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室内空気質に関するフランスの監視室  

 

セヴェリーヌ キルシュネ 

空気質部門間研究プロジェクトリーダー兼科学課長(CSTB) 

 

はじめに 

 

室内の大気汚染物質への被曝は、情報の欠如が健康危険度評価および管理にとって強い限定的な

因子となる主要な分野の内の 1 つである。 被曝データを集めるための現地調査は多数行われて

いるが、その内、全国レベルで系統だったアプローチがとられたものはほとんどない。 建設・

住宅、環境および健康を担当する省、フランス環境・エネルギー庁(ADEME)および CSTB(建築研

究所）が資金供給し、2001 年に設立した、「室内の空気質に関する永続的調査」(フランス語で 

Observatoire de la Qualite de l'Air Interieur（室内空気質監視室))は、「建物と健康」に

関する多年政府プログラムの主要部分の一つである。 それは、以下についてより深く理解する

ことによって、室内の空気汚染への被曝と関係するリスク評価およびリスク管理用の必要なデー

タを、継続的に提供することを意図している。 1)室内での被曝の環境上・行動上の決定要因 2)

集団被曝レベル また、室内の空気質を改善するために(すなわち、エネルギー問題、室内の指標

の設定等に関連した、健康の視点から見た換気システムの最適化)勧告を引き出すための有用な

データを集めることも意図している。 

 

全ての室内環境は、手工芸品取引および産業用敷地を除き、対象となる。 調査された施設には、

相当の時間が経過しているもの（住戸、事務所、保育園、幼稚園、小学校、中高等学校、保健所、

刑務所、…）、およびそれほど時間は経過していないが、毎日の室内空気の被曝を再構成するに

は重要であるもの（スポーツセンター、スケートリンク、スイミングプール、コンサートホール、

デパート、ホテル、店舗、映画劇場など大衆を受け入れるその他の施設）が含まれる。  

 

「永続的調査」の枠組で行なわれた主な処置は以下のとおりである。 (1) フランスに住む一般

住民に対する実験的なキャンペーンの運営、 (2) 室内汚染に関するその他のプロジェクトから

発行された既存データの収集、 (3) 室内の空気質(IAQ)の分野における研究の調整、  (4) 建築

専門家および一般住民の情報およびコミュニケーション。 この作業は、公衆衛生、環境、建物

および社会科学の分野の科学者・技術者のネットワークを中心として組織化され、CSTB によっ

て調整される。  
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室内の空気汚染に関する永続的調査を通じて集められたデータはすべて、総合室内空気汚染デー

タベースで管理され、そこで検証され様々な科学プロジェクトに利用できるようになる。 

 

プロジェクトに関与している多数のパートナーを考慮に入れて、品質管理は、ISO 17 025(試験

および校正機関の能力に関する一般要求事項)および ISO 9001/2000(品質管理)にしたがって運

営される。 それは、下請け業者の管理だけでなく、サンプリング収集および分析操作法(輸送、

保管、出荷および見本のラベリング等を含む)を中心としている。 

 

技術の状況および最新の調査 

フランスにおける室内の空気質に関する全国的なデータを集めることは、「永続的調査」の主た

る作業のうちの一部である。 IAQ(1990-2000)に関する全国情報の第１回の検討は 2001 年にな

されており、既存のデータおよび差異を特定するために OQAI のウェブサイト(www.air-

interieur.org )で入手できる。この調査は、2001 年から 2003 年の期間について最近更新され

ている。 IAQ は、潜在的な室内汚染源(建物および備品の特徴、ガス調理などの燃焼、清掃活動

および製品、化粧品や殺虫剤の使用）が異なるため、質（構成）や量（程度）について国によっ

て異なるが、フランスの永続的調査は、国内 IAQ データに関する技術水準を、ヨーロッパ、米

国およびカナダにおける国際的な調査運動に展開している。 現在 IAQ について多くの研究がな

されているので(概ね、限られた数の汚染物質にしぼられ、局地に制限され、また国のレベルで

は被曝をほとんど表していない）、国内調査や多中心性調査のみが、この国際的技術水準（科学

的発行物、ウェブサイト情報等）において統合される。 

 

この IAQ(結果など設計に関して)に関する国内調査間の国際的な比較は、OQAI が、将来の行動を

打ち出すため、将来のキャンペーンにおける測定に関して新しい優先事項を定めるため（どの汚

染物質、どの微環境か)、および「新規」や「特定」の室内空気汚染物質に関する研究（毒物検

査などの測定学について）を促進するために利用される。 

 

