et al., ２００４a）。したがって、カビ増殖モデルの持つ可能性を正しく
認識するためには、真菌胞子濃度の適当な計算方法、および屋内における真菌胞子の気中
濃度の目標値が必要とされる。　 

Figure ３. 生息環境がカビの形成に与える影響を特定するための３つの生息環境に対する
等値曲線モデル（isopleth model） 

出典：: Adapted from Sedlbauer (2001). 
注： days：日中の発芽時間、mm/day：発芽率、 LIM：それぞれの生息環境における 等値曲線の最低値、
Spore germination：胞子発芽、Mycelial growth：菌糸成長、生息環境０：最適条件の培地、生息環境１：
生物学的に再生可能な建築材料、生息環境２：生物学的に有害だが再生可能な建築材料 

３．４　換気性能 

　室内空気質の改善において、最優先されるべきは汚染物質の発生源のコントロールでは
あるが、屋外から入ってくる空気の流れは汚染物質や屋内で生じる湿気に対し、その除去
あるいは軽減に換気として十分な効果を発揮する必要がある。換気は、室内空気質や屋内
気候を害したり建物使用者や建物自体に悪影響を及ぼしたりしないよう、省エネルギーで



適切に計画されなければならない。換気量には、汚染負荷量、水分発生、建物の使用用途
が考慮されるべきである。屋外の汚染物質は、可能な限り空気が屋内に運ばれる前に除去
されるべきである。 

　汚染物質や水分を許容範囲内の安定レベルまで軽減するのに必要な換気量の計算には、
屋内の汚染物質の気中濃度や水分を使用することができる。定常状態を獲得するための屋
内で発生した湿気の除去は方程式Eq.2によって計算できる。この方程式では、屋内の汚染
濃度は異なる空間において同レベルであり、屋内の気中濃度は排出される空気と同レベル
であり、建物と内装材の含水率は平衡状態であると仮定している。 

方程式Eq.2は以下のとおりである。 

　qvSUPは供給空気中の体積流量率であり、m3/sで表される。Gは室内の水分発生量であ
り、g/sで表される。υIDAは室内空気中の水分であり、g/m3で表される。υSUPは供給
空気中（外気）の水分であり、g/m3で表される。 

　換気は、qvSUP × (υIDA-υSUP)の割合で湿気を除去する。外気の湿度が低い場合は
換気はより有効なので、さらに多くの湿気が除去される。冷たい空気は暖かい空気に比べ
て絶対湿度が低いため、湿気除去は外気温が低いときが最も有効である。高温な気候下で
は、外気の湿度は屋内の湿度より高くなる可能性がある。そのような場合には、換気によっ
て屋外の湿気が屋内へ運ばれ、一般的に屋内の空調によってそれが除去される（冷却コイ
ルに結露が生じる）。 

　温暖または高温な気候下では、屋内の相対湿度が高いことは問題となり、逆に寒冷な気
候下では、極めて低い相対湿度が問題となる。寒冷な気候下における冬場の屋外の低湿度
が過度な暖房と相まって、屋内の相対湿度を皮膚症状、鼻の乾燥や詰まりなどを引き起こ
すレベルまで下げてしまう可能性がある（Reinikainen, Jaakkola, ２００３）。Kalamees
（２００６）の測定によると、冬場の屋内の相対湿度は、フィンランドの９４戸の住宅で
の平均値が２６％、エストニアの２７戸の住宅での平均値が３２％であった。屋内の湿っ
た空気は、建築エンベロープに深刻な蒸気負荷をかける。高温な気候下では除湿によって
同様の影響が出る。 

　すべての関連する汚染物質を調べ、最も重大な因子を特定すべきである。概して、換気
よりも汚染発生源のコントロール優先する方が望ましい。上記の方程式（Eq.2）は、定常
状態（規定の状態）において有効である。さらに、屋内で発生した汚染物質は全て空気の
流れによってのみ排出され、その他に汚染物質を排出あるいは吸収する要素はないと仮定
している。水分の放出時間が短い時、定常平衡濃度は達成されないか、あるいは与えられ
た最大濃度で空気の流れが減少する可能性がある。フィンランドの１０１戸の住宅を対象
に調査したところ、屋内の水分発生率の平均値は１人当たり１.９kg/日であった



（Kalamees,２００６）。屋内の湿度は上記の方程式（Eq.2）を使って、換気や標準的な
水分発生（人やペット、屋内の植物、調理、シャワーやサウナ、洗濯物などによって生じ
るもの）のデータを基に合理的かつ正確に計算された。 

　通常、屋内での水分発生は継続的でも定常状態でもなく、断続的なものである。これを
考慮するべく、適切な湿気発生プロファイルと物質・材質データ（水分の緩衝作用など）
を踏まえた動的な計算が必要とされる。このような計算には、多くのシミュレーションツー
ルが利用できる。建築物や内装材の水分吸収と水分排出に対する性能は、屋内の湿度変動
に大きな影響を与え、その結果、湿気による被害やダンプネスを招く可能性がある。換気
量が少ないと、水分の緩衝作用が特に強くなる（Kurnitski et al., ２００７）。最近の一
般的な傾向では、建物の湿気に対する性能は極めて低く、これが換気量の少なさと相まっ
てダンプネスに関連した問題の広がりに影響を与えている可能性がある。 

３．５　換気システム 

換気システムは、自然換気、機械換気、あるいはその併用に分類できる。 

３．５．１　自然換気 

　自然換気では一般的に空気の入れ替えにファンは使用されない。したがって、自然換気
の換気量は、建築エンベロープの気孔の大きさや分布、煙突効果や風圧などの原動力（圧
力差）の大きさに依存する。煙突効果は、建物（排気筒）の高さや、屋内と屋外の気温差
によって変化する。風圧は、風速や風の方向によって変化する。空気の流れに作用する力
は、気象条件によって左右されるので、汚染物質や水分発生に加えて気象条件も考慮して
建築エンベロープをコントロールしなければならない。屋内の空気が調整されている場合
は、換気による循環空気の加温、冷却、加湿、除湿などにエネルギーが使われてしまう。
よって、換気量が多くなりすぎることは避けられるべきである。屋内の空気が調整されな
いような気候下では、換気量の多さは問題にならない。 

　寒冷または高温な気候下では、開口部の大きさや配置は換気デザインにおいて重要なポ
イントとなる。天候は常に変化するため、自然換気をデザインする上での課題は、空気の
流れに作用する力を活用することである。これにより、空間に入ってくる空気の流れを望
ましい度合いで維持できるようになる。 

　自然換気という用語は、建物の空気の漏れ（構造部のひび割れや穴による）と窓の解放
との組み合わせなどによる偶発的な換気に対して使われることが多い。このような換気は
乏しい快適性と管理の届かない熱損失をもたらしかねない。建物の使用者が必要に応じて
換気調節を行う必要はあるものの、適切な換気量を供給するために自然換気には慎重で丁
寧なデザインと設計が求められる。不適切な換気量は、深刻なダンプネス、健康問題、お
よび湿気による被害をもたらす可能性がある。そのほかの技術的なシステムと同様に自然
換気にも利点と欠点がある。 



利点 

温暖な気候下においては、様々な種類の建物に対し適合性がある。 

自然換気には窓の開放が関連するが、これは特に温暖で心地良い気候下では一般的な習
慣である。 

適切に開放されていれば、冷却とエアパージに対する十分な空気流量が得られる。 

温暖な天候下においては、屋内空気を不快に感じる期間が短かい。 

換気装置のために空間を使う必要がない。 

メンテナンスが最小限で済む。 

一般的に、機械換気に比べ、設置および運用にかかるコストが低い。 

ファンや換気装置による騒音がない。 

欠点 

非常に冷えた空気が侵入して不快感を生むなど、過酷な気候には適合性がない；結露や
重大なエネルギー損失をもたらす。 

換気量の不適切なコントロールにより、室内空気質が低下し、過剰な熱損失が起きる可
能性がある。 

空気流量や気流パータンが変動しやすい；建物（部屋）が多数室、奥行きがある、広い
といった状況である場合、新鮮な空気のや空気分散の実用性が乏しい。 

熱利得が高い場合には、不適合である。 

騒がしい場所や空気が悪い場所には向かない。 

換気を窓の開放に頼るため、防犯上のリスクがある；排気からの熱回収は現実的ではな
い。 

必要に応じて窓などの開放を調節する必要がある。 

屋内に入る空気を清浄化したりろ過したりすることができない。 

大口径ダクト管が必要であり、ダクトシステムにおける気流の回り込みを制御しなけれ
ばいけない。 

湿潤な気候下ではダンプネスや真菌類の増殖の発生率が増加する。 



　自然換気には、片面換気、クロスフロー換気、風の塔、煙突効果、アトリウム換気など
の様々なテクニック（あるいはそれらの併用）が使われている。これはBox.2で簡単に説
明されている。実現面では、温暖な気候下（インナーシティーを除く地域）では、建物は
自然換気によって管理されることが最も好ましい。建物は最初から自然換気を取り入れる
前提で設計されるべきである。この種の換気は、気候や屋外の騒音および大気汚染に制約
される場合、あるいは奥行きのある、多数室の建物では使用できない。自然換気に適して
いる建物タイプは、住宅（戸建あるいは集合住宅）、中小規模のオフィスビル、学校、中
小規模の店舗、娯楽施設、倉庫、産業施設などである。 

 

BOX 2 自然換気の種類

片面換気（図A）は、空気の取り込みと排出が建物の同じ面でなされるシステ
ムである。小さい開口部での片面換気は、建物のファサードの乱流変動によ
って起こる。ひいき目に見たとしても、片面開口のアプローチは信頼できる
ものではなく、自然換気制御の方策の一部としては奨励されない。 

クロスフロー換気（図B）は、空間の片側の開口部から空気が取り込まれ、反
対側の開口部から空気が排出されるシステムである。クロスフロー換気は、
自然換気あるいはハイブリッド換気の最良実践の基礎である。ファサード間
の圧力差は風の影響を受け、一般的にひとつのファサードの乱流変動よりも
はるかに大きい。よって、より容易に適切な換気量の獲得および推定ができ
る。管理された自然換気のほとんどのデザインがクロスフロー換気に基づい
ている。このシステムは、奥行きのある建物や他室構造に対しては換気性能
が制限される。 

風の塔は、対角線をなすように断面を４つのスペースに分割した垂直の塔からなる。この塔は、換気空間
の天井を貫いて、天井の高さで止まる。風上側から筒の中に入った風は、筒の中を押し下げられ、下の空
間を換気する。同時に、よどんだ空気は風下側の筒で発生した負圧によって空間から吸い出される。この
システムは中東の砂漠地帯などで使われてきた。原動力として強い風を用いることが可能な地域で、現代的
に少し変化した風の塔の利用が増えている。 

温度差喚起は、喚起される空間の天井から屋根の少し上まで伸びる垂直のダクトからなる（Figure.５）。
通常の運用では、建物から排出される暖かい空気が、補給空気は室内の換気口やTrickle vent（窓などに取
り付ける開口部の小さい換気口）から供給される。排気ダクトは、湿気の多い室内からの空気の排出を促
進するために使用される。ダクト内の圧力と風による吸引によって、空気の流れがダクト内を通り抜ける。
この温度差換気を利用したパッシブ換気は、温暖から少し寒冷な気候下での使用が最適である。 

アトリウム換気（図C）には、建物の使用者に全天候型の空間を提供
するガラスに覆われた中庭（アトリウム）を利用する。オフィスやシ
ョッピングモールなどの建物において一般的であり、パッシブな低エ
ネルギーデザインの建築物としての特徴を持つ。アトリウム自体をパ
ッシブ換気排気筒として自然換気に利用することができる（図C）。
中性帯が建物の使用ゾーンより上に位置するように、アトリウムの天
井は使用ゾーンよりも数メートル上方まで引き上げられる。フローパ
ターンは、風に誘発される圧力によって混乱することがある。手の届
かない上部の開口部を調節するための、ダンパの自動制御が必要かも
しれない。



　自然換気では、必要な換気量をあらゆる気象条件下において維持することはできない。
さらに、気密性の高い建築エンベロープは用いることができない。高気密の建築エンベロー
プは、屋内への空気の侵入と屋外への空気の漏れによるエネルギー損失を軽減させるため
に機械換気を使用している建物では一般的に使用されている。Figure.４では、原動力とし
て温度差を利用する自然換気システムに関わるいくつかの問題を説明している。図に示さ
れているように、いくつかの気象条件下では、圧力差によって気流が逆戻りしてしまう（青
い矢印）。これにより、排出される空気が積み重なってしまい、その空気が汚染され供給
ルートとなり、汚染物質を室内へ分散させてしまう可能性がある。 

　Figure ４. 温度差を利用した 
　　　　　　　自然換気における問題  

３．５．２　機械換気 

　機械換気は、「すべての気象条件下で建物の使用者による関与なしで換気量を維持する」
という要求を基準にしている。機械装置による給排気で換気がなされる場合には、高密度
の建築エンベロープを用いることができ、よって屋内への空気の侵入と屋外への空気の漏
れによるエネルギー損失を軽減することができる。気密性の高い建築エンベロープは建物
の防音性も向上させ、屋外から屋内へ届く騒音を軽減する。排出される空気からの熱回収、
建物の使用者に合わせたデマンドコントロール型換気、湿気や空気の質などの因子によっ
てエネルギー効率をさらに改善することができる。また、屋外の汚染された空気を清浄し
て給気することができる。さらに、容易に暖房や冷房を組み合わせることができる。そし
て、機械換気システムは建築エンベロープにおける圧力差をコントロールし、構造部の湿
気による被害を防ぐことができるかもしれない。いかなる建築タイプにも利用することが
でき、自由な建築設計を許す。このことが、機械換気が現代の建築に急速に受け入れられ
た大きな理由であろう。 



３．５．２．１　 機械排気 

　機械排気システムでは、汚染度が高いあるいは空気の質が低い部屋から空気が排出され
る。そして、建築エンベロープからの空気の侵入によって、換気のための外気が建物の中
に運ばれる。集合住宅においては、排気グリルの圧力損失がフロア間の空気の流れを阻止
するのに十分である場合は、異なるフロアから排出される空気を共通のダクトに集めるこ
とができる（Figure.5）。すべての住宅に対し、ひとつのセントラル換気ファンが設置さ
れている。室内の空気の循環は、湿度や二酸化炭素濃度、あるいはその他の汚染物質に応
じて、または人感センサーによって調節可能なグリルによってコントロールすることがで
きる。 

　機械排気の利点は、換気量が一定であることと、建物における負圧が低いことである。
これらは外壁への水分移動と結露を防ぎ、その結果、カビの増殖も防ぐことができる。し
かし、いくつかの欠点もある。寒冷な気候下において、冬場に建築エンベロープからの空
気の侵入によって隙間風が生じる。また、排気からの熱回収が困難であり、回収された熱
はヒートポンプによる温水の余熱に使うことはできるが、循環空気の加熱に使うことはで
きない。排気は主にキッチンやバスルームでなされるため、換気が供給する空気の循環は
ベッドルームやリビングルームには平等に行き渡らない。さらに、外気の供給は建築エン
ベロープにおける空気の侵入に依存する。 

　Figure.5  集合住宅における 
　　　　　    機械排気システム 



３．５．２．２　 機械給気および機械排気 

　機械給気と機械排気システムでは、居住施設において空気はダクトとファンによってベッ
ドルームやリビングルームへ供給され、一般的にキッチンやバスルーム、そしてベッドルー
ムから排出される。その他のタイプの建物においては、使用されている全ての空間に供給
される。排気は屋外へ送り出される前に熱交換器を通過することもある。熱交換器では、
熱の大部分が回収され、換気のために利用される外気を熱するために使われる。利用でき
る熱によって必要な熱の要求が満たされるので、一般的に、回収した熱の使用方法として
最も経済的である。回収した熱のその他の利用方法としては、湯水の加熱が挙げられる。 

　機械給気と機械排気システムは、集合住宅において中央管理方式（Figure.６）または個
別方式で利用される。有益な熱回収のためには、回収された熱はファンによって消費され
た付加エネルギーを上回る必要がある。炭素が比較の対象となり、主要な暖房の燃料源
（例：天然ガス）に対して必要な炭素よりも電力に対して必要な炭素の方が高い場合、慎
重に設計されたダクトシステム、効果的な熱交換器、エネルギー効率の良いファンやモー
ターなしに温暖な気候下での使用が正当であることを説明するのは難しい。 

　個別方式では、広範囲に設置されているより多くの部品に対するメンテナンスが必要と
されるが、より容易に要望にしたがった換気のコントロールができる。 

Figure.６ 集合住宅における 
　　　　　中央管理方式の 
　　　　　機械給気と機械排気 



３．５．３　ハイブリッド換気（混合モード） 

　自然換気の信頼性を向上させることや機械的補助を取り入れることによって、適用でき
る低エネルギー換気方法の幅を広げることはしばしば可能である。ハイブリッド換気は、
自然換気の排気ダクトに低エネルギーの補助ファンを取り付けているだけのことが多い。
補助ファンは、原動力（風など）が小さいときや、空気の逆流を阻止するため換気ダクト
を利用する時に操作する。この対極として、ハイブリッド換気には、完全に独立した機械
装置を併用した自然換気も含まれる。このケースでは、気象条件と運用条件の許す限り自
然換気が使用され、その後は機械装置が換気を引き継ぐ。建物をゾーン分けすることによっ
て、いくつかのゾーンは自然換気で管理しその他のゾーンは機械換気で管理することがで
き、効率を上げることができる。ハイブリッド換気システムは、アプローチによって、多
層建築、都市部の建物、ショッピングモールといったさらに広い範囲の建物にまでその換
気の適用性を広げることができる。 

　ハイブリッド換気のアプローチは、様々な気候下において、そして非常に複雑な建物に
おいてさえ、完全な機械換気のアプローチよりもエネルギーとコストの面で利点があるか
もしれない（Aggerholm,２００３）。 

３．６　換気と関わりのある屋外あるいはその他の汚染源 

　換気のために使われる外気には、粒子状物質、生物由来の粒子状物質（例：微生物や花
粉）、そして様々なガス（例：一酸化窒素やオゾン）などが含まれており、汚染の発生源
である可能性がある。自然換気をしている建物では、外気に含まれる汚染物質はすべて屋
内に入ってくる。機械換気をしている建物では、外気を換気のために屋内へ入れる前に汚
染物質の濃度を下げることが可能である。それでもなお、換気システムは屋内の空気汚染
の発生源となる可能性がある。 

３．６．１　屋外の汚染源 

　建物に入る空気をできるだけ清潔にし、できるだけ冷却するために（夏場に）、外部吸
気口を設置すべきである。また、空気が建物付近の物質に汚染されないようにしなければ
ならない。屋外の潜在的な汚染源としては、交通量の多い通りの排気ガス、積込盤台、ゴ
ミ集積所、蒸発冷却システム、冷却塔（レジオネラのリスク）、排気口、バイオマスストー
ブ、ボイラーなどが挙げられる。吸気口と排気口の配置によって、汚染された排気と清浄
な空気の屋外での再循環の可能性を最小限に抑えることができるはずである。 

　屋内環境は、建築エンベロープと空気清浄によって屋外の空気汚染からある程度守られ
ているように思われる（Hänninen at al., ２００４）。換気システムによって、屋内の人々
を屋外の粒子状物質やその健康影響から守ることができる可能性があることが示唆されて
きている（Fisk et al., ２００２；Janssen et al., ２００２；Leech, Raizenne, Gusdorf, 
２００４）。 



高所得国の人々は生活の大半を屋内で過ごす。よって、建築エンベロープによる汚染物質
のフィルタリングが、曝露に対する重要な変更因子であると期待できる。機械換気システ
ムが一般的ではない居住施設では、屋外の粒子状物質が容易に屋内に侵入する（侵入率は
１００％に近かった）（Özkaynak et al., １９９６；Wallace, １９９６）。機械給気お
よび機械排気が利用されている建物では、給気フィルターが粒子状物質の除去において最
も重要な因子であると特定された（Thornburg et al.,２００１）。Hänninen et al.,（２
００５）は、９０年代以前の建物と比較して、９０年代以降の建物では測定値が２.５μm
より小さい粒子状物質への曝露が２７％軽減されたことを示した。これは、ヘルシンキの
排気ガスの除去に対応した精密なフィルターを併用した機械換気に起因すると考えられる。
空調システムの使用は、オゾンへの曝露とそれに関連した健康影響の軽減にも寄与してい
ることが示唆されてきている（Weschler, ２００６）。 

３．６．２　空気処理設備と空気処理システムにおける汚染物質 

　いくつかの研究が、自然換気をしている建物よりも空調設備のある建物においての方が
シックビルディング症候群の発生率が高いという結果を示している（Mendell, Smith, １
９９０；Seppänen, Fisk, ２００２）。シックビルディング症候群と機械暖房、機械換気、
空調システムとの関連性に関するひとつの説明としては、暖房や換気、そして空調設備の
部品や配管などから発生する微生物汚染物質および化学的汚染物質が考えられる。古い建
物においては、空気処理設備の湿った表面部分における微生物の増殖が、汚染物質の主な
発生源であると言える。Mendell et al.,（２００７）は、「暖房、換気、冷却コイルなど
の空調設備の部品、加湿システムが不適切に維持管理されたとき、それらに関連する水分・
湿気が、建物の使用者に有害な健康被害をもたらす微生物学的汚染物質の発生源になり得
る（たとえ曝露原因の特定や測定ができなかったとしても）。」という彼らの以前の研究
結果（Mendell et al.,２００６）を実証した。一般的に、これらのシステムの不適切な維
持管理はリスク因子であることが明らかになっている（Mendell et al., ２００３,２００
６）。 

　センサーを利用した観察によって確認される換気システム、暖房・空調設備の部品から
放出される化学的物質は重要であり、知覚される屋内の空気質に大きな影響を与えること
が示されてきている（Fanger,１９８８）。様々な物質における揮発性有機化合物の排出
率が測定され、その値には大きな変動があることが示された（Morrison, Hodgson, １９
９６； Morrison et al., １９９８）。揮発性有機化合物の排出率が高い物質は、ダクトラ
イナー、ネオプレンのガスケット、ダクト接続コネクター、そしてダクトシール材などに
使用されている。これに対し、シートメタルなどは高表面積物質であるにもかかわらず、
揮発性有機化合物の排出率は低い。メンテナンス不良により部品や表面部分が汚れると、
揮発性有機化合物の排出率が高くなる可能性がある。この仮定は、屋内空気の問題と暖房、
換気、空調システムの汚さとの関連性を示したいくつかの実地調査によって裏付けられた
（Sieber et al., １９９６；Mendell et al., ２００３）。Siber et al.,（１９９６）は、こ
れらのシステムの不清潔さが呼吸器症状多発のリスク増加に大きく関わっていると報告し
た。これらのシステムのリスク比（RR）は、汚れたフィルター（RR＝１.９）、換気口の



中のゴミ屑（RR=3.1）、そして汚れた配管（RR=２.１）に対して１.８であった。全てが、
暖房、換気、空調システムにおける化学的汚染物質の発生源の指標である。もうひとつの
重大な汚染物質の発生源は、ほこりの詰まった使用済みのフィルターである。このほこり
が外気中の他の化学物質に反応し、フィルターを通過して循環する空気に届くような新し
い化学物質を産生する可能性がある。 

　清潔な空気処理システムの重要性は、様々な国おいて国の指針や国家標準の中で認めら
れている（Verein Deutscher Ingenieure, １９９７； Finnish Society of Indoor Air 
Quality and Climate, ２００１； REHVA, 2007a,b; Pasanen, ２００７）。 

　衛生状態とその他の重要な因子に関した換気システムについての特定の基準はBox.3に
示されている。さらに詳しい情報は欧州基準EN１３７７９（CEN,２００７a）および
ASHRAE基準６２.１、６２.２で提供されている（ASHRAE,２００７a,b）。 

BOX 3 換気システムについての特定の基準
循環空気は建物の中で効率的に分散され使用されるべきである。 

❖ 建物のデザインと使用方法に応じて、循環空気はすべての空間に分散されるべきである。 
❖ 実行の上では、空気の流れの測定および調整が可能なシステムをデザイン・構築すべきである。 

❖ 循環空気は、室内に入ったらできるだけ早く呼吸ゾーンまで届くべきである。 

❖ 循環空気は、室内から効率的に汚染物質を取り除くべきである。 
❖ 換気量の最小値は、汚染物質の堆積量が多い時には上げる必要がある。そして、汚染物質の堆積量が少
ない時には下げることができるようにすべきである。 

換気に使用される空気は清潔でなければいけない。 

❖ 換気に使用される外気には、有害な化学物質や粒子状物質、あるいは悪臭があってはならない（欧州基
準EN１３７７９記載）。 

❖ 空気処理システムは給気の質を落としてはいけない。 

循環空気によって、害が及ぼされるようなことがあるべきではない。 

❖ 循環空気の温度、速度、方向などによって、許容できないような熱的不快感をもたらしてはいけない。 
❖ 音に関わる不快感、健康への有害な影響、口頭伝達の妨げなどの要因になるべきではないが、オープン
オフィスでの電話対応などの雑音を隠すこともできる（騒音レベル基準の例は欧州基準EN１５２５１に
記載）。 

❖ 空気循環によって、建物の構造や運用にダメージを与えるようなことがあってはならない。換気システ
ムは建物の構造部に圧力差をもたらす可能性があり、それによってドア付近に隙間風が生じたり、ドア
の運用に支障が出たり、構造部への水分移動が生じたりすることがある（圧力差の限界値の例は欧州基
準EN１３７７９に記載）。 

❖ 換気システムによって、構造部、地面、外気や屋内の発生源からの汚染物質を広めるようなことがあっ
てはならない。換気は、清潔なエリアからより清潔ではないエリアへ空気を動かすことによって、建物
内の空気を向上させるべきである。換気によって生じる圧力差によって、汚染された土や空気（ラドン
やその他の有害なガス）の建物内へ侵入を著しく増大させてはいけない。換気口によって、汚染物質が
屋外の汚染源から屋内へ導かれるようなことがあってはならない（これらの問題を阻止するためのガイ
ドラインは欧州基準EN１３７７９に記載）。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続く→



BOX 3 換気システムについての特定の基準

続き→ 

換気は、エネルギー対策に効果的な方法で建物に供給されるべきである。 

❖ 換気による空気は、エネルギー効率の良い方法で循環させるべきである。できる限り、自然の力を利用
すべきである。そして、ファンに使用される電力は制限すべきである。スカンジナビアのガイドライン
では、１m3/秒毎に２.５kW（給気と排気の換気ファンを含む）という値が使用されている。循環空気
からの熱回収が推し進められるべきである。排気流のエネルギー密度は高く、熱回収はエネルギーと換
気にかかるコストを削減するための効率的な方法である。熱回収は、高気流で外気温が低い時により実
現性が高くなる。熱回収の最低効率および熱回収がなされるときの空気処理システムのサイズに対する
限界値は設定可能である。 

換気は、建物の使用者によってコントロールができるべきである。 

❖ 使用者の満足度の向上につながるため、個々の換気コントロールは推奨されるべきであり、可能なかぎ
り実施されるべきである。操作可能な窓は換気のひとつの手段であり、利用されるべきである（気象条
件や建物の位置する場所が自然換気に適している場合は特に）。 

設計と構造のクオリティ管理 

❖ 換気の設計には、専門家の技術が要求される。フィンランドやアメリカで建築検査官が、設計担当責任
者のプロとしての技術や訓練、そして経験などをチェックしているのと同様に、設計担当者に対する基
準を設けることも可能である。 

❖ 適切な換気設計の基準のひとつは資料作成である。これは、建物の建設および運用の段階で必要とな
る。この資料の必要項目は、設計計算、製図、技術仕様書などである。 

❖ 換気の設置には専門家の技術が要求される。フィンランドで建築検査官が設置担当責任者のプロとして
の技術や訓練、そして経験などをチェックしているのと同様に、設置担当者に対する基準を設けること
も可能である。 

❖ 検査や測定、そして建築検査官によるチェックなどによって、換気設置のクオリティが向上する可能性
がある。コミッショニングのガイドラインはヨーロッパの技術協会（Federation of European Heating 
and Airconditioning Associations）と、アメリカの技術協会（American Society of Heating 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers）によって作成されている。 

換気システムのメンテナンス  

❖ すべての換気システムは、定期的な検査とメンテナンスを必要とする。必須要件の例はVDI６０２２に
記載されている（Verein Deutscher Ingenieure, １９９７）。空調システムの衛生的な運営とメンテナ
ンスのチェックリストはVDI６０２２の付録３.１に記載されている。



３．７　換気と汚染物質の広まり 

３．７．１　建物における圧力差と換気 

　換気、煙突効果、風などが建物の圧力差に影響する。圧力差は、ガス状および粒子状の
汚染物質や水蒸気を運ぶ気流の原動力となる。健全な建物を守る上で最も重要な論点のひ
とつが、構造部の乾燥状態を保ち、表面部分や構造部の結露を防ぐことである。空気対流
および建築エンベロープをとおった水分が構造部に深刻な水分負荷をもたらす可能性があ
る。寒冷な気候下では、通常、屋内の空気中の含水量は屋外よりも多い。 

　屋内の圧力の方が高い場合、含水量の多い空気は冷たい構造部へと流れ込み、水蒸気が
凝結する。高温な気候下では、この反対になる。よって、寒冷な気候下での空気の漏れ、
高温な気候下での空気の侵入が、水分蓄積や結露の原因となり、屋内の物質における微生
物の増殖、断熱性の低下、建築材料等その他の物質の性能低下をもたらし、構造劣化をも
招く。多層建築の木造住宅においては、床と外壁の合流部の相対湿度が高くなる可能性が
あり、屋内が正圧状態の場合にはカビの増殖や木材腐朽菌が発生する危険性がある
（Kilpeläinen et al., ２０００）。Janssens and Hens（２００３）によるシミュレーショ
ン結果は、 屋根の設計方法が結露コントロールの基準を満たしていたとしても、木造や鉄
骨などの軽量なシステムは結露に対して依然として敏感な状態であり続けることが示され
た。これは、このような建築物の建設方法では一般的に見られる隙間や接合部、穿孔から
の空気の漏れに起因する。 

　寒冷な気候下では、排出流量が供給流量より大きい状態だと、結露のリスクを軽減でき
る可能性がある。厳しい気候下では特に、屋内の圧力が屋外よりわずかに低い状態（大き
くても２０Paの圧力差）が、湿気に起因した建物のダメージの阻止につながる。高温湿潤
な気候下ではこの逆であり、供給流量が排出流量より大きい状態が望ましい。寒冷な気候
下では、浮力が冬場に大きな煙突効果をもたらす。 

Figure.7  屋外と屋内の気温差が４０℃（赤）/２０℃（青）のときの建築エンベロープ全
体の圧力差 

出典： Kurnitski (2006) : Rakentajain kalentari, Rakennustieto Oy, 2006. 
注：左の図の測定結果には、排出流量が供給流量がよりわずかに大きくなる換気システムが影響している。
右の図は、煙突効果に起因する圧力差が計算されている。 



　屋外と屋内の気温差が４０℃のときの室内の圧力勾配はおよそ２Pa/mである。この状
態は、２階建の住宅において空気漏れの気流経路が平等に与えられている場合に、２階の
天井の高さで５Paの正圧、１階の床の高さで-５Paの正圧をもたらす。Figure.７では、気
圧差５０Paのときの空気の漏れ量の平均値が換気回数４回/hであるフィンランドの典型的
な住宅における測定・計算結果を示している。建築エンベロープの気密性は、屋外と屋内
の圧力差が５０Paのときに建築エンベロープを通過する空気流量で表される。 

　寒冷地特有の居住施設を対象とした気圧の状態の実地測定およびコンピュータシミュレー
ションの結果、戸建住宅か集合住宅かにかかわらずほとんどのケースで、建築エンベロー
プに正圧と負圧の圧力差があることが判明した（Kalamees et al.,２００７）。冬場には、
最上階の天井の高さにおいて連続的な正圧が、そして最下階の床の高さで連続的な負圧が
示された。風は気圧の最高値には影響を与えるが、平均値には影響を与えない。
Kalamees et al.（２００７）は、戸建住宅に対し、建築エンベロープ全体で±１０Paの圧
力差のデザインを推奨している。±１５％の気流変化が圧力差に対してわずかな影響しか
与えないことから、一般の住宅あるいは空気の漏れがある住宅（気圧差５０Paのときの空
気の漏れ量が換気回数４回/hより多い住宅）において、換気による圧力差のコントロール
は困難であると結論づけられた。気密性が極めて高い住宅（気圧差５０Paのときの空気の
漏れ量が換気回数０.５回/hより少ない住宅）においてのみ、気圧を換気によって効果的に
コントロールすることができる。 

　隣り合う空間や屋外との関連で正圧になるよう設計された特定の空間（人間が使用する
建物を含む）で圧力差が利用されている。このような空間の例としては、クリーンルーム、
電子データ処理装置などの精密機器室、病院の手術室などが挙げられる。特別な要件やエ
ミッションがない場合、換気システムは中間の圧力状態になるように設計される。不純物
の排出が多いような空間においては、圧力状態は常にモニターされるべきである。さらに、
階段や廊下、その他の通路における気圧は、住宅内の異なる部屋の間、または集合住宅内
の異なる住宅の間に空気の流れが生じないように設計するべきである。 

３．７．２　圧力差に起因するガス状および粒子状汚染物質の広まり 

　カビた構造部を通過した空気の流れが、屋内に有害な汚染物質を運ぶと疑われている
（Backman et al.,２００２）。居住施設では、吸気口やひび割れから入る空気とともに
機械排気が利用されることが多い。寒冷な気候下では、吸気口は冬場の隙間風をもたらし
（冬場には閉じられていることが多い）、屋内に高い負圧が生じ、空気の流れがひび割れ
を通過して押し出される。吸気口が開いている場合、機械排気は住宅内に５～１０Paの負
圧をもたらす（Säteri, Kovanen, Pallari,１９９９）。Kurnitski（２０００a）が実施し
た実地調査では、圧力差６～１５Pa（排気ファンのスピードに依存する）のとき、床から
侵入した大きい空気流量が確認された。Pessi et al.,（２００２）は、機械排気が使われ
ている場合、真菌胞子がサンドイッチ構造の外壁に侵入できることを発見した。実地調査
により（Mattson, Carlson, Engh,２００２）、床下の空間でカビが増殖し、床を通過し
て屋内に運ばれる可能性があることが分かった。真菌胞子の移動には排気が大きく影響し
ている。換気を行なっていない状態では屋外と屋内で２００～５００CFU/m3の濃度で



あったのに対し、排気を行なったところ屋内濃度５０００CFU/m3が測定された。１０戸
の居住施設での実地測定の結果、床下と屋内の真菌胞子の相互関係はその種によって異な
る結果となった。最も豊富な種であるアオカビ属は屋内の濃度との相互関係は見られなかっ
たが、アクレモニウム属（屋内には発生源がない菌類）にはその相互関係が見られた。こ
れは、床下の空気からの真菌胞子の移動と空気の漏れを示唆する。 

　屋外の空気によって換気された土壌と床下空間はカビが増殖する典型的な場所であり、
修繕後でさえも構造部には汚染された物質が多く残ってしまう可能性がある（Nguyen 
Thi, Kerr, Johanson,２０００）。汚染された床下空間のサンプル中の真菌胞子濃度は１
０３～１０５CFU/gが一般的である（Kurnitski, Pasanen,２０００）。そして、最大値は
大抵、木板や木枠などで測定される。コロニー形成が進んでいたケースでは、１０３～１
０４CFU/m3に達する真菌胞子濃度が検出された。Kurnitski（２０００b）および
Airaksinen（２００３）は、外気で換気されている床下空間は、適切に設計されている場
合でさえ微生物の増殖に適した環境であることが多いと証明した。 

　ひび割れから侵入する粒子状物質の推定をするために、多くの研究がなされた。Vette 
et al.,（２００１）は、０.５～２.５μmの粒子状物質に対する侵入因数（粒子の数毎）
は０.５～０.８であったと報告した。Mosley et al.,（２００３）は、圧力が５Paのとき、
水平スリットの０.５mmまで侵入した粒子状物質は、２-μmの大きさだとその４０％、
５-μmの大きさだとその１％より少なかったと報告した。Liu and Nazaroff（２００３）
は、圧力差が４Paより低く、ひび割れの幅が０.２５mmかそれより大きいとき、０.１～
１.０μmの大きさの粒子状物質が最も浸透しやすいと予測した。真菌の空気動力学径中
央値は一般的に２～３μmで、浸透しやすい大きさであることから、これらの結果は重要
である（Macher, Huang, Flores, １９９１；Reponen, １９９５）。屋内の真菌の生菌
体の７０％～９０％が、呼吸に適した大きさの粒子である（Li, Kuo, １９９４；
DeKoster, Thorne, １９９５）。 

　実際に建物で用いられている一般的な構造部の粒子侵入に対する調査はほとんど実施さ
れていない。Liu and Nazaroff（２００１）は、シミュレーションモデルを用いてミネラ
ルウール断熱材からの侵入は無視できるレベルであると予測した。本格的な実験室での測
定によって、Airaksinen et al.,（２００４a）は、大きさが０.６～２.５mmの範囲の不活
性粒子および真菌胞子が、６～２０Paの穏やかな圧力差においてミネラルウール断熱材付
きの木枠に浸透したことを実証した。粒子状物質の侵入は、断熱材の表面の穴ではなく圧
力差に大きく依存する。ミネラルウール断熱材の他の建築部位との面接触が、粒子状物質
の侵入に大きな影響を与えていることが示唆された。 

　換気システムおよび建物や空間の相対的な圧力は、匂いや不純物が不快な、あるいは有
害な量・濃度で広がらないように設計されるべきである。圧力の状態が天候の変化に大き
く左右されることは望ましくない。圧力の状態に影響を与える建築エンベロープ、床、間
仕切り壁などの気密性は、気温や風の状態を考慮に入れて設計段階で決定すべきである。
圧力関係は建物のコミッショニングの際に確認される必要がある。また、建築コンポーネ
ントの劣化や、熱の力、風の力、地盤の力による変動によって、建築エンベロープの気密



性あるいは圧力の影響が大きい建築コンポーネントの質が落ちていないかどうかを確かめ
るために、定期的に再コミッショニングがなされるべきであろう。 

３．８　建物の湿気コントロール 

　建物内の湿気のコントロールには、建築材料選択への対策や換気による湿度コントロー
ルへの対策などが含まれる（セクション３.４参照のこと）。例えばヨーロッパのほとん
どの気候帯において、適切な換気、適切な湿度コントロールを伴う暖房、断熱などによっ
て構造部の中や表面部分の相対湿度を許容範囲内に保つことができる。よって、微生物の
増殖やダンプネスは、欠陥工事、水によるダメージ、換気システムや暖房システムの不具
合などの指標になる。 

　建築アッセンブリや建築材料の開発、優れた室内気候とエネルギー性能の必要性の兼ね
合いによって、壁、屋根裏、床などの材料は一度濡れると乾くまでに時間が掛かり、より
結露をもたらしやすくなった。エネルギー性能が重要視されていなかった時代のシンプル
で大規模なアッセンブリに比べ、現代の部品の多くはカビの増殖を促進するような物質を
含んでいる。材料、手法、装置が毎年変わる場合、建築の成功例と失敗例に基づいた経験
則を待つのは現実的ではない。建築アッセンブリは、アッセンブリの熱や湿気や気流に対
する特性と、アッセンブリの材料物質の熱や湿気や気流に対する特性へのさらなる理解に
基づいて検討されるべきである。 

建物の寿命と室内空気質の保証のための湿気コントロールには以下の３つのゴールが設定
され、達成されなければならない。 

水のコントロール 

屋内の湿度と結露への対応 

カビの増殖（セクション３.３の建築性能の指標を参照のこと）やその他の湿気の問題を
最小限に減らすための建築材料と建築アッセンブリの温湿度デザインの選択 

　水の侵入を効果的にコントロールするためには、運用および維持管理段階と同様に、設
計および建設段階でも対策を講じるべきである。建物の囲い部分の毛細管を中断すること
によって水の侵入へのバリアを確立し、それを維持すべきである。毛細管現象による水分
移動は、外装材の裏に防水紙などを取り付ける（Drainage Plane法）など、空気のある空
間や防水性の物質などによって阻止することができる。建物から落ちた雨水は、その場所
における持続的かつ効果的な水はけおよび雨水排出システムによって対処する必要がある。
配管や部品の検査・修理がしやすい場所、かつ凍らない場所、そしてもし水漏れが発生し
たとしても多孔質断熱材に浸らない場所にそれらを設置することで、配管の水漏れを防止
できる。水分に弱い建築材料については、移送時や建設現場での保管時にその乾燥状態を
守らなければならない。万が一それらが濡れるようなことがあれば、その時は建築アッセ
ンブリに収められる前にしっかりと乾燥させないといけない。 



　結露の効果的なコントロールには、暖房、換気、空調システムおよび建築アッセンブリ
の慎重な設計が必要となる。屋内の表面部部分（建築アッセンブリの内部も含め）が、デ
ザインしたとおりに暖かくあるいは冷たく保たれるように、持続性のある断熱がデザイン
され、設置され、維持管理されるべきである。建物内の気圧の関係は、屋内と屋外で、そ
して屋内の空間同士で、暖かく湿った空気が冷たい表面部分へ流れることを最小限に抑え
るためにコントロールされるべきである。この気圧の関係は、建物の囲い部分、暖房、換
気、空調システムのデザインから影響を受け、そしてこれらに影響を与える。屋外からの
冷たい空気、熱い空気、湿った空気などが屋内空間または建築アッセンブリへ侵入するこ
とを最小限に抑えるために、持続性のあるエアバリアがデザインされ管理維持されるべき
である。暖房、換気、空調システムは、屋内の相対湿度のコントロールおよび湿った空気
の発生源を効果的に排出することを念頭にデザインされ、設置され、管理維持されるべき
である。 

　建築アッセンブリの設計の際には、カビやその他の問題を最小限に抑える建築材料の選
択がなされるべきである。すなわち、地面より低い場所に位置する壁、床の断熱、仕上げ、
水が使われる空間（キッチンやバスルーム）といった濡れることが予想されているエリア
において繰り返しの濡れに耐えられる建築材料や建築設備が必要とされる。 

　湿気コントロールは、水分の排除を意味するわけではない。多くの材質は、乾燥するの
が十分に早ければ濡れても問題ない。石膏ボードのようなその他の材質は水分によって容
易にダメージを受けるので、濡らしてはいけない。コンクリートはカビや腐朽菌の栄養と
なる物質を含まないため、多孔質で清潔である限りカビが増殖しにくく水にも強い。ただ、
毛細管現象によって水に弱い材質へ水を運んでしまい、乾燥するまでに時間がかかるため
湿気問題の要因となり得る。 

　建築アッセンブリの温湿度デザインは、湿気によるダメージを阻止し建物の寿命を保証
する上で欠くことのできない要素である。日頃の設計の実践におけるいくつかのギャップ
が、湿気問題に潜在的な影響を与えている可能性がある。温湿度デザインは、構造部の寸
法決定、詳細な設計図の作成、接合部の仕様の選択、その他の文書や運用ルール、維持管
理ルールの作成などで成り立つ（Lehtinen,２０００）。多くの場合、温湿度デザインは
エンジニア（建築学、構造学、暖房、換気、空調に関わる）によって行われ、未だに個別
の分野として確率されていない。建築エンベロープの長期的な温湿度性能の予測および評
価には、計算や実験的調査が必要とされる。実験室での研究や実地調査には時間と膨大な
費用が掛かることから、建築コンポーネントの温湿度作用の評価には計算とシミュレーショ
ンが使われることが多くなっている。ここ数十年の間にシミュレーションのためのコン
ピュータープログラムが開発され、実験室のツールが商業利用が可能なパソコン用の進ん
だシミュレーションツールに取って代わられた。これらのツールは簡単に使用ができ、建
築材料や気候のデータベースも搭載されている（Kalamees, ２００６）。 

　Burke and Yverås（２００４）によると、膨大な費用が掛かり、習得が難しく、管理
運営に時間が費やされることから、温湿度デザインにおいてのコンサルティング会社によ
るシミュレーションツールの使用は限定的である。 このことが、コンサルティング会社に



よる温湿度の設計寸法が、概して水蒸気拡散による構造部の水分蓄積およびU値のGlaser
法に基づいた計算に限定されている要因であろう。 

　それでもなお、コンサルティング会社は、高度な分析が必要とされる複雑なリノベーショ
ンケースでは、温湿度シミュレーションプログラムを使わざるを得ない。新しい住宅の設
計においては、既に開発されテスト済みの標準化されたソリューションの方が利用しやす
く、シミュレーションツールの使用は限定的である。 

　研究においては、建築アッセンブリの温湿度問題を解決するためにシミュレーションツー
ルが利用されている。床下空間（Kurnitski,２０００a；Airaksinen, ２００３）、屋根裏
および屋根（Salonvaara, Nieminen, ２００２；Kalagasidis, Mattsson, ２００５）、そ
して教会（Häupl, Fechnerm, ２００３；Schellen et al., ２００４）に対する良い利用例
がある。このような研究は、いくつかの特定の気象条件下でその地域に典型的な建築エン
ベロープや（Burch, Saunders, １９９５；Karagiozis, ２００２；Mukhopadhyaya et 
al., ２００３）、リノベーションされた内断熱などの建築エンベロープの温湿度性能に関
する問題点を解決した（Cerny, Madera, Grunewald, ２００１； Häupl, Jurk, Petzold, 
２００３）。規定やガイドラインの改定時には、これらの結果を考慮に入れることが重要
である。 

３．９　湿気による被害を防ぐための対策 

　湿気コントロールは、カビやダニを抑制するため一番の手段である。ヨーロッパ全土に
おいてカビやダニの発生原因は同じだが、抑制方法には異なりがあるようだ。屋内の健康
決定因子コントロールへの対策は、気候や既存の建築構造、暖房、換気、空調システムに
よってその有効性が異なる。 

　空調システムや換気システムの濡れた状態の表面部分は、常に微生物汚染の危険にさら
されている。空調システムは、微生物の増殖が防ぐことができるよう設計され、運用され
るべきである。空調システムや換気システムの衛生的な設計と運用のためのガイドライン
はあるが（REHVA,２００７a, b）、空気処理システムの維持管理に関しては触れられて
いないことが多い。空気処理システムの表面部分を清潔に保つことは非常に重要である。 

　湿気コントロールに関する措置もまた、対象が従来の建物であるか新しい建物であるか
によってその有効性が異なる。新しい建物に対しては、従来の建物に対する方法（Table
４）よりも一層多種多様な方法を利用することができる（Table３）。湿気コントロール
に関する対策は、建設や運用に掛かる費用を増減させる可能性がある（Table３、Table
４に示されているとおり）。新しい建物に関しては、提案されている対策の多くがエネル
ギー消費を減らすことによって運用費用を軽減しているが、建設費用はわずかに高くなる。
エネルギー性能の基準を満たすために断熱性能や気密性を向上させている場合は、屋内に
適切な換気量を供給することが特に重要となる。 



Table３に示されている湿気被害への対策は３つのグループに分類される。１つ目のグルー
プは建物の建設に関わる対策である。構造部へ侵入するような有害な水蒸気の凝結が生じ
ないよう、屋内の湿度に耐え得るような建物が設計、建設、維持されるべきである。 

　２つ目のグループは換気に関わる対策である。換気の効果には２つの要素がある。屋内
で生じた湿気の直接的な除去と湿気レベルの軽減である。いくつかの気象条件（海岸沿い
の夏場など）においては屋外の湿度が高く、換気は効果的ではない。３つ目のグループは
暖房に関わる対策である。効果的なセントラルヒーティング（地域熱供給との併用が望ま
しい）が、屋内の相対湿度を下げ、湿気や燃焼に起因する汚染物質の発生を減少させる。 

Table ３. 改善された建築基準に基づいた新しい建物における湿気コントロールに関する対策 

対策 建設費用の増減
エネルギー消費と 
その費用の増減

建設に関わる対策

窓の熱性能を向上させる。 増加する 減少する

建物の一般的な使用法や各地域の天候に準拠して湿度に
強い構造をデザインする（例：防湿剤の使用）。

ごくわずかに変化す
る

変わらないまたは 
わずかに減少する

結露を防ぐため、壁やその他の建築コンポーネントを換
気する。

ごくわずかに変化す
る

変わらないまたは 
わずかに減少する

寒冷あるいは温暖な気候下においては、屋内の表面部分
の温度を上げて結露を防ぐために、建築エンベロープの
断熱性を向上させる。

増加する 減少する

地表水を適切に排水し、地面からの水分移動を防ぐ。 ごくわずかに変化す
る

変わらないまたは 
わずかに減少する

屋根や壁、窓によって雨に対する防護を強化する。 ごくわずかに変化す
る

変わらないまたは 
わずかに減少する

水漏れを最小限に抑えるように配管をデザインし、設置
する。

ごくわずかに変化す
る

変わらない

換気に関わる対策

すべての部屋とキッチンに開閉可能な窓を設置する。 わずかに増加する 増減する可能性あり

適正で、コントロール可能な平均的な換気システムを利
用する。

わずかに増加する 増減する可能性あり

必要な箇所すべてで換気を行う。 わずかに増加する 増減する可能性あり

効果的なレンジフードを設置する。 わずかに増加する 増減する可能性有り

要求に応じてコントロールできる換気システムを設置す
る。

わずかに増加する 減少する

温暖な天候下では機械排気を利用し、過度な通風を防ぐ
ために建築エンベロープの気密性を上げる。

わずかに増加する 空気の漏れ量の減少に
より減少する

屋内の相対湿度を下げるために、熱回収を併せた機械給
気と機械換気を使用する。

わずかに増加する 減少する



　従来の建物における（Table４）湿気コントロールの主要な手段は、使用者の行動様式
を変えることと、換気システムの改善である。建築エンベロープへの対策には費用が掛か
り、換気への対策ほど短期間での費用対効果が高くない。しかしながら、長期的に見ると
換気への対策の方がより費用が掛かる可能性がある。湿気軽減に向けた追加対策は、建物
の使用者が講じることができるものである。相対湿度は、室内の空気循環に左右される。
柔らかい素材の家具、壁際の本棚、そしてカーペットなどが屋内の相対湿度を局所的に上
昇させ、カビの増殖を招く可能性がある。カーペットの局所的な相対湿度は室内に比べて
１０％ほど高く、カーペットなどの繊維製品の表面部分は微生物汚染の格好の蓄積場所と
なる可能性があり、汚染されてしまうとその除去は非常に困難である。湿潤気候において、
床一面のカーペットはリスク要因となる。 

　除湿空気が冷却コイルを通過してそこで結露が発生し、ドレン水として排水されるよう
なシステムの除湿機能が利用できる。冷却・除湿後の空気は、同じ装置によって熱せられ
室温に戻される。このような装置は、特に一次的な利用に有効である。エネルギー利用の
観点からは、相対湿度がダニの増殖に対する相対湿度の限界値（４０％）より大幅に下が
ることのないようにすることが重要である。 

Table 4. 従来の建物における湿気コントロールに関する対策 

暖房に関わる対策
寒冷あるいは温暖な気候下においては、セントラルヒー
ティングを利用する。

わずかに増加する わずかに増加する

排気管のない裸火型の暖房器具は使用しない。 変わらない 変わらない

サーモスタットで室温をコントロールする。 わずかに増加する 減少する

地域熱供給の利用を推奨する。 ごくわずかな変化 一次エネルギーの利用
により減少する

すべての暖房ボイラーおよび火炉に対して排気筒を設置
する。

わずかに増加する より効率的にエネルギ
ーが消費され、一次エ
ネルギーの消費が減少
する

暖炉の熱効率を向上させるために、ダンパーや暖炉カバ
ーを用いて暖炉の管理方法を改善する。

わずかに増加する 減少する

対策 建設費用の増減 エネルギー消費の増減

使用者の行動様式と運用に関わる対策

加湿器の使用を制限する。 変わらない 減少する

生活エリアで洗濯物を乾かさない。 変わらない 減少する

調理中はレンジフードと換気を使用する。 変わらない 増減する

換気によって結露や屋内の湿度の上昇を防ぐ。 変わらない 増減する

相対湿度を下げるために室温を上げる。 変わらない 増加する



出典（Table３と共に）：Seppänen (2004) 

建物における湿気を防ぐための主要な手段はFigure８に要約されている。 

Figure.８　建物の設計と建設を通した湿気コントロール 

① 雨水や建物表面の水を適切に排
水する。 

② 建物基礎の水は地下の排水管で
排水する。 

③ 湿潤な気候下では、傾斜のある
屋根（平らな屋根より望ましい）
を設置する。 

④ 壁を雨から守るために軒を設置
する。 

⑤ 屋根を貫通する配管には防水の
ものを使用する。 

⑥ 優れた喚起システムを使用する（特
にバスルームや、ランドリールー
ム、キッチンで）。 

⑦ 水を使用する場所には傾斜のあ
る床を設置し、床から排水する。

⑧ 床や窓の結露を防ぐ。 

⑨ 壁に防湿材を設置する。  

⑩ 窓台を含め、防水で優れた構造の窓を設置する。 

⑪ 屋根に落ちる雨水を適切に排水する。 

⑫ 霜が発生する場合には、適切に霜から建物を防護する。 

⑬ 適用可能な場合は、屋根裏や床下空間を喚起する。 

改装に関わる対策
換気性能を向上させる（自然換気または機械換気）。 わずかに増減する 増減する

換気機能を向上させるために機械換気を設置する（熱回
収との併合にかかわらず）。

増減する 減少する

結露を防ぐために二重ガラスを設置する。 増減する 減少する

適用可能な場合は、水漏れを防ぐためにRove Roof（白
樺の樹皮の屋根）を利用する。

増減する 減少する

適用可能な場合は、地面からの水分移動を防ぐため床下
空間を喚起する。

わずかに増加する 変わらない

キッチンにレンジフードを設置する。 わずかに増加する 増減する

排気管のない裸火型の暖房器具を排気管のあるものに代
える。

わずかに増加する 効率が上がり、一次エ
ネルギーの消費が減少
する



３．１０　結論と提案 

　微生物の増殖と健康転帰の関係は原因と結果であるが、これらの共通する因子は望まし
くない湿気による作用である（建築アッセンブリやその表面部分における過剰な湿気な
ど）。カビやダニの発生原因は世界中で同様だが、対策は異なるであろう。水の侵入、ダ
ンプネス、そして湿気に関連する現象のすべてが建物の使用者の健康に有害なわけではな
いが、これらは建物の構造部に対する深刻なリスクにもなり得る。木材の腐朽や微生物の
増殖に加えて、湿気によって誘発される化学反応も建築材料の劣化の要因となる。 

　換気などの湿気のコントロールが、カビやダニの発生に対する一番の対策である。建物
の湿気問題やダンプネス、微生物汚染、修繕や管理の方法は気候帯によって違いがある。
しかしながら、気候にかかわらず、湿気の阻止とコントロール、そして後発する影響につ
いては、建設段階から対応し継続して維持管理される必要がある。 

　効果的な湿気コントロールには、水のコントロール、屋内の湿度と結露のコントロール、
カビの増殖や湿気問題を最小限に抑えるための建築材料の選択と建築アッセンブリの温湿
度デザインなどが挙げられる。建築アッセンブリの温湿度性能の評価には、熱と湿気とカ
ビ増殖モデルの動的シミュレーションが有効である。建築アッセンブリをとおって運ばれ
る真菌胞子の計算を可能にするために、さらなる手法の開発が必要である。 

　換気のために十分な外気の流れが必要なことは明白である。この換気は、屋内で生じた
汚染物質や湿気の除去、あるいは建物の使用者の健康を害さないレベルまでそれらの濃度
を軽減すること、そして建物の健全性を維持することを目的とする。自然換気または機械
換気が利用可能であるが、いずれの場合も、動作不良を避けるために慎重に実行されなけ
ればならない。換気の失敗は、深刻な健康問題あるいは建物への重大なダメージをもたら
す可能性がある。 



第４章　ダンプネスとカビに関連する健康影響 

Mark J. Mendell, Anna G. Mirer, Kerry Cheung, Jeroen 
Douwes, Torben Sigsgaard, Jakob Bønløkke, Harald W. 
Meyer, Maija-Riitta Hirvonen and Marjut Roponen著 

本章には、ダンプネスとカビによる健康影響に関する疫学的、臨床的、毒性学的証拠、な
らびにそれらに対する異なるレビューがまとめられている。 

４．１　疫学的エビデンスに対するレビュー 

　このセクションでは、ダンプネスとカビによる健康影響およびその他の関連因子に関す
る疫学的な文献が、過去になされた広範囲のレビューの結論と特定の健康転帰の研究結果
に関して新しくなされたレビューと併せてまとめられている。 

４．１．１　背景 

　疫学研究は、ダンプネスやダンプネス関連因子と健康影響とを結び付けるエビデンスを
提供した。ただし、これらの調査の解釈には、疫学研究固有の長所と短所を考慮する必要
がある。人口集団全体ではなくサンプル集団を調査することによって起きる誤差、サンプ
ル方法や測定方法に起因するバイアス、交絡バイアスなどがリスク評価を湾曲させる可能
性がある。加えて、否定的な結果や曖昧な結果は公表されないあるいは公表が遅れるなど
の傾向を反映する公表バイアスによって、それらの結果がレビューに含まれない可能性が
あり、結果として研究論文のエビデンスを湾曲させる可能性がある。 

　ダンプネスに関する疫学研究の解釈には、原因となる曝露および関連する健康影響の不
確実性を考慮に入れなければならない。屋内のダンプネス関連の健康リスクの要因として
最も信憑性が高いと考えられるのは微生物である。これらの暴露に対する従来の定量的測
定は、しかしながら、気中の培養可能な微生物の計数に基づいており、目視可能なダンプ
ネスや水によるダメージ、目視可能なカビやカビ臭などの定性的評価に比べ、研究対象の
健康影響との関連性はより不確かであった。ダンプネスの定性的評価と健康影響との関連
性に基づいて提案できる予防対策はあるが、定量化可能な特定の原因因子の実証は、より
効果的な予防を可能にするであろう。 

　本レビューは、２００３年半ばまでの文献を網羅するInstitute of Medicine（２００４）
によるレビューの結論と、Fisk, Lei-Gomez, Mendell,（２００７）によるダンプネス、
カビ、そして呼吸器系の健康影響に関する２００７年までの研究結果の定量的なメタ分析
の結論と、近年公表された研究に基づく特定の健康転帰に対する新しい評価をまとめてい
る。本レビューでは、Institute of Medicineのレビュー範囲である健康転帰の特定のカテ
ゴリー（上気道症状、咳、喘鳴、呼吸困難症、喘息患者の喘息症状、喘息発症）、および



追加のいくつかのカテゴリー（進行中の喘息、呼吸器感染症、気管支炎、アレルギー性鼻
炎、アレルギー、アトピー）に重点が置かれ、研究結果の報告が少ない健康転帰（皮膚、
目、疲労、悪心、頭痛、不眠、鼻粘膜の刺激、シックハウス症候群に関連する健康影響）
は除外されている。 

４．１．２　手段 

　オンラインデータベースのPubMedで２００７年７月までに発表された文献の検索が行
われた。検索には以下の３つのグループのキーワードが使用された。 

(1)「ダンプネス」、「ダンプ」、「水による被害」、「湿気」、「湿度」、「真菌」、
「真菌類」、「カビ」、「細菌」、「微生物」 

(2)「健康」、「喘息」、「アレルギー」、「皮膚炎」、「喘鳴」、「咳」、「呼吸器」、
「呼吸器感染症」、「肺」、「皮膚」、「鼻の」、「鼻」、「過敏性肺炎」、「肺胞
炎」、「気管支の」、「過敏症」、「炎症」 

(3)「建物」、「住宅」、「家」、「居住施設」、「住居」、「オフィス」、「学校」、
「老人ホーム」 

　別途、この他の用語の組み合わせの検索もいくつかなされた。文献のレビューや個人的
なデータベースも参照された。その他、利用可能であったいくつかの参考文献が追加され
た。 

本レビューで扱った研究は、以下の基準を満たしている。 

査読制度のある学術ジャーナルに掲載されている（印刷物かオンラインかに関わらず）。

実験的な介入研究、前向きコホート研究、後ろ向きコホート研究、症例対象研究、横断
研究、横断・症例対象研究のいずれかからのオリジナル・データによる報告。 

基本的に研究の最小規模に決まりはないが、曝露の特性が建物にのみ関連付けられてい
る場合は、少なくとも１０軒の建物が調査されていること。 

ダンプネス、真菌類、微生物の諸成分、微生物由来の物質、アレルゲン以外のもの（屋
内塵性ダニ、ゴキブリ、ネズミなど）に関わるリスク因子が範囲に含まれる。 

上気道症状、咳、喘鳴、呼吸困難症、肺機能障害、アレルギーやアトピー、喘息患者の
喘息症状、喘息の発症、喘息のあらゆる診断、進行中の喘息、過敏性肺炎、呼吸器感染、
気管支炎などが範囲に含まれる。 



性別、能動喫煙（成人が対象の研究において）、受動喫煙（児童が対象の研究におい
て）、社会経済的状態（北欧の国々を除いて）などの変動要因による選択バイアスや交
絡バイアスが、研究デザインや分析法において、一貫して適切にコントロールされてい
る。 

　含まれなかった曝露や条件は、屋内塵性ダニ、マットレスの湿気の測定および湿度であ
る。エンドトキシンはグラム陰性菌の成分で湿った物質の表面を好むが、農業環境やペッ
トなどにも関連性がある。エンドトキシンは本レビューの範囲外であるため、その健康影
響に関する本格的な検討はなされなかったが、湿気の多い屋内環境に関する研究で入手さ
れたエンドトキシン濃度の調査結果はレビューに含まれた。 

　リスク要因あるいは曝露の特定の組み合わせに対して、研究対象者の年齢、研究デザイ
ン、推定値、信頼区間を含む限られたデータの組み合わせが各研究から集められた。研究
は、介入研究（対照・擬似・実地・介入研究）、前向き研究（前向きコホート研究）、後
ろ向き研究（後ろ向きコホート研究あるいは症例対照研究）、横断研究（横断研究あるい
は症例対照・横断研究）のいずれかに分類された。研究結果は健康転帰ごとに別々の表に
まとめられ、各表においては年齢別、研究デザイン別に分けられた。 

　目視可能なダンプネスやカビ、水によるダメージやカビ臭といったダンプネス関連因子
の定性的評価と健康影響との関連性がに関する調査結果が、エビデンス評価の際に塾考さ
れた。健康への確実なリスク要因となる具体的な微生物の測定基準値が示されず、特定の
微生物の測定値と特定の健康転帰を結び付けるエビデンスが乏しいため、定量化された微
生物曝露に基づく分析はあまり重要視されなかった。微生物の計量方法には、真菌、細菌、
グルカン、エンドトキシン、エルゴステロール、そして菌体外多糖の総数や特定数を計数
する培養法が含まれる。 

　本レビューにおいて、関連性についてのエビデンスの強さはInstitute of Medicine（２
００４）によるものと同様に分類された（Box４参照のこと）。研究結果の説得力に対す
る我々の専門家としての判断、そして研究の強み、質、多様性、件数などへの考察に基づ
いてエビデンスを分類した（検討されたそれぞれの関連性に対して）。最も強力であると
考えられた疫学的エビデンスは、リスク因子の追加や除去が実施された個々のランダム化
比較試験であり、これに続いて前向きコホート研究と症例対照研究、後ろ向きコホート研
究と症例対照研究、そして横断研究などが実施された。異なるデザインで、異なる人工集
団に対して実施された綿密にデザインされた一連の研究（方向性や規模に一貫性のある研
究結果を伴うもの）が、最も説得力のある包括的エビデンスを供給したとみなされた。曝
露した人間や実験動物に関する対照研究のエビデンス（疫学的研究結果に対して適切な生
物学的メカニズムが実証されたもの）により強化された場合は特に説得力があると言える。



BOX 4 エビデンスの強さの分類
以下のカテゴリーは個人の健康問題が曝露に起因するあるいは曝露と関連する可能性についてで
はなく、関連因子への曝露と転帰の間の関連性について記述しており、本レビューおよび
Institute of Medicine（２００４：２６～２７）のレビューの際にエビデンスの分類に利用され
た。 

因果関係を示すのに十分なエビデンス 

因子と転帰の間に因果関係があることを結論付けるのに十分なエビデンス。すなわち、エビデン
スが「関連性に対する十分なエビデンス」という基準を満たしている。加えて、関連性の強さ、
生物学的勾配、関連の一貫性、生物学的妥当性、統一性、時間的に妥当な関連性といった評価基
準を満たしている。 

研究結果において曝露と転帰の間の因果関係を示すのに十分なエビデンスが認められたとして
も、その曝露が必然的にその転帰を導くことを示すわけではない。むしろ、少なくともある状況
下のある一部の人において、その曝露がその転帰をもたらす可能性があることを示している。 

関連性を示すのに十分なエビデンス 

関連性があると結論付けるのに十分なエビデンス。すなわち、研究において因子と転帰の間の関
連性が確認され、その際に合理的な確信を持って偶然性やバイアス、交絡バイアスを除外できる
ようなケース。例えば、交絡バイアスのない小規模ないくつかの研究がその方向性と規模に関し
て一貫した関連性を示した場合は、関連性を示す十分なエビデンスがあると言える可能性があ
る。 

関連性を示す限定的あるいは示唆的なエビデンス 

因子と転帰の間の関連性を示唆するが、偶然性やバイアス、交絡バイアスを確信を持って除外す
ることができないため限定的であるエビデンス。例えば、少なくとも１つのクオリティの高い研
究が関連性があることを示しているが、その他の研究に食い違いが見られるようなケース。 

関連性の有無を特定するには不適切あるいは不十分なエビデンス 

研究に、関連性の有無を結論付けられるだけのクオリティ、一貫性、統計的検出力がない。ある
いは、その関連性について実施された研究自体がないようなケース。 

関連性がないことを示す限定的あるいは示唆的なエビデンス 

いくつかの適正な研究で因子と転帰の間に関連性がないことが示されているようなケース。関連
がないとの結論付けは、その研究における曝露の状況や規模、観察期間の長さなどに必然的に限
定される。 



４．１．３　結果 

４．１．３．１　以前のレビュー 

　ダンプネスと健康に関する最も包括的なレビューは、Bornehag et al., （２００１,２０
０４）、the Institute of Medicine（２００４）および Fisk, Lei-Gomez and Mendell（２
００７）によってなされた。このトピックに関するその他のレビューや論評は、Peat, 
Dickerson and Li （１９９８）、Kolstad et al.,（２００２）、Hardin, Kelman, Saxon
（２００３）、Douwes（２００５）、Hope and Simon（２００７）および Mudarri 
and Fisk（２００７）によってなされた。 

　２００１年に北欧の学際的な委員会が、建物のダンプネスと健康（屋内塵性ダニへの暴
露も含む）についての文献のレビュー結果を報告した（Bornehag et al., ２００１）。こ
れは、１９９８年７月までに公表された６１件の研究（彼らのレビュー対象基準に合致し
た内容のもの）を基にした結論である。レビューでは、「（前略）建物のダンプネスは、
咳や喘鳴、そして喘息といった気道に関わる健康影響のリスクを増加させると思われる。
（中略）ダンプネスと健康影響の因果関係を示す強いエビデンスがある。しかしながら、
そのメカニズムは不明確である。ダンプネスの定義はそれぞれの研究において多少の違い
はあったが、その全てに健康上の問題との関連性がみられた。ダニへの感作は要素として
挙げられるが、もちろんそれがメカニズムのすべてではない。メカニズムは不明確である
ものの、建物のダンプネスへの予防対策を講じる必要性を支持する十分なエビデンスがあ
る。」と結論付けられた。 

　この３年後、欧州の学際的な委員会が１９９８年から２００３年に発表されたの４０件
の研究を追加し、このレビューを改定した（Bornehag et al., ２００４）。改定後のレ
ビューでは、「私的あるいは公的な環境のいずれにおいても、建物のダンプネスは、アト
ピーのある人やない人の健康に影響を与えるリスク因子である。しかしながら、原因物質
に関しては確証的ではない（後略）」と結論付けられた。したがって、２回目のレビュー
ではより慎重になり、文献において因果関係が実証されているとの主張はなされなかった。

　Institute of Medicine（２００４）によるレビューは、屋内のダンプネスとダンプネス
関連因子の健康影響に関して２００３年半ばまでに公表されたエビデンスに対する詳細な
考察であった。レビューに含まれた研究の詳細は付属文書のAnnex１、TableA１.１にま
とめられている。このレビューは、国際的な学際グループによって、疫学的エビデンスだ
けを要約した１冊（８７ページに及ぶ）として公表された。学際グループは、２つのカテ
ゴリーに分けて結論を導き出した。１つめは湿気の多い屋内環境への曝露、２つめは湿気
の多い屋内環境におけるカビやその他の因子の存在である。ダンプネスに関連する健康影
響の疫学的エビデンスに対するレビューの結論がTable５にまとめられている。因果関係
に対しては、いずれも十分なエビデンスがないと判断された。４つの転帰（上気道症状（鼻
および喉）、咳、喘鳴、感作された人の喘息症状（喘息増悪など））に関して、湿気の多
い屋内環境への曝露あるいは湿気の多い屋内環境におけるカビやその他の因子の存在との



関連性を示す十分なエビデンスがあるとみなされた。感受性のある人の過敏性肺炎は、ダ
ンプネスに関連する因子との関連性を示す十分なエビデンスがあるとみなされた。レビュー
に含まれた研究について、Table６でそれぞれの転帰に対する研究デザインごとの研究の
数が示されている。Table６では、今回のレビューの際に新しく追加された研究の件数も
示されている。新しく追加された研究の結果についてはこの後に記述されている。 

Table ５. Institute of Medicine (2004) によるレビュー結果 

出典： “Damp, Indoor Spaces and Health” Washington, D.C, National Academies Press, 2004  関連性の信頼度
リスク要因

湿気の多い屋内環境への曝露 湿気の多い屋内環境における
カビやその他の因子の存在

因果関係を示すのに十分なエ
ビデンスがある

該当する転帰なし 該当する転帰なし 

関連性を示すのに十分なエビ
デンスがある

上気道症状 
喘鳴 
咳  
感作された人の喘息症状  

上気道症状 
喘鳴 
咳  
感作された人の喘息症状 
過敏性肺炎 

関連性を示す限定的あるいは
示唆的なエビデンスがある 

下気道疾患（他の点では健康
な児童における） 
呼吸困難 
喘息発症

下気道疾患（他の点では健康
な児童における） 

関連性の有無を特定するには
不適切あるいは不十分なエビ
デンスしかない

上記の他に検討された全ての
健康影響 

上記の他に検討されたすべて
の健康影響



Table６. 湿気の多い屋内環境の健康への影響に関する研究の件数 健康転帰の分類 Institute of Medicine（２００４）の
レビューに含まれた研究

新しいレビューで追加された研究

研究デザイン 研究の数 研究デザイン 研究の数

喘息発症 コホート研究 
症例対照研究 
横断研究

２ 
６ 
０

前向き研究 
後ろ向き研究 
横断研究

３ 
２ 
０

進行中の喘息 - - 前向き研究 
後ろ向き研究 
横断研究

１ 
０ 

１７

呼吸器感染症 
（他の点では健康な人の）

- - 前向き研究 
後ろ向き研究 
横断研究

３ 
０ 
５

上気道症状 コホート研究 
症例対照研究 
横断研究

０ 
０ 
１４

前向き研究 
後ろ向き研究 
横断研究

１ 
０ 

１１

アレルギー性鼻炎 - - 前向き研究 
後ろ向き研究 
横断研究

３ 
０ 
３

咳 コホート研究 
症例対照研究 
横断研究

０ 
１ 
２０

前向き研究 
後ろ向き研究 
横断研究

１ 
０ 

１９

喘鳴 コホート研究 
症例対照研究 
横断研究

０ 
１ 
１９

前向き研究 
後ろ向き研究 
横断研究

５ 
１ 

２４

呼吸困難 コホート研究 
症例対照研究 
横断研究

０ 
０ 
４

前向き研究 
後ろ向き研究 
横断研究

０ 
０ 
８

肺機能の変異 - - 介入研究 
前向き研究 
後ろ向き研究 
横断研究

１ 
２ 
０ 
７

気管支炎 - - 前向き研究 
後ろ向き研究 
横断研究

０ 
０ 
６

その他の呼吸器系への影響 - - 前向き研究 
後ろ向き研究 
横断研究

２ 
０ 
７

アレルギーあるいはアトピー - - 前向き研究 
後ろ向き研究 
横断研究

３ 
０ 

１０

喘息の診断歴 - - 前向き研究 
後ろ向き研究 
横断研究

２ 
０ 
６

喘息患者の喘息症状 介入研究 
コホート研究 
症例対照研究 
横断研究

０ 
０ 
５ 
１８

介入研究 
前向き研究 
後ろ向き研究 
横断研究

２ 
１ 
０ 
３

合計 45 68



　Fisk, Lei-Gomez and Mendell（2007）は、有害な呼吸器系の健康影響に対する居住施
設でのダンプネス関連のリスクについての定量的なメタ分析の結果を報告した。この分析
結果は、２００６年初めまでに公表されたレビュー対象の基準を満たす研究（本レビュー
で取り扱われている特定の転帰に関する研究のほとんどが含まれる）に基づいている。彼
らは、ダンプネスに関連するリスク要因と６つの健康転帰との関連性に対するオッズ比（９
５％信頼区間）の概要を推定した。６つの転帰には、Institute of Medicineによってレ
ビューされた４つの転帰（上気道症状、咳、喘鳴、喘息発症）に加えて進行中の喘息およ
び喘息の診断歴が含まれる。建物の使用者あるいは研究者によって報告された目視可能な
ダンプネスやカビ、そしてカビ臭は、ダンプネスに関連するリスクの１つのセットとみな
された。測定された微生物因子の濃度や測定あるいは報告された湿度の濃度に関する研究
は除外された。メタ分析の結果はTable７にまとめられている。オッズ比の推定中央値の
範囲は１.３４～１.７５であった。１０の推定値のうち９の推定値において信頼区間下限
が１.０を超えている（喘息発症を除くすべてにおいて）。さらに、ダンプネスやカビが見
られる住宅におけるこれらの転帰のそれぞれの発生増加率（％）も推定された。Lei-
Gomez and Mendell（２００７）は、「建物のダンプネスとカビは、呼吸器および喘息
に関連する様々な転帰の３０～５０％程度の増加に関連する。」と結論付けた。姉妹論文
でMudarri and Fisk（２００７）は、報告された症例の因果関係が認められる場合、アメ
リカの喘息症例の２１％は住宅のダンプネスやカビに起因する可能性があると推定し、こ
れに対する年間の国民医療費は35億ドルであると報告した。 

Table７. Fisk, Lei-Gomez and Mendell（２００７）が実施したメタ分析の主な結果 

４．１．３．２　新たに追加された研究 

　最新レビューのための検索の結果、１９８６年から２００７年までに公表された１５３
件の研究がヒットした。Institute of Medicineのレビューに含まれた４５件の研究は除か
れたが、その他のレビューとは重複している研究がある可能性がある。１５３件の研究の
中で今回のレビューの対象基準に合うものは６８件であった（セクション４.１.２および

転帰 研究対象者 研究の数 オッズ比 
（９５％信頼区間）

ダンプネスやカビが見ら
れる住宅における発生増
加率(%)の推定値

上気道症状 すべて 13 １.７０（１.４４～２.００） 52

咳 すべて 
成人 
児童

１８ 
６ 
１２

１.６７（１.４９～１.８６） 
１.５２（１.１８～１.９６） 
１.７５（１.５６～１.９６）

５２ 
- 
-

喘鳴 すべて 
成人 
児童

２２ 
５ 
１７

１.５０（１.３８～１.６４） 
１.３９（１.０４～１.８５） 
１.５３（１.３９～１.６８）

４４ 
- 
-

進行中の喘息 すべて 10 １.５６（１.３０～１.８６） 50
喘息の診断歴 すべて 8 １.３７（１.２３～１.５３） 33

喘息発症 すべて 4 １.３４（０.８６～２.１０） 30



Table６参照のこと）。これらの研究の健康転帰ごとの研究結果は付属文書Annex１、
TableA １.２にまとめられている。 

Institute of Medicineによって分析された研究（TableA １.１）および今回のレビューの
ために新しく追加された研究（TableA １.２）のすべてのエビデンスが専門家によって評
価され、その後、我々はダンプネスあるいはダンプネス関連因子と特定の健康転帰との関
連性に対する信頼度をまとめた（Table８）。 

Table８．ダンプネスあるいはダンプネス関連因子と特定の健康転帰との関連性に対する信頼度 

レビュー改定後の結論
転帰 

（結論に変更があったものに
は下線が引かれている）

Institute of 

Medicine（２００４）に

よる結論

新しいデータからの 
追加エビデンス

因果関係を示すのに十分な
エビデンスがある

該当なし 該当なし

関連性を示すのに十分なエ
ビデンスがある

喘息増悪 十分なエビデンスがある 新たに研究が追加された；
因果関係を示すのに十分な
エビデンスに近いエビデン
スがある

上気道症状 十分なエビデンスがある 新たに多くの研究が追加さ
れたが、研究のクオリティ
に向上は見られない

咳 十分なエビデンスがある 新たに多くの研究が追加さ
れたが、研究のクオリティ
に向上は見られない

喘鳴 十分なエビデンスがある 新たに多くの研究が追加さ
れ、いくつかの研究におい
てクオリティに向上が見ら
れた

喘息発症 限定的あるいは示唆的なエ
ビデンスがある

クオリティが向上した研究
が新たに追加された

呼吸困難 限定的あるいは示唆的なエ
ビデンスがある

新たに研究が追加された

進行中の喘息 評価されなかった 初めての評価

呼吸器感染症 評価されなかった 初めての評価

関係性を示す限定的あるい
は示唆的なエビデンスがあ
る

気管支炎 評価されなかった 初めての評価

アレルギー性鼻炎 別途評価されることはなか
った

初めての評価

関連性の有無を特定するに
は不適切あるいは不十分な
エビデンスしかない

肺機能の変異 評価されなかった 初めての評価

アレルギーあるいはアトピ
ー

評価されなかった 初めての評価

喘息の診断歴 評価されなかった 初めての評価



　総合的なエビデンスによって、住宅のダンプネスと様々な呼吸器系の健康影響（特に喘
息、喘鳴、咳、呼吸器感染症、上気道症状）との一貫した関連性が示された。この関連性
は、地理的に異なる様々な地域で実施された研究で認められた（Brunekreef et al., １９
８９；Jaakkola, Jaakkola, Ruotsalainen, １９９３；Andriessen, Brunekreef, Roemer, 
１９９８；Nafstad et al., １９９８；Peat, Dickerson, Li, 1998; Norbäck et al., １９９
９；Øie et al., １９９９；Bornehag et al., ２００１；Kilpeläinen et al., ２００１；
Zheng et al., ２００２；Zock et al., ２００２；Jaakkola, Hwang, Jaakkola, ２００
５）。乳乳幼児（Nafstad et al., １９９８；Øie et al.,１９９９）、児童（Brunekreef et 
al.,１９８９；Andriessen, Brunekreef, Roemer, １９９８；Zheng et al., ２００２）、
成人（Norbäck et al., １９９９；Kilpeläinen et al., ２００１；Zock et al., ２００２）
にそれぞれ明らかな関連性が認められ、いくつかの研究においては用量反応関係を示すエ
ビデンスも確認された（Engvall, Norrby, Norbäck, ２００１；Pekkanen et al., ２００
７）。真菌類、微生物、微生物因子への暴露測定値との関係に関するエビデンスは一貫性
がより低く、これは恐らく暴露評価の不確実性に帰せられるであろう（第２章参照のこ
と）。 

　喘息増悪に関しては、ダンプネス関連因子との関連性を実証するのに十分なエビデンス、
あるいは因果関係を実証するのにほぼ十分なエビデンスがあると考える。新たな研究が、
ダンプネスと喘息増悪の関連性を示すエビデンスとして追加された。レビューされたすべ
ての研究結果において、ダンプネス関連因子と喘息増悪との間には一貫した関連性が認め
られ、そのオッズ比は常に１.０を超える。これは、成人と児童の両方で確認された事実
である。成人を対象とした研究では、オッズ比は症例対照研究のすべてにおいて１.７～３.
３であり、横断研究のすべてにおいて１.０２～４.２であった。そして、児童を対象とし
た研究では、オッズ比は介入研究および前向き研究のすべてにおいて３.８～７.６、症例
対照研究のすべてにおいて１.５～４.９、そして横断研究の９６％で１.０～７.６であった。
Kercsmar et al.,（２００６）によって、喘息症状がある児童のいる住宅での喘息増悪に
対する綿密にデザインされた管理下介入研究が実施され、ダンプネスやカビの発生源の包
括的な除去および目視可能なカビの掃除によって喘息増悪が著しく減少することが認めら
れた。この研究（やむを得ず非盲検ではあるが）は、屋内のダンプネスやカビと喘息のあ
る児童の呼吸器疾患罹患率との間に因果関係があることを強く示唆する。 

　Institute of Medicine（２００４）によるレビューでは評価されなかった、あるいは我々
のレビューのように分類されなかった４つの転帰（喘息発症、呼吸困難、進行中の喘息、
呼吸器感染症）については、屋内のダンプネスとの関連性を示す十分なエビデンスがある
ことが示された。 

　喘息発症は、公衆衛生上きわめて重要な健康転帰である。Institute of Medicineのレ
ビューにも含まれた５件の症例対照研究において、喘息発症とダンプネスやカビとの関連
性が明確に取り上げられている（Nafstad et al., １９９８；Øie et al., １９９９；Yang 
et al., １９９８；Thorn, Brisman, Toren, ２００１；Jaakkola et al., ２００２）。今回
のレビューのために新たに４件の研究（前向き研究および後ろ向き研究）が特定され、ダ



ンプネス関連因子のほとんどの評価において１.０を超える効果的な測定が報告された。症
例対照研究（後ろ向き）において、成人の６０％でオッズ比が１.０を超え（範囲：０.８～
２.２）、症例対照研究（前向きおよび後ろ向き）において、児童の７４％でオッズ比が
１.０を超えた（範囲０.６３～４.１２）。乳幼児においては、両方の研究でオッズ比が１.
０を超えた（範囲２.４～３.８）。しかしながら、乳幼児における喘息は確実な評価が困
難なため、慎重な解釈が必要である（Nafstad et al., １９９８；Øie et al., １９９９）。
これらの研究は、喘息発症とダンプネスに対するオッズ比が１.３（範囲：０.９～２.１、
９５％信頼区間）とまとめられたFisk, Lei-Gomez and Mendell（２００７）のメタ分析
には含まれていない。定量的な微生物測定が利用されたある研究（成人に対する前向き研
究）では、一貫性のあるリスク増加は確認されなかった。オッズ比が１.０を超えたのは、
２０％においてのみであった（範囲：０.９～１.５）。報告された中で最も有力な研究の
うちの１つはPekkanen et al., （２００７）によって実施された喘息症例についての症例
対照研究（後ろ向き）であり、住宅内の主要な生活エリアにおけるダンプネスやカビが、
乳幼児や児童の喘息発症に用量反応型で関連しているとの結果を示した（この研究もFisk, 
Lei-Gomez and Mendell（２００７）のメタ分析には含まれていない）。土木技師の評
価により３つのレベルに分けられた湿気被害の最大の深刻度と喘息発生との関連性に対す
る多変量調整オッズ比は１.０、２.８（範囲：１.４～５.４、９５％信頼区間）および４.
０（範囲：１.６～１０.２、９５％信頼区間）であった。この綿密にデザインされた研究
は、ダンプネス関連の曝露と乳幼児や児童における喘息との間に関連性のみならず因果関
係がある可能性をも示す一貫性のある研究結果の中で、最も有力なエビデンスである。 

　Institute of Medicineがダンプネスとの関連性を示すエビデンスは限定的あるいは示唆
的であるとみなした呼吸困難に関しては、すべて横断研究ではあるものの、成人と児童に
対するレビュー可能な研究の件数は２倍に増え、８件となった。これらの研究（付属文書：
TableA １.１および１.２）において、ダンプネス関連因子と呼吸困難との関連性のオッズ
比は、その大部分（８１％）において１.０より大きかった（範囲：０.４１～９.３８）。 

　Institute of Medicineには評価されなかった進行中の喘息は、今回レビューされた屋内
ダンプネスの定性的な指標を備える研究において一貫した関連性を示した。成人と１２名
の児童を対象に実施された３つの横断研究では、その大半（９１％）においてオッズ比が
１.０を超えた（範囲：０.４６～１２.９９）。微生物曝露の定量的測定を利用した評価で
は、ある前向き研究において成人のほとんど（７５％）でオッズ比の上昇が認められ（範
囲：０.９２～１.５４）、成人あるいは児童に対して実施された３つの横断研究において
も、そのほとんど（８１％）でオッズ比の上昇が認められた（範囲：０.４６～８.５０）。
Fisk, Lei-Gomez and Mendell（２００７）は、効果推定値の定量的なまとめにおいて、
進行中の喘息とダンプネス関連因子の関連性に対しオッズ比は１.６である（範囲：１.３～
１.９、９５％信頼区間）とした。 

　呼吸器感染症もまた、Institute of Medicineのレビューでは評価されなかった。定性的
なダンプネス関連因子と呼吸器感染についての研究の中で（付属文書：TableA １.２）、
中耳炎に対するいくつかの研究結果を除き、児童を対象にした２つの前向き研究において



一貫したオッズ比の上昇が認められ（範囲：１.３４～５.１０）、児童を対象にした５つ
の横断研究においてその大半（７３％）でオッズ比の上昇が認められた（範囲：０.６５～
１.８５）。カビの度合いに対する定量的測定を利用した研究では、児童を対象にした２
つの前向き研究において混合した研究結果が認められた（６７％で１.０を超えるオッズ
比、範囲：０.４６～６.８８）。中耳炎に対するいくつかの研究（児童を対象にした３つ
の研究）においては、定性的なダンプネス関連因子に対する推定値が１.０～１.３７であ
り、定量的なカビの度合いに対する推定値は０.７２～３.４５の範囲であった。 

　今回のレビューで評価された転帰（付属資料Table A１.２）の中でInstitute of Medicine
のレビューに含まれていなかったのは、アレルギー性鼻炎、肺機能の変異、気管支炎、ア
レルギーあるいはアトピー、喘息の診断歴である。気管支炎に対しては１００％一貫した
関連性が認められたが、エビデンスは５つの横断研究に限定されている。アレルギー性鼻
炎と屋内ダンプネスの関連性が示唆されたが、そのエビデンスには一貫性がなかった。肺
機能の変異、アレルギーあるいはアトピー、喘息の診断歴に関しては、研究の件数が少な
いかデータに一貫性がない、あるいはその両方であるといった理由により、エビデンスが
不十分であるとみなされた。 

　湿気や微生物の増殖に起因した健康影響は、空調システムや加湿装置のある建物におい
て一般的に見られる影響ではあるが、我々のレビューでは暖房、換気、空調システムにお
ける湿気や微生物の増殖に起因した健康影響に関する研究は含まれなかった。暖房、換気、
空調システムの不適切な設計、維持管理に起因した下気道症状（Sieber et al., １９９
６； Mendell et al., ２００３, ２００６）、あるいは空調システムの存在に起因した（空
調システムの冷えた表面部分に結露が生じ、結露の生じた部分を通過した空気が建物の使
用者へ届いてしまうことによる）下気道症状（Mendell, Smith, １９９０；Mendell et 
al., １９９６；Seppänen, Fisk, ２００２；Bernstein et al., ２００６）といったビル関
連病のリスク増加が、多くの研究によって示唆された。これらの影響は、微生物因子（特
徴付けられていない）に起因するように思われた。この疑問に答える最も有力な研究は、
Menzies et al.,（２００３）によって実施された盲検対照・多重・クロスオーバー介入研
究である。暖房、換気、空調システムの既知の汚染物質および建物に関連する既知の健康
問題などが存在しないオフィスビルで実施された。この研究によって、暖房、換気、空調
システムの冷却コイルと露受けトレイの濡れた表面部分を紫外線照射で殺菌することによ
り建物の使用者の症状が著しく減少することが示された。この研究結果により、一般的な
業務用空調システムの湿った表面部分で増殖する微生物が、ビル関連病を著しく増加させ
ることが示唆された。また、アトピーのある人々や非喫煙者が、微生物因子に対してより
敏感に反応することも示唆された（呼吸器症状や筋骨格疾患の増加）。紫外線照射による
殺菌によって、喫煙者の下気道症状は３０％減少し、タバコを１度も吸ったことがない人
の下気道症状は６０％も減少した。この反応のパターンは過敏性肺炎に対する反応と類似
しており、軽度の無症状経過を示唆するかもしれない。屋内の職場環境に起因する過敏性
肺炎のような疾患は、繰り返し報告されてはいるが、稀なケースであるとみなされている
（Kreiss, １９８９）。Gorny et al., （２００２）による報告がこれらの研究結果への説



明になるかもしれない。彼らは、真菌類や放線菌が、胞子よりも小さい無数の浮遊微小粒
子を放出できることを示した（第２章参照のこと）。 

４．１．３．３　不確実性 

　クオリティに関する様々な側面（曝露や健康転帰の測定のクオリティなど）から研究結
果がどのように影響を受けているかを可能な限り調査することは有益である。例として、
２つのレビューにおいて、建物の使用者の偏った回答がダンプネスの研究において研究結
果を湾曲させた可能性について取り上げている。Fisk, Lei-Gomez and Mendell（２００
７）は、６つの研究に関してこの問題について考察した上で、これらの研究で認められた
呼吸器系の健康影響とダンプネス関連の曝露との間の関連性が呼吸器症状のある人による
ダンプネスやカビの過度な報告によるものであった可能性は低いと結論づけた。
Bornehag et al.,（２００１）は、ダンプネスと健康影響をそれぞれ独立に評価した研究
と、より主観的な情報源を元にした研究の結果は類似していると報告した。  

　曝露評価が定性的であったか定量的であったかに基づいて研究結果を比較することもで
きる。綿密さに欠ける定性的な暴露分類の偶然誤差によって、関連性の解明における研究
のクオリティが下がる傾向がある。暴露の客観的な測定には重大な制限がある（第２章参
照のこと）。まず最初に、培養可能な微生物の濃度測定は、大きな誤差を招くことで知ら
れている。これは、経時変化の大きい気中濃度を短期間で推定すること、培養試験では微
生物が生産する生理活性物質のほとんどが特定できないこと（正常胞子か断片かにかかわ
らず）、特定の培地で増殖する微生物の分化能力などが要因である。また、微生物が関連
要因ではない可能性があることから、いくつかの研究で用いられた定量的な微生物測定は、
暴露評価において本質的により正確であると考えることができない。ダンプネス関連の疾
患の要因となる暴露については、依然として解明されていない。特定の微生物や微生物成
分と健康影響との関連性についての研究は、仮説を検証するために実施されている。我々
のレビューに含まれた研究においては、すべての培養可能な真菌類、特定の培養可能な真
菌類、すべての真菌胞子、特定の種の真菌胞子、すべての菌類バイオマス（エルゴステロー
ル）（Robine et al., ２００５）、特定の生体の全質量（アスペルギルスやアオカビの細
胞外多糖）、特定の毒性成分（エンドトキシンやβ-グルカン）などが仮定の暴露原因に
含まれた。 

　回避行動もまた、暴露の誤分類を招くひとつの要因である。例えば、喘息のある人は暴
露を軽減するために居住環境を改善している可能性がある。これにより、横断研究や症例
対照研究においては、健康影響を実際より低く推定してしまう可能性がある。喘息の兆候
が見られる前に暴露を評価する研究においては、これは懸念材料にはならない。 

　終わりに、健康影響の定義が標準化されていないことがバイアスを招く。人口調査にお
いては、喘息は一般的に、喘鳴、胸部圧迫感、息切れ、咳といった喘息症状の自己報告（あ
るいは親の報告）に基づいて定義される。医師に診断された喘息の自己報告もよく見られ
る。アンケートの代替として、より客観的な方法（気管支反応のテストなど）の利用ある
いは併用などがなされている。また、前述のとおり、いくつかの研究において乳幼児にお



ける喘息の診断は、児童における診断に比べて正確性が低いと評価された（(Nafstad et 
al., １９９８；Øie et al., １９９９）。これらの潜在的なバイアスの発生源の多くが、屋
内のダンプネスと健康影響の関連性の過小評価を招く。 

４．１．４　衛生仮説 

　多くの研究が微生物への暴露によって健康リスクが増加することを示しているが、幼少
期におけるエンドトキシンや真菌への暴露がアトピーやアレルギー性疾患を防ぐことを示
す研究もある。この潜在的な予防効果は、微生物学的観点から見て衛生と言える環境で育
つことによってアレルギー発症のリスクが増加する可能性があると主張する「衛生仮説」
と一致する（Liu, Leung, ２００６）。この仮説は、人が密集しているような状況あるい
は非衛生的な状況とアレルギーや皮膚炎、花粉症の蔓延度の低さが関連していることを示
した疫学研究の結果に支えられている（Strachan, １９８９）。より最近の研究では、大
人数の家族構成や社会的経済地位の低さが、アトピーや皮膚炎、花粉症の低下リスク（喘
息は含まれなかった）およびA型肝炎と関連していることが示された（Strachan, ２００
０）。幼少期におけるエンドトキシンなどの特定の微生物因子への暴露が、これらの予防
効果に対する説明として提示されている（Douwes et al.,２００４）。いくつかの横断研
究では、屋内のエンドトキシン濃度とアトピーへの感作、花粉症、アトピー性喘息との間
に負の相関関係が示された（Gereda et al., ２０００；Gehring et al., ２００２；Braun-
Fahrländer, ２００３）。 

　近年実施された前向き出生コホート研究では、子どもが生後３ヶ月の時に床で測定され
たエンドトキシンおよび真菌成分の濃度と４歳になった時の医師による喘息の診断や持続
性の喘鳴との間の関連性が、前述の横断試験を裏付けるように負の相関関係を示した
（Douwes et al.,２００６）。類似の出生コホート研究において、２歳児のアトピーに対
する予防効果が示された（Bottcher et al., ２００３）。しかし、これは別の出生コホー
ト研究（Bolte et al., ２００３）においては確認されなかった（乳児期のエンドトキシン
への暴露と２歳になった時のアトピーのリスク増加の関連が示された）。いくつかの研究
で、農家の子どもや若者におけるアトピー、花粉症、喘息、皮膚炎のリスク減少が確認さ
れたが、特定の予防因子は割り出されなかった（Douwes, Pearce, Heederik, ２００２；
Douwes et al., ２００４）。 これらの研究の著者達は、エンドトキシンおよびその他の
微生物因子が重要な役割を担っている可能性を示唆した。 

　しかしながら、エビデンスには一貫性がない（Liu, ２００７；von Mutius, ２００７）。
いくつかの大規模研究では、予防効果どころか肯定的な関連性さえ示されなかった。例え
ば、アメリカで住宅におけるアレルゲンとエンドトキシンに関して実施された全国調査で
は、暴露と喘息の診断の間、およびベッドの上やベッドルームの床のエンドトキシン濃度
と成人における喘息薬の使用の間に正の相関関係が確認された（Thorne et al., ２００
５）。Michel et al.,（１９９６）が実施した研究では、床のほこりに含まれたエンドト
キシンおよび高濃度での屋内塵性ダニへの暴露が、屋内塵性ダニにアレルギーがある人に
おける深刻な喘息と関連があることを示した。これらの研究結果の不一致のいくつかは、
乳幼児期の暴露は予防となり、その後の暴露はリスクとなるといったような暴露のタイミ



ングに起因する可能性がある。別の説明としては、エンドトキシンへの曝露はアレルギー
性の喘息を予防するが、高濃度での暴露は非アレルギー性の喘息を引き起こす可能性があ
ることが挙げられた（Douwes, Pearce, Heederik, ２００２）。 

　綿密に実施された多くの研究が、エンドトキシンや真菌などの微生物因子への暴露の予
防効果を明白に示したことは挑戦的な発見である。Douwes et al.,（２００６）は、前向
き研究によってアオカビあるいはアスペルギルスの細胞外の標識体およびエンドトキシン
と医師によって診断された喘息との間に強い予防的な関連性が示されたことを報告した。
他の研究では、エンドトキシンへの暴露量の増加がアトピーおよび喘息のリスク減少と関
連していることが示された（Gehring et al., ２００２；Bottcher et al., ２００３；
Braun-Fahrländer et al., ２００２）。Li and Hsu（１９９７）は、横断研究によって室
内空気中の培養可能なアオカビとアレルギー性鼻炎との間に負の相対関係があることが示
されたと報告した。Iossifova et al.,（２００７）は、β-グルカンが乳幼児における喘鳴
の再発に対して予防効果を示したことを報告した。しかしながら、これらの研究結果には
一貫性がない。例として、Dharmage et al.,（２００１）は、室内空気中のクラドスポリ
ウムやアオカビへの高濃度での暴露は、真菌類への感作に対するリスクを減少させるが、
これらの真菌類は気管支過反応へのリスク増加に関連していることを示した。Osborne et 
al.,（２００６）は、乳幼児のクラドスポリウムへの暴露量の増加はアトピーのリスク減
少と関連しているが、アオカビ、アスペルギルス、アルテルナリアへの曝露はアトピーの
リスク増加と関連していると報告した。 

　Braun-Fahrländer（２００３）は、「エンドトキシン曝露の測定は、部分的には、広
範囲に及ぶ免疫機構を制御する微生物由来化合物の代用測定でしかない可能性がある」と
警告した。微生物因子への控えめなレベルでの暴露は、特定の状況下においてはアレルギー
やアレルギー性疾患を予防するが、エビデンスに一貫性がない。高濃度でのカビへの曝露
を伴うような湿気の多い建物で生活するあるいは働くことがアレルギーや呼吸器疾患の発
症を予防するという兆候は見られない。もし実際に、乳幼児期における特定の微生物因子
への曝露がアトピーや喘息の予防になるのであれば、乳幼児に対するダンプネス関連因子
に類似のパターンが見られないのは不可解である。全体的に見て、入手可能なエビデンス
には依然として一貫性がなく、明確化するためにはさらなる調査が必要とされる。 

４．１．５　結論 

　本文書で提示した疫学的エビデンスに対する我々のレビュー、Institute of Medicineに
よってなされた以前のレビュー、そしてFisk, Lei-Gomez and Mendell（２００７）によっ
てなされた定量的なメタ分析から、我々は、屋内のダンプネス関連因子と呼吸器に関わる
様々な健康影響との間の関連性を示す十分なエビデンスがあると結論付けた。喘息発症、
喘息増悪、進行中の喘息、呼吸器感染症、上気道感染、咳、喘鳴、呼吸困難などがこの健
康影響に含まれる。我々は正式なメタ分析を実施しなかったため、相対リスクの定量的評
価を出すことはできない。しかし、Fisk, Lei-Gomez and Mendell（２００７）から入手
した居住施設における定性的に評価されたダンプネスあるいはカビと特定の健康影響との
関連性の定量的な推定の要約（Table７）は、その後新しい研究が多くなされていないた



め依然として有効である。彼らの推定は、重要な呼吸器関係の健康転帰の著しい増加が（進
行中の喘息に関しては５０％の増加）、居住施設におけるダンプネス関連因子と関連して
いることを示唆した。関連論文において、これらの関連性に因果関係があるとしたら、ア
メリカでの喘息症例の２１％は居住施設におけるダンプネスとカビに起因すると推定され
た（Mudarri, Fisk, ２００７）。これらの推定は、多様なリスクや多数の証明されてない
仮説を広くひとまとめにした限られたデータに基づいたものであり、その解釈は慎重にな
されるべきである。だが、これらの推定はダンプネス関連のリスク因子が呼吸器疾患の負
担の大きな要因となっている可能性を確実に示している。 

　屋内のダンプネスは気管支炎やアレルギー性鼻炎とも関連性があるように思われるが、
エビデンスには矛盾が見られるか（アレルギー性鼻炎）、エビデンスが比較的に少ない研
究数に基づいているか（気管支炎）である。検討されたその他の健康転帰（肺機能の変異、
アレルギーあるいはアトピー、喘息の診断歴）に関しては、関連性の有無を特定するには
エビデンスが不適切あるいは不十分であると結論付ける。 

　喘息増悪についてはダンプネス関連因子との因果関係を証明できるほぼ十分なエビデン
スがあると考えられるものの、我々は、Institute of Medicine（２００４）に同意し、レ
ビューしたすべての健康転帰に関して、因果関係を証明するにはエビデンスが不十分であ
るとみなす。健康影響と関わりのあるダンプネス関連暴露の評価のための微生物の測定値
で、他と比べてより具体的あるいはより感度が高いとエビデンスに基づいて示すことがで
きるものはない。したがって、屋内のカビやその他の微生物因子への高濃度での暴露が原
因である可能性は高いが、最終的に確証はできなかった。 

４．１．５．１　アプローチの限界 

　レビュー範囲が限定的であることが、レビュー自体にも多くの制限をもたらした。研究
著者がエビデンスの評価に用いた手法のほとんどが定量的でなかったために、我々は、レ
ビューの際に科学文献の要約に有用な手法を利用することができなかった。その上、本レ
ビューの結論は主としてダンプネス関連因子の定性的測定に基づいた研究結果に導かれて
おり、ゆえに、結論を特定の暴露と結び付けることは困難である。また、リスク因子と健
康影響の関連性を誇張するような公表バイアスが結果に影響を与えた可能性もある。バイ
アスを評価するための統計学的手法の正式利用は、本レビューの範囲外であった。公表バ
イアスを軽減するであろう未発表の研究結果の検索も行われなかった。したがって、本レ
ビューによって導かれた結論は、入手可能なすべての研究結果に対するいっそう徹底的な
検討が可能になるまでの暫定的なものとしてみなされるべきである。今後のレビューの際
に、最新の定量的なリスクの要約や推定と併せて、公表バイアスに対処することが勧めら
れる。 



４．２　健康影響の臨床的側面 

　このセクションは、ボランティアの研究参加者や実験動物に対する管理された状況下で
の暴露、または一定の職業群の暴露、あるいは臨床的な暴露についての研究に焦点が当て
られている。これらの研究の多くは少人数のグループに対して実施されたが、暴露につい
ても臨床転帰についても疫学研究よりも正確に特徴付けられている。 

４．２．１　β-グルカン 

　数多くの研究において、β-グルカンが人の免疫システムに重大な影響を与えることが示
されている。β-グルカンは、１９６１年に免疫を刺激する酵母細胞抽出物の生物学的活
性成分として特定された（Riggi, Di Luzio,１９６１）。以来、その効果は広範囲にわたっ
て調査されてきた（特に感染や癌との関連について）。研究のほとんどすべてがグルカン
の経口投与あるいは静脈投与に重点を置いており、カビやグルカンの実験的な人への暴露
に対するいくつかの実験が実施されてはいるものの、一連の研究の全てがRylander（著者）
と彼の同僚によって健康なボランティアを対象にスウェーデンで実施されたものである。 

　最初の研究において、純粋なβ-グルカンへの暴露（微粒子状のカードラン２１０μg/
m3、４時間）は、何件か暴露に関連した鼻や喉の炎症をもたらしたものの、肺機能へ大
きな影響を与えないことが示された（Rylander,１９９６）。２つめの研究では、別のβ-
グルカン（生理食塩水中のグリフォラン（grifolan＝GRN）３０μg/m3、３時間）が使用
されたが、腫瘍壊死因子α（TNF-α）の血中濃度の増加しか確認されなかった（Beijer, 
Thorn, Rylander,１９９８）。彼らの研究では、１２５μgのグリフォランが吸入され、
その２４時間後に痰にTNF-α、好酸球陽イオン蛋白、好中球をもたらした（Thorn, 
Brisman, Toren, ２００１）。このような純粋なグルカン試料への短期間の暴露は、屋内
で測定される暴露（β-グルカンの値が１００μg/m3を超えることは稀である）と直接的
に比較することはできない。オランダで３６人のボランティアの研究参加者を対象に実施
された研究では、人工気候室でのほこりやグルカンへの暴露によって、鼻腔容積の縮小お
よびインターロイキン-８（IL-８）の増加が確認され、グルカンが上気道においてほこり
の炎症作用を強めることが示唆された（Bønløkke et al., ２００６）。リサイクル関連従
事者の鼻腔にβ-グルカン（カードラン）の水溶液を直接吹き込むという変わった暴露手
法が利用された研究では、鼻腔容積の増大が観察された（Sigsgaard et al.,２０００）。
対象的に、Aspergillus fumigatusあるいは堆肥の溶液を吹き込んだ後は、鼻腔容積の変化
は観察されなかった。 

　アレルギーのない人々を対象としたAspergillus fumigatusアレルゲン抽出物の吸入実験
では、鼻洗浄液中の一酸化窒素や肺から吐き出される一酸化窒素の増加が認められた
（Stark HJ et al., ２００５；Stark et al., ２００６）。また、プラセボへの暴露とカビへ
の暴露の時間的間隔が不十分であったためその作用は不明瞭ではあるものの、鼻洗浄液か
ら炎症促進作用が確認できた（TNF-αおよびIL-８の増加）。デンマークでは、２種の異
なるカビの胞子へ暴露した後にビル関連症状を発症した経験がある人を対象にプラセボ対
照二重盲検比較試験を実施したが、臨床的な影響は観察されなかった（Meyer et al.,２０



０５）。通常は日中に増加する血中好中球が（プラセボ群では増加した）、カビへの暴露
期間中に増加しなかったことは興味深い。これは、体の他の部分で発生した好中球の血管
外遊出に帰せられる可能性がある。一般的な真菌由来の揮発性有機化合物である3-メチル
フランは、何の症状も起こすことなく、瞬きの頻度と好中性顆粒球を増加させ、１mg/m3
の濃度において肺機能に影響を与えた（Walinder et al.,２００５）。この濃度は建物で
測定された濃度よりも大幅に高い。 

　残念ながら、現在までに実施された研究はすべて小規模であり、軽微な臨床的影響を特
定するためには統計的検出力が不十分である。暴露には異なる成分やカビ試料が使用され、
その濃度が報告されたが、どの研究においても摂取量を算出するために十分な情報は得ら
れなかった。まとめると、毒性の弱い様々なカビの成分への曝露後、症状にはほとんど変
化のない炎症メディエーターおよび炎症反応の兆候が見られる傾向がある（曝露直後より
も、曝露後２４時間を超えた後に影響が大きくなるように見えた）と言える。アトピーの
ある人、さもなければ感受性が高いと判断される人を対象とした研究もいくつかあったが、
研究で得られたエビデンスは限定的であり、健康な人の間の感受性の差異については結論
を出すことができない。モルモットにβ-グルカンを吸入させる実験が数多く実施された。
水不溶性のβ-グルカンは、吸入によって重大な炎症反応をもたらすことはないように思わ
れた。しかし、シゾフィランのような水溶性のβ-グルカンが使用された場合や、水不溶性
のβ-グルカンを水酸化ナトリウムによる処理で水溶性にした場合などは、気管支肺胞洗
浄液中の白血球が増加した（Fogelmark et al.,１９９２）。水酸化ナトリウムによって処
理されたグリフォランは、気道の好酸球増加の要因となることが判明した（Fogelmark, 
Thorn, Rylander,２００１）。Milanowski（１９９８）は、生理食塩水に懸濁したパン
酵母のβ-１,３-グルカン吸入後の気管支肺胞洗浄液中に、好中性顆粒球（多形核白血球）、
リンパ球、赤血球の著しい急速な増加が見られたことを報告した。不溶性のものを含むい
くつかのβ-グルカンが、エンドトキシンや、タバコの煙、オボアルブミンなどの他の因子
に対する反応に変化を与えることが示された（Fogelmark et al., １９９２；Fogelmark, 
Sjöstrand, Rylander, １９９４；Fogelmark, Thorn, Rylander, ２００１；Sjöstrand, 
Rylander, １９９７；Rylander, Holt, １９９８；Wan et al., １９９９）。エンドトキシ
ンとカードランへの同時曝露では、β-１,３-グルカンは急性の好中球反応を弱め、慢性の
炎症作用を強めた（Fogelmark, Sjöstrand, Rylander, 1994; Rylander, Fogelmark,１９
９４）。このように、β-グルカンの吸入による影響は、グルカンのタイプや同時曝露物質
によって左右されると考えられる。 

いくつかの研究では、β-グルカンによって汚染された環境と気道炎症の兆候や症状とが関
連付けられた。メサコリンへの気道過敏性の亢進（Rylander,１９９７）、児童における
ピークフロー変動の増幅（Douwes et al.,２０００）、アトピー有病率の増加（Thorn, 
Rylander,１９９８）が、β-グルカンの気中濃度が高い建物の長期間の使用と関連してい
る。このような建物では、乾性咳（Rylander et al., １９８９, １９９２, １９９８a）、
鼻や喉の炎症（Rylander et al., １９８９）、嗄声（Rylander et al.,１９９８a）、そし
て疲労感や頭痛（Rylander et al., １９８９；Wan et al., １９９９）などの蔓延度がより
高いことが判明した。また、グルカンの気中濃度が１００μg/m3を超え、カビの兆候が見



られる住宅で、住民が他へ転居するまでの間ずっと喘息のような症状に悩まされたという
ケースも数は少ないが公表された（Rylander,１９９４；Rylander et al.,１９９８a）。グ
ルカンと疾病の症状や兆候との間に因果関係があると結論付けるにはこれらの研究は不十
分であり、グルカンは他の因子への暴露指標に過ぎない可能性がある。 

４．２．２　マイコトキシン 

　マイコトキシンは真菌に産生される二次代謝産物で、しばしば非常に低い濃度で人間や
動物に毒性を示す。in vitro試験や動物実験が数多く実施され、トリコテセンやステリグ
マトシスチンを含む様々なマイコトキシンの毒性が実証された（Institute of Medicine, 
２００４； Rocha, Ansari, Doohan, ２００５）。 

　ピーナツや家畜飼料の製造業、あるいは穀物ダストへの曝露が発生する業種に従事する
人々におけるアフラトキシンおよびオクラトキシンの吸入は、肝臓癌、胆管や唾液腺の癌、
多発性骨髄腫の発生率の増加を招く可能性がある（Olsen, Dragsted, Autrup,１９９８；
Selim, Juchems, Popendorf, １９９８）。これらの職業に従事する人々の中にアフラト
キシンの付加体の形成は認められたものの、癌との直接的な関連性は実証されていない
（Autrup et al.,１９９１）。マイコトキシンの吸入が、農業従事者の生殖へ悪影響を及
ぼす一因となっている可能性も示唆されてきている（Kristensen, Andersen, Irgens,２０
００）。 

　マイコトキシンは、動物や人間の健康に様々な悪影響を及ぼすが、屋内空気に関連した
健康問題の一因であることを示すエビデンスは極めて弱い。にもかかわらず、マイコトキ
シンの中のひとつであるS. chartarumによって産生されるトリコテセンは、考慮すべき注
目を集めている。Centers for Disease Control and Prevention (１９９４, １９９７）、
Etzel et al., （１９９８）による報告では、１９９３年～１９９４年にクリーブランド小
児病院にいた１０人の乳幼児の集団において、屋内におけるこれらのマイコトキシンへの
暴露が急性肺出血に関わっていたことが示唆された。肺出血は、肺組織のヘモジデリン（鉄
を含む色素）レベルの強固な上昇に特徴付けられる。肺胞のびまん性出血や大出血により
死に至る可能性もある。通常ははバイオエアロゾル暴露とは関連していない。後にこれら
の研究結果は、サンプリング、データの報告や分析などが不十分であることを理由に批判
を受け、撤回された。よって、S. chartarumが成す働きについては依然として議論の的に
なっている。これらの不確実性から判断して、Institute of Medicine（２００４）は、「入
手した症例報告の情報をまとめたが、S. chartarumの存在が急性突発性肺出血に関連して
いるかどうかを特定するには、情報が不適切あるいは不十分である。」と結論付けた。そ
の後の研究では、住居でサトラトキシンへ暴露した人々の血液中にアルブミン付加体が形
成されていることが示された。実験的にサトラトキシンGに暴露させたラットにおいても
同様の結果が示された。この小規模研究は、住宅内においての高濃度でのS. chartarumへ
の暴露に生物学的作用がある可能性を示す（Yike et al.,２００６）。 



４．２．３　アレルギー性肺胞炎 

　外因性アレルギー肺胞炎、過敏性肺炎としても知られるアレルギー性肺胞炎は、気道の
末梢部にまで及ぶ炎症性疾患である。この疾患は免疫学的要素を持っているが、どの抗原
に起因して肺胞と隣接部分にリンパ球による炎症性肉芽腫が形成されるのかといった免疫
学的機序については解明できていない。 

　アレルギー性肺胞炎は、肺の病理検査や画像診断を含む様々な臨床検査および臨床関連
領域の検査によって診断される（包括的レビューはWild, Lopez,（２００１）によってな
されている）。当初、IgG抗体が原因として疑われたが、暴露指標でしかないことが示さ
れた（Marx et al.,１９９０；Cormier, Belanger,１９８９；Malmberg et al.,１９８５）。
ヨーロッパやアメリカなどで屋内環境におけるアレルギー性肺胞炎の散発性症例が報告さ
れた（Torok, de Weck, Scherrer,１９８１；Pedersen, Gravesen,１９８３；Fergusson, 
Milne, Crompton, １９８４；Bryant, Rogers,１９９１；Siersted, Gravesen, １９９３；
Wright et al.,１９９９）。これらの症例において、アレルギー性肺胞炎は加湿器の使用と
関連していることが多かった（von Assen- delft et al.,１９７９；Nordenbo, Gravesen,
１９７９）。 

　日本では、真菌の一種のトリコスポロン・クタネウムが原因のアレルギー性肺胞炎が、
高温多湿な夏場に毎年６０件以上、１０６人に０.５人の率で発生する（Ando et al.,１９
９１,１９９５）。トリコスポロン・クタネウムは、この季節に急速に増殖する（特に木
造家屋において）。そして、北緯４０度以南でしか発生しない。この症状に関する日本全
国のすべての病院症例について、１０年間の調査が実施された。この調査では、包括的な
臨床関連領域の検査を含めた基準となる診断方法が利用され、カビの存在する環境あるい
はカビ胞子そのものに対する負荷試験による原因の立証が行われた。この調査によって、
症状の発生が日本の南部に集中しており、１日の大部分を家の中かその周辺で過ごす主婦
の間で主として発生することが示された。類似のケースが韓国および南アフリカでも報告
されている（Swingler,１９９０；Yoo et al., １９９７）。　　 

　フィンランドのより小規模な症例シリーズでは、スポロボロミセス・サルモニカラー
（Sporobolomyces salmonicolor）が蔓延る軍病院に勤務する１４人の従業員の中で、７
症例の鼻炎および４症例のアレルギー性喘息が確認され、アレルギー性喘息の症例のうち
のひとつはアレルギー性肺胞炎の症状も含まれたケースであった。喘息とアレルギー性肺
胞炎の症例は、軍病院でのスポロボロミセス・サルモニカラーの吸引に起因することが確
認された。 

　居住環境および産業的な環境におけるアレルギー性肺胞炎の症例シリーズでは、影響を
受けた人々は一般集団と同様の環境にいることが多かった。したがって、感受性が重大な
役割を担っていると言える。家族集積性も確認されたが（Allen, Basten, Woolcock,１９
７５）、原因となる因子は特定されなかった（Schwarz, Wettengel, Kramer,２０００）。
症例の圧倒的多数が非喫煙者の間で発生していたことは顕著であった。 



　The Institute of Medicine（２００４）は、臨床的に有意なアレルギー性肺胞炎は感作
物質に暴露した感受性のある人のみに起こると結論付けた。これらの研究は、湿気の多い
屋内環境におけるカビや細菌の存在とアレルギー性肺胞炎との間に関連性があることを意
味する十分なエビデンスがあることを示した。この評価の後にSeuri et al.,（2000）が新
しく研究を実施したが、研究結果はこの結論を変えるものではない。 

４．２．４　吸入熱（Inhalation fever） 

　毒性肺炎（toxic pneumonitis）、加湿器熱、有機塵中毒症候群などとしても知られる
吸入熱は、金属から細菌やカビまでに及ぶ様々な物質の吸入後に起こる自己限定性疾患で
ある。この症状は、貯水タンク付きの加湿器が使われていた頃は加湿器熱と説明されてい
た。発症は空間の湿度管理が重要視されるような美術館や印刷ショップ、その他の施設に
おいて、暖房が使われる季節に典型的に起こった（Rask-Andersen et al.,１９９４）。農
業従事者を対象に実施された研究では、吸入熱を招くカビ胞子への暴露レベルがアレルギー
性肺胞炎を招くレベルよりも１～２桁大きいことを示した（Rask-Andersen,１９８８）。

４．２．５　カビによる感染症 

　アスペルギルスによる感染症やフザリウム属菌などのその他の真菌類による感染症は、
癌やHIV感染などの治療によって免疫力が低下した患者の治療における合併症としてよく
知られている（Iwen et al.,１９９４, １９９８；Geisler, Corey, ２００２；Lednicky, 
Rayner, ２００６）。これらの患者の中の何人かのカビによる感染は、病院施設における
水によるダメージが原因ではなく、遍在するカビがふさわしい宿主を見つけたことによっ
て起きる日和見感染であった。このような感染と屋内環境のカビとの関連性についての研
究は実施されなかった。さらに、疾患の種類が感染の種類を確定するように思われ、感染
源は湿気の多い住宅で特に接触が多いような種ではない。 

　アスペルギルスはこれらの真菌の中でも最も強力に思え、嚢胞性繊維症、喘息、そして
慢性閉塞性肺疾患といったそれほど重症ではない気道疾患を持つ患者にも感染を引き起こ
す。アトピーがある人は、アスペルギルスが感染に伴ってアレルギー反応を起こすような
重症感染症にかかることがあり、喘鳴、肺浸潤を引き起こし、そして最終的には肺線維症
に至る（Kauffman,２００３）。この症状はアスペルギローマ（肺の空洞内にアスペルギ
ルス菌糸で成る菌の塊ができる）にも見られる（Tanaka,２００４）。 

　アトピーのある人は、アスペルギルスの存在やアスペルギルス感染症の結果として副鼻
腔疾患を発症することがある（Dufour et al.,２００６）。慢性副鼻腔炎の患者が一般的
な空気中の真菌（特にアルテルナリア属）に対して過剰な液性応答や細胞応答（Th１細胞
とTh２細胞の両方）を示すことから、カビへの暴露が慢性副鼻腔炎の原因であると示唆
されてきている（Shin et al.,２００４）。 



４．２．６　その他の影響 

　毒性、生殖毒性、精神疾患の症状や症候群を含むカビへの曝露によるそのほかの影響に
ついても、屋内空気との関連において議論された。The Institute of Medicine（２００４）
によると、がんの有病率や生殖への影響が屋内空気によって変えられることを示すエビデ
ンスは認められなかった。これらの影響を取り上げた研究の検索が行われたが、過去５年
間においてそのような研究は実施されていないことが判明した。The Institute of 
Medicine（２００４）は、神経精神学的な影響に対するごく少数の症例をレビューした
が、研究結果に一貫性はなかった。 

　フィンランドでは、ダンプネスに関連したリウマチ性疾患の発症についての研究が実施
された。２つの研究で、水によるダメージのある建物におけるリウマチ性疾患のクラスター
症例が確認された（Myllykangas-Luosujärvi et al.,２００２；Luosujärvi et al.,２００
３）。著者達はこの症状がカビ胞子への曝露に起因する可能性があると示唆した。後に研
究を公表したLange, （２００４）は、農業従事者や愛鳥家の間など、関節痛の有病率の
方が高いような状況に比べて曝露レベルは低いものの、エンドトキシンやその他の先天性
免疫応答を引き起こす因子がリウマチ性疾患一因となっている可能性があることを提言し
た。湿気の多い建物に暴露した人の間におけるリウマチ性疾患と、エンドトキシンがその
一因となっている可能性についてはLorenz et al.,（２００６）によっても報告された。  

４．３　毒性機序 

　湿気の多い建物での微生物曝露に関する毒性学的研究の簡易レビューは、主として２０
００年から２００７年の半ばまでに公表された研究を基になされた。適切な情報があった
際は、 Institute of Medicine（２００４）に含まれている２０００年以前の研究にも言及
した。レビューされたデータは、in vitro試験（例えば試験管のような生体外の管理され
た環境下での実験的な研究；付属文書TableA ２.１に要約されている）や実験動物を用い
たin vivo試験（付属文書TableA ２.２に要約されている）に基づく。実験的なデータから
人間へのリスクを直接推定する事は不可能であるが、これらの研究から、湿気の多い建物
で観察された健康影響の背景にある毒性機序に関する重要な情報が入手できた。本レビュー
では、湿気の多い建物と関連した微生物への曝露が持つ毒性作用の発現を促す機能に焦点
が当てられている。潜在的な毒性作用には、免疫刺激、アレルギー、細胞毒性、免疫抑制、
自己免疫、炎症、神経毒性、遺伝毒性、生殖毒性などが挙げられる。微生物の相互作用の
働きに関する斬新な毒性学的データも含まれている。 

　湿気やカビが確認できる屋内環境において様々な呼吸器系の症状や疾患が観察されたこ
とから、気道が原因因子の侵入の主要経路であることが示唆される。したがって、実験動
物を使った研究は曝露の経路として気道が指定されたものに限定された。したがって、他
の経路（例えばカビに汚染された食物の摂取）に関連した細菌毒素やマイコトキシンなど
の毒性作用についての広範な文献は除外された。本レビューに含まれたin vitro試験およ
びin vivo試験のほとんどは湿気の多い建物で見つかった微生物成分の影響に焦点を当て
ている。この微生物成分には、真菌胞子、細菌胞子や細菌細胞、毒性成分、微生物物質



（例：マイコトキシンやエンドトキシン）などが含まれる（付属資料TableA ２.１および
A ２.２参照のこと）。湿気の多い建物における化学物質への曝露に関する実験的データ
は不足している、あるいは限定的であるため、微生物由来ではない化学物質の放出に起因
した毒性作用については取り扱われなかった。 

　湿気の多い建物において、人々は濃度の変化する様々な種の微生物（その胞子や代謝物
や成分、そして建築材料から放出される化学物質を含む屋内のその他の化合物）に絶えず
さらされている。この複雑に交錯する暴露は必然的に相互作用を生み、吸入された微粒子
の毒性特性に変化を与える可能性があり、結果として様々な状況下で様々な転帰を招く。
また、実験で用いられた動物や細胞に認められた微生物や微生物物質、ダンプネス関連化
合物の影響は、屋内の通常の環境下で人間の肺に届くとされる平均値より桁違いに高い暴
露量に起因することが多かった。けれども、呼吸器症状がある患者の肺内部の表面暴露量
には、微粒子の堆積が不均一であることに起因して３桁の変動があり（Phalen et al., ２
００６）、結果として人の肺の最大表面暴露量の方が毒性学的研究の実験に用いられた動
物や細胞に認められた暴露量よりも多いということになる。加えて、人の肺の暴露量は、
運動などのその他の要因によって平均値より多くなることがある。 

　したがって、毒性の実験的研究は、細胞機構の明確化と要因となる化合物の特定には不
可欠であるが、研究結果の解釈と屋内における人への曝露範囲の推定の際には曝露量につ
いて考察しなければならない。 

４．３．１　免疫刺激および免疫グロブリンE媒介アレルギー 

　Bornehag et al.,（２００１,２００４）による大規模なレビューにより、建物のダンプ
ネスが喘息、感作、そして呼吸器症状のリスクを増加させることを示すエビデンスがある
ことが示された。健康影響の多くは、免疫防御の度重なる活性化に起因する可能性があり、
過剰な免疫反応および炎症性メディエーターの産生の長期化を招く。これらの化合物の過
剰産生は周辺組織にダメージを与え、慢性炎症あるいは炎症関連疾患（喘息のような）が
現れる可能性がある（Martin, Frevert,２００５）。炎症反応の中心的役割は、湿気の多
い建物の使用者の鼻洗浄液や誘発された痰における炎症性メディエーターレベルの増加を
報告した研究によって裏付けられた（Hirvonen et al., １９９９；Purokivi et al., ２００
１；Wålinder et al., ２００１）。 

　グラム陰性菌のリポ多糖の免疫刺激はその作用が確立している。一方、湿気の多い建物
に関連したいくつかのその他の細菌や真菌、そしてマイコトキシンもin vitroにおいて炎
症反応を誘発することが示された（Huttunen et al., ２００１；Nielsen et al., ２００２；
Huttunen et al., ２００３；Pylkkänen et al., ２００４；Johannessen, Nilsen, Lovik, 
２００５；付属文書Table A ２.１も参照のこと）。in vitroの調査結果と一致して、実験
動物の肺においても同種の微生物が急性および持続性の炎症作用を惹起するすることが示
された（Nikulin et al., １９９６；Rao, Brain, Burge, ２０００；Jussila et al., ２００
３；Leino et al., ２００３；Rand et al., ２００６；Jussila et al., ２００２a；付属文書
Table A ２.２も参照のこと）。 



　さらに、動物モデルにおいて、S. chartarumに誘発された気道炎症に対して免疫状態が
重要な役割を担うことが示されてきている（カビによる影響を増強する）（Leino et al., 
２００６）。この結果は、感作された人はアトピーのない人に比べてカビへの曝露の影響
をより受けやすいということを意味する。実験マウスとin vitroの人間の細胞の両方に対
して行われた実験では、微生物の免疫刺激能力がその種によって大きく異なることが分かっ
た（Huttunen et al., ２００３）。加えて、試験管内の同じ生息環境における微生物の生
存競争や増殖条件の違いなどが、微生物が起こす炎症作用、タンパク質の発現、毒素生成
などに変化を与えることが実証されている（Ehrlich, １９８７；Meyer, Stahl, ２００３；
Murtoniemi et al., ２００３）。 

　IgE媒介アレルギー反応は、微生物因子への曝露に起因する健康影響の根本的なメカニ
ズムのひとつであるかもしれない。報告された症状の多くはアレルギーに類似していたも
のの、実際にカビへのアレルギーを起こしたのは暴露した人の数パーセントのみであった
（Taskinen et al., １９９７；Immonen et al., ２００１）。カビアレルギーにつながる
真菌属の中で最も蔓延度が高かったのは、アスペルギルス属、クラドスポリウム属、アオ
カビ属であった（Ledford, １９９４）。また、Ａ. alternataへの感作は、喘息の発症、持
続、重症化とつながりがあるとされてきた（Zureik et al., ２００２；Bush, Prochnau, 
２００４；Salo et al., ２００６）。真菌のいくつかの種は、別のメカニズムによってヒス
タミンを産生する（Larsen et al.,１９９６）。よって、アレルギーのような症状は、感作
されていない人にも発生することがある。フタル酸エステルとその代謝産物のような湿気
や建築材料の劣化に関連する化合物は、アレルゲンや免疫補助剤として作用することによっ
て、免疫システムを促進することがある（Hansen et al., ２００７）。 

４．３．２　細胞毒性と免疫抑制 

　湿気の多い建物に住んでいる、あるいは湿気の多い建物で働いている人の間で、呼吸器
の一般的な感染症の発生頻度の上昇が認められ（Åberg et al., １９９６；Pirhonen et 
al., １９９６；Kilpeläinen et al., ２００１）、これは、これらの建物内の空気中に確認
される因子が免疫反応を抑制し、感染に対する感受性の増大を招くことを示唆している。
湿気の多い建物に起因した数種類の微生物やそれらの毒素は、in vitroで粒子のクリアラ
ンス障害や細胞毒性の介在による免疫抑制作用を示した（Pieckova, Jesenska, １９９６, 
１９９８；Huttunen et al., ２００４Penttinen et al., ２００５a,b）。 

　マイコトキシンの免疫抑制作用は、動物実験において認められた。トリコテセンT-2お
よびデオキシニバレノール（ボミトキシン）は、ウイルス性呼吸器感染症に対する免疫反
応を阻害し、感染症の重症化を引き起こす（Li et al., ２００６；Li M et al., ２００７）。
空気中の真菌および細菌のいくつかの種は日和見病原体としての役割を果たす可能性があ
り、免疫不全症の人に上気道感染症、下気道感染症、肺感染症を、そしていくつかのケー
スにおいては全身感染症をもたらす（Bush et al.,２００６）。 

　真菌株の生物活性は毒素産生だけに依存するわけではないかもしれないが、湿気の多い
建物における真菌株の急性細胞毒性は、in vitroで産生された代謝物プロファイルに起因



することが判明した（Nielsen et al., ２００２；Huttunen et al., ２００３）。真菌胞子
は炎症反応を引き起こすもの以外の毒性作用も持っていると考えられる。グラム陽性菌と
グラム陰性菌（ストレプトマイセス・カリフォルニカス、シュードモナス・フルオレッセ
ンス、マイコバクテリウム・テラエ、セレウス菌など）についての研究では、菌株間に見
られる細胞毒性の大きな差異は、少なくともある程度は炎症活動の違いに起因することが
示された（Huttunen et al.,２００３）。S. californicusの胞子が細胞周期の停止をもたら
すのに対し（Penttinen et al., ２００５b）、S. chartarumの胞子や毒素はアポトーシス
経路を活性化する（プログラム細胞死）ことが示された（Islam et al., ２００６；Wang, 
Yadav, ２００６；Penttinen et al. ２００７）。 

　同種の真菌と細菌を用いた動物実験で、暴露した動物の気管支肺胞洗浄液中の乳酸脱水
素酵素および総タンパク量の増加および肺組織障害が示され、細胞毒性に対するin vtro試
験の結果が裏付けられた（Nikulin et al.,１９９６；Rao, Brain, Burge, ２０００；Rao, 
Burge, Brain, ２０００；Jussila et al., ２００１, ２００２a, ２００２c; Yike et al., ２
００２；Jussila et al., ２００３； Rand et al., ２００６）。 

４．３．３　自己免疫 

　湿気の多い建物の使用者における自己免疫性疾患やそれに関連する症状についての症例
が報告されてきたが（Myllykangas-Luosujärvi et al., ２００２；Luosujärvi et al.,２０
０３）、そのような建物で見られる微生物あるいは微生物物質に起因した自己免疫反応に
関する毒性学的なデータはない。しかし、微生物の断片は、スーパー抗原の役割を果たす
ことによって、あるいは自己抗原提示を促進することによって、分子相同性による自己免
疫反応を引き起こすことがある（Wucherpfennig, ２００１）。 

４．３．４　炎症（刺激感） 

　胞子、微生物が産生する揮発性有機化合物を含むその他の粒子状の物質、建築材料、ペ
ンキや溶剤などは、潜在的に刺激性がある。疫学研究において、呼吸器系症状および刺激
症状の蔓延は、微生物由来の揮発性有機化合物の存在を示唆する認知されたカビ臭と結び
付けられてきた（Jaakkola, Jaakkola, Ruotsalainen, １９９３；Ruotsalainen, 
Jaakkola, Jaakkola, １９９５）。これらの化合物は、暴露した人に刺激症状を引き起こ
すのに十分なレベルで湿気の多い建物に存在することが示唆されてきた（Hope, Simon,
２００７）。加えて、不快な臭いの知覚はそれ自体が、ストレス反応あるいは頭痛や吐き
気などの身体症状を招くことがある。 

４．３．５　神経毒性 

　疲労感や頭痛、そして集中力欠如といった健康影響は（Johanning et al., １９９６；
Koskinen et al., １９９９b）、湿気の多い建物で見られる微生物やその他の因子に神経
学的効果があることを示唆する。 



　フザリウム（フモニシンB1、デオキシニバレノール）、スタキボトリス（サトラトキシ
ンG）、アスペルギルス（オクラトキシンA）、アオカビ（オクラトキシンA、ベルコシジ
ン）などの多くの純粋な微生物毒素が神経毒性を持つことは、in vitro試験においてもin 
vivo試験においても示されてきている（Rotter, Prelusky, Pestka, １９９６；Belmadani 
et al., １９９９； Kwon, Slikker, Davies, ２０００；Islam, Harkema, Pestka, ２００６；
Stockmann-Juvala et al., ２００６）。しかしながら、湿気の多い建物で神経系の症状を
訴えた人が有効なレベルのマイコトキシンに暴露していたことを示す研究はない。 

４．３．６　遺伝毒性 

　カビた穀物中のマイコトキシンによる建物の使用者の深刻な吸入曝露は、癌のリスク増
加と関連している可能性があるが（Olsen, Dragsted, Autrup, １９８８；Kristensen, 
Andersen, Irgens, ２０００）、湿気の多い建物での曝露と癌との関連性を示す疫学的エ
ビデンスはない。細菌や真菌によって産生される微生物毒素のいくつかは、その遺伝毒性
と発がん性が知られているが（IARC,１９９３）、それらが湿気の多い建物における吸入
曝露に関連しているかどうかは不明確である。しかし、in vitro試験において、湿気の多
い建物で捕集した微生物の分離株の遺伝毒性作用が示されている。Wang and Yadav（２
００６）は、胞子から抽出したS. chartarumの毒素が、マウスの肺胞マクロファージの
DNA損傷、p53の蓄積およびアポトーシスを引き起こしたことを示した。別の論文では、
S. californicusの胞子が、DNA損傷を誘発する遺伝毒性学的に活性のある化合物を産生す
ることが示唆された（Penttinen et al.,２００７）。また、S. chartarumと共に増殖する
ことによってこの化合物の産生が促進されることも示唆されている。微生物由来の化合物
は、遺伝毒性化合物を産生するのみでなく、二次機構（慢性炎症における酸化的ストレス
など）によって癌のリスクを増加させる可能性もある（Fitzpatrick,２００１）。 

４．３．７　生殖毒性 

　湿気の多い建物での微生物暴露による生殖反応への影響を示す研究はない。しかしなが
ら、屋内空気中の汚染物質の１つであるフタル酸エステル類は、潜在的な生殖毒性と発達
毒性を持つ（Lottrup et al.,２００６）。 

４．３．８　微生物相互作用 

　in vitro試験において、湿気によるダメージのある建物で特徴的に見られる真菌や細菌
の菌株の免疫刺激特性が、汚染物質への曝露の際の微生物相互作用によって相乗的に強化
されることが示された（Huttunen et al.,２００４）。 

　この相互作用は、別々に増殖した微生物に限らず（Penttinen et al., ２００５a）、共
培養された微生物にも同じく起こる（Penttinen et al., ２００５b）。S. californicusとS. 
chartarumの共培養における相互作用は、細胞増殖抑制化合物（現時点で特定されていな
い）の産生を促進し（Penttinen et al.,２００６）、この化合物は胞子によるアポトーシ
ス作用を著しく増強する（Penttinen et al., ２００５b）。共培養における相互作用は、



これらの微生物による毒性の高い化合物の産生を促進する（Penttinen et al.,２００７）。
産生された化合物は、DNAに損傷を与え遺伝毒性を誘発することがある。加えて、湿気
の多い建物で捕集されたS. californicusやPenicillium spinolosumの微生物胞子のin vitro
におけるアメーバとの同時曝露では、それらの微生物胞子の細胞毒性と炎症特性が増強さ
れた（Yli-Pirilä et al., ２００７）。これらの研究結果から、湿気の多い建物で観察され
る有害な健康影響の原因因子やメカニズムの調査の際には、微生物の相互作用を考慮に入
れることが重要であることが提示された。 

４．４　健康影響に関する有用なエビデンスの統合 

　我々はこの章において、ダンプネスやダンプネス関連曝露が人間の健康に有害な影響を
与えるかどうかという質問に答えるのにふさわしい疫学的、臨床的、毒性学的なエビデン
スを示した。このまとめは、まず、ダンプネス関連因子と特定の健康転帰との間の因果関
係に関する疫学的エビデンスと臨床的エビデンスに基づいてなされた。次に、あらゆる潜
在的な因果関係について、その生物学的妥当性を支持するか支持しないかという観点で毒
性学的エビデンスが考察された。特定の微生物因子の定量的測定に基づいた疫学研究結果
は、一貫していないか、または明確な結論を出すためには数が足りないことから、疫学的
エビデンスは目視可能なダンプネスやカビ、水によるダメージやカビ臭さといったダンプ
ネス関連因子の定性的評価に基づいている。 

　ある強固な疫学的介入研究の研究結果とその他の有用な研究によって、ダンプネスやカ
ビが児童の喘息を悪化させることが示されているが、疫学的エビデンスは、ダンプネスや
カビと特定の健康影響の間に因果関係あると結論付けるには不十分である。 

　喘息発症、喘息増悪、進行中の喘息、呼吸器感染症（中耳炎を除く）、上気道症状、咳、
喘鳴、呼吸困難が、ダンプネスやカビと関連していることを示す十分な疫学的エビデンス
がある。過敏性肺炎、アレルギー性鼻炎、感受性の高い人におけるカビ感染症、加湿器熱、
吸入熱が、カビやダンプネス関連の微生物因子と関連性していることを示す十分な臨床的
エビデンスがある。主として臨床的エビデンスに基づいているのはこの結論のみであり、
ダンプネス関連因子ではなく、微生物因子と明示的に言及しているのもこの結論のみであ
る。 

　アレルギー性鼻炎と気管支炎が、ダンプネスやカビに関連していることを示す、限定的
あるいは示唆的な疫学的エビデンスがある。 

　肺機能への影響、アレルギーあるいはアトピー、喘息の診断歴に関するエビデンスは不
適切あるいは不十分である。このエビデンスは、健康影響に関連する曝露に対する評価が、
微生物や微生物物質の測定によって精細度が増したり感度が高くなったりすることはない
ということを示唆する。しかし、特定の原因因子は決定的には割り出されていないものの、
微生物曝露が一因となっていることが示唆されることが多い。湿気に起因した健康状態に
関して真菌やその他の微生物が果たす役割の解明のためには、妥当性のある定量的な曝露
評価の手法を備えたさらなる研究が必要とされる。いくつかの転帰はアトピーのある人に



より多く見られるとしても、疫学的エビデンスおよび臨床的エビデンスは、アトピーのあ
る人とない人はどちらもダンプネスやカビへの曝露に起因する有害な健康影響に敏感であ
ることを示唆する。したがって、アレルギー性機序と非アレルギー性機序の両方が生物学
的反応に関与している可能性がある。 

　非感染性の微生物曝露が、屋内のダンプネスやカビと関連する有害な健康影響の一因と
なるメカニズムは、ほとんど分かっていない。しかし、単独のメカニズムでは広範囲に及
ぶダンプネスやカビの影響に対する説明がつかないことは明確である。湿気の多い建物と
関連する微生物因子の持つ効果（特定の毒性学的メカニズムを活性化させる効果）に関す
る毒性学的研究によって、健康影響とダンプネスやカビとの関連性のエビデンスになるで
あろう生物学的メカニズムへの見識がもたらされた。in vitro試験およびin vivo試験では、
胞子や代謝産物、そして微生物成分へ曝露した後に起きる多様な炎症性、細胞毒性、免疫
抑制性の反応が実証された。これは、疫学研究の研究結果を支持するものである。 

　多くの微生物因子に対する炎症反応が確認されたことから、ダンプネス関連症状の多く
は炎症を引き起こす可能性が高いと言える。これには、IgE媒介以外のメカニズムによっ
て起こるヒスタミン放出も含まれ、アレルギーのような症状が、感作されていない人にも
起こることに対する信頼度の高いメカニズムの存在を示唆する。ダンプネス関連の喘息、
アレルギー感作、そして関連する呼吸器症状は、免疫防御の度重なる活性化、過剰な免疫
反応、炎症性メディエーター産生の長期化、組織障害に起因する可能性があり、慢性炎症
あるいは炎症関連疾患（喘息のような）を招く。 

　湿気の多い建物と関連のある真菌胞子は、その急性細胞毒性が証明されている代謝産物
を産生するが、胞子は炎症反応に起因するもの以外の毒性作用も持つ。湿気の多い建物に
関連する微生物が実験動物に与えた免疫抑制作用は、このような建物に関連する呼吸器感
染症の発生頻度の増加を説明できるかもしれない。この免疫抑制作用は、免疫防御を阻害
し感染への感受性を高めることになる。別の説明としては、炎症を起こした粘膜組織がバ
リア機能を弱め、感染のリスクが増加することが挙げられる。実際の屋内環境の微生物曝
露と同じようなレベルで実験動物や細胞に対して曝露試験を実施し、前述の作用を実証す
ることで、これらの研究結果を人間に外挿することができるであろう。 

　多様で、変動する炎症作用や毒性を持つ様々な種の微生物が、他の化合物と同時に空気
中に存在することによって必然的に屋内空気中で相互作用を起こす。このような相互作用
は、低濃度であっても、予期しない反応をもたらす可能性がある。したがって、ある特定
の微生物、毒素、あるいは化学物質への個別の曝露が確認されたとしても、関連する有害
な健康影響を常に明らかにできるわけではない。原因要素の解明においては、毒性学的研
究は屋内サンプルの包括的な微生物分析および化学分析と統合されるべきである。 

　湿気の多い建物に存在する微生物因子の間で起こる相乗的相互作用は、同時曝露の際に、
このような建物で一般的に見られる真菌や細菌の菌株の免疫毒性作用が増強されることを
示唆する。その結果、細胞死や細胞毒性、あるいは炎症作用の増大をもたらす。このよう
な相互作用は、微生物因子（あるいは化学的因子）の濃度が低かったとしても予期せぬ反



応を引き起こすことがあり、湿気の多い建物に関連する有害な健康影響の要因となる特定
の暴露を見つけ出し、関連付けることは困難である。よって、湿気の多い建物での暴露に
よって起こり得る健康影響の評価の際には、微生物の相互作用は注意深く考察されなけれ
ばならない。研究結果の解釈の際には、研究の際に培養細胞や実験毒物に対して使用され
た暴露濃度と実際に人間がさらされるであろう暴露濃度の違いも考慮されるべきである。 

　実験動物を使った研究から得られた関連する毒性学的データのほとんどは、真菌の免疫
毒性に言及している（S. chartarum 特にとその毒素）。ダンプネス関連細菌を含むその
他の微生物暴露の働きについては、さらなる研究が必要とされる。原因要素の特定とリス
ク評価においては、毒性学的データおよび疫学的データは、屋内サンプルの包括的な微生
物分析および化学分析と統合されるべきである。動物実験の研究結果を人間への暴露と関
連付けて解釈する際には、実験動物に対して使用される暴露量が実際の屋内環境での暴露
量より桁違いに高いという事実と相対的暴露量を考慮することが重要である。 

　疫学研究において見出された関連性が、因果関係を示しバイアスがないとの仮定に基づ
いた推定によって、ダンプネス関連のリスク因子が呼吸器系の疾患の大部分に関連してい
ることが示唆される。例えば、居住施設におけるダンプネスは、進行中の喘息の５０％の
増加とその他の呼吸器系の健康転帰の大幅な増加と関連があり、アメリカにおける進行中
の喘息の２１％は居住施設のダンプネスやカビが要因になっている可能性がある（Fisk, 
Lei-Gomez, Mendell, ２００７；Mudarri, Fisk, ２００７）。リスク要因の定義付けが不
明確なことから、これらの推定によって正確な因果関係を提示することはできず、その解
釈には注意が必要ではあるが、いくつかのダンプネス関連のリスク要因が呼吸器疾患の重
大な要因となっていることは示されている。 



第５章　健康リスク評価とガイドライン 

５．１　要約 

各国の異なる気候条件のもとで実施された調査により十分な疫学的証拠が提供され、湿気
やカビのある建物（住宅または公共の建物）内にいる人々は呼吸器症状や呼吸器感染症、
喘息増悪のリスクが高いことが示された。いくつかの調査結果はアレルギー性鼻炎や喘息
のリスクの増加も示唆した。多くは実施されなかったものの、介入試験の結果、ダンプネ
スの改善が健康被害の軽減に繋がることが示された。 

カビおよびその他の生物学的因子に関わるダンプネスへの曝露が、過敏性肺炎やアレルギー
性肺炎、慢性副鼻腔炎、そしてアレルギー性真菌性副鼻腔炎といった珍しい疾患のリスク
を高めるという臨床的な証拠が示された。in vivo試験および in vitroから得られた毒性学
的証拠は、これらの疫学的研究や臨床的研究の研究結果を支持する。両試験では、湿気の
多い建物内で捕集された微生物（胞子や代謝産物、諸成分を含む）への曝露後の多様な炎
症反応および毒性反応が示された。 

アトピーやアレルギーのある人々の集団は、湿気のある屋内環境で見られる生物学的因子
または化学的因子の影響を特に受けやすいが、健康への有害な影響はアトピーではない人々
にも確認された。 

多くの国での喘息やアレルギーの罹患率の増加は、建物内のダンプネスとカビに対して感
受性の高い人々の増加を招く。 

５．１　健康リスクの要因となる条件 

　屋内のダンプネスの蔓延は、国、大陸、気候帯間において、またそれぞれの国、大陸、
気候帯内において状況が大きく異なる。ヨーロッパや北アメリカ、オーストラリア、イン
ドそして日本では屋内環境の１０％から５０％に影響を与えると推定される。河川の流域
や沿岸部といったある特定の環境においては、ダンプネスの状況は同国内の平均と比べて
圧倒的に深刻である。 

　真菌類や放射菌類、その他の細菌を含む微生物の増殖のもっとも重要な誘因は、建築材
料の表面もしくは内部の水分の量である。 

　微生物は偏在しており、水のあるところならどこでも急速に繁殖する。通常、大抵の屋
内空間にちりやほこりが存在しており、それらが微生物に十分な栄養を与え、微生物の大
規模な増殖を助ける。カビはすべての建築材料の表面ないし内部で増殖できるが、一方で、
適切な建築材料を選択することでちりやほこりの蓄積、水分の侵入、そしてカビの増殖を
防ぐことができると言える。 



　微生物の増殖は、屋内空気中に多くの胞子、細胞片、アレルゲン、マイコトキシン、エ
ンドトキシン、β-グルカン、そして揮発性有機化合物をもたらす可能性がある。健康に有
害な影響を与える原因因子の決定的な特定には至らなかったが、屋内環境においてこれら
の物質が過剰なレベルで存在することは、健康被害の潜在的な危険因子になると言える。 

　微生物の相互作用、および湿気に関連した建築材料からの物理的または化学的物質の放
出も、ダンプネス関連の健康影響の一因となる可能性がある。健康と快適性に関わる建築
基準および建築法規は、過剰な湿気とダンプネスの予防および管理に対する要件に十分に
重点を置いていない。 

　ときおり起こる水漏れや大雨洪水などを除いて、多くの場合、水の侵入は外から入って
くる空気によって生じる。これには、建物の使用者の活動の結果生じるものや建築エンベ
ロープを浸透して入ってくるものが含まれる。表面温度が周囲の空気の温度より下がるこ
とによって結露が生じる可能性がある。熱橋（金属の窓枠など）、不適切な断熱、非計画
的な換気経路、そして空調設備の冷えた配管やパーツが、露点を下回る表面温度の発生お
よびダンプネスを招く場合がある。 

５．３　ガイドライン 

 建物内の物質の表面部分や建物の構造部で起こる微生物の増殖と持続的なダンプネスは、
健康に有害な影響を招く恐れがあり、阻止すべきまたは最小限に抑えるべきである。 

ダンプネスおよび微生物の増殖の指標は、建物内の物質の表面部分および建物の構造部に
おける結露の有無、目視できるカビ、知覚されるカビ臭、水によるダメージ、水漏れや水
の侵入の経過などである。徹底的な点検、あるいは適切な測定によって、屋内の湿気と微
生物の増殖の確認ができる。 

ダンプネスおよび微生物因子への曝露と健康影響の関係は正確に定量化することができな
いため、微生物汚染の許容レベルを示す定量的な指針値や基準値は提言できない。代わり
に、ダンプネスおよびカビに関わる問題の阻止が勧められる。ダンプネスやカビは、微生
物や化学物質への危険な曝露のリスクを高めるため、発生した場合には改善されるべきで
ある。 

デザイン性が高く、優れた建築構造で、よく維持された建築エンベロープは熱橋および水
や水蒸気の侵入を防ぐため、過剰な湿気や微生物の増殖の防止および管理にとって極めて
重要である。湿気の管理には、過剰な湿度、表面の結露、建築材料の過剰な湿気を防ぐた
めの適切な温度調節と換気調節が必要とされる。換気は空間全体に有効に行き渡るべきで
あり、空気の滞留は避けなければならない。 

建物の所有者は、適切な建築構造およびその維持を保証することによって、過剰な湿気や
カビの発生しない健康的な仕事場または居住環境を提供する責任がある。建物の使用者は、
ダンプネスやカビの増殖を招くことのないよう、水道、暖房、換気、および諸設備を適切
に使用する責任がある。 



ダンプネスを介する微生物の増殖の管理および望ましい室内空気質の保証のために、気候
の異なる地域に対してそれぞれに合った提言の改定が成されるべきである。 

ダンプネスとカビは、特に管理の行き届いていない低所得者の住宅において蔓延している
可能性がある。疾病負担の増加を抱えて生きる人々に更なる健康の悪化要因を与えること
のないよう、有害な曝露へ繋がる状況の改善は優先されるべき事項である。