室内空気質に関する全国的キャンペーン 

 

OQAI が行った室内の空気質に関する最初の全国的な調査は、(建築構造および居住状況に関し

て）かなり多種多様で、個人が過ごす時間の程度が最も大きい場所である住居に集中した。 

2003 年に始まり 2005 年始めに完了するこのキャンペーンは、主な室内の大気汚染物質および特

定の室内環境での関連する危険要因への一般住民の被曝の最初の総合的な状況を提供することを

意図している。 この調査では特に、全国レベルで室内の汚染および集団被曝の変動性を評価す

ることが可能になる。 
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調査の設計(サンプリング、分析手法、質問表の展開等)は、「永続的調査」の科学的ネットワー

クの参加を伴うピア検証基準として詳述され標準化されている。 

 

サンプリングの設計 

 

対象は約 700 軒の住宅であり、およそ 2400 万の永続的に居住される全国の住戸を代表している。  

全国的に住宅を代表するサンプルが、三段サンプリング設計(Golliot 他、2003 年)に基づき選択

されている。 最初の段階では、一次抽出単位(PSU)はフランスの領土区分に基づいている。 設

計の第 2 段階は、PSU 内での区分のサンプリングである。 第 3 段階では、各区分内の適格の住

宅が登録される。 このような設計では、各住戸には均等に選考される確率がある。  

 

汚染物質 

 

研究コストを最適化するため、測定される変数の選択は、化学的および生物学的物質(31 の

VOC(揮発性有機化合物)およびアルデヒド、34 の殺虫剤、ラドン、二酸化窒素、一酸化炭素、

粒子、鉛、人造のガラスファイバー、アスベスト、猫、犬およびダニのアレルゲン（アレルギー

誘発物質）、菌体内毒素、および電磁界(極低周波))を含む 70 の汚染物質の優先順位付けをする

ために開発されていた序列法(Mosqueron 他、2003 年)に基づいている。 殺虫剤を除き、この手

法は吸入による被曝のみを扱っている。 この方法は、フランスで測定された室内の濃度、急性

および慢性の被曝の用量反応、および室内の検出頻度を利用した、危険度に基づく格付分析であ

った。 「格付指標」は、「急性指標」、「慢性指標」および「頻度指標」を合計して計算され

た。 17 種類の汚染物質が、「非常に高い優先度」(ホルムアルデヒド、ベンゼン、アセトアルデ

ヒド、ジクロルボス、粒子、ラドン)、あるいは「高い優先度」（ダニ、犬および猫のアレルゲ

ン（アレルギー誘発物質）、NO2、トルエン、トリクロロエチレン、ジェルドリン、鉛、四塩化

エチレン、アルドリン、CO）。 ほとんどの化合物は、「優先」(45%)または「非優先」(33%)と
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して分類された。1 この序列法は、フタル酸エステル、塩素化パラフィン、有機錫、アルキル・

フェノールおよび臭素系難燃剤を考慮するために現在更新中である。  

 

この作業に基づき、以下の変数(表 1)が、屋外でのサンプリングも同時に行いながら、住宅(す

なわち、住宅の中の居間、寝室、キッチンなど)の中の１カ所から数カ所で比較されるために選

ばれている。  

 

表 1: 住宅内での測定  

変数 測定の種類 

アレルゲン 

(チリダニ、犬、猫、かび) 

能動的サンプリング(短期間) 

揮発性有機化合物(VOC) 受動的サンプリング(1 週間) 

アルデヒド 受動的サンプリング(1 週間) 

一酸化炭素(CO) 継続的な環境モニタリング(1 週間) + 呼気サン

プリング 

二酸化炭素(CO2) 継続的モニタリング(1 週間) 

粒子(PM2.5、PM10) 能動的サンプリング(統合) 

ラドン 受動的サンプリング(2 ヶ月) 

ガンマ(γ)線 能動的サンプリング(短期間) 

温度、相対湿度 継続的モニタリング(1 週間) 

空気流量 能動的測定 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
1「非優先」の分類は、主として物質の資料不足と関連している。 
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アンケートおよび日誌 

 

アンケートおよび生活時間活動日誌は、調査された現場の特徴を確定し、かつ住宅における母集

団および行動を記述するために使用される。 調査者が回答する記述的なアンケートと居住者が

記入する時間活動日誌の両方が使用される。 

 

記述的アンケートを使って、建物の環境、部屋の種類、および居住者に関する詳細情報が集めら

れる(表 2 を参照)。 

 

2 種類の活動日誌は住宅の全居住者によって記入される。 一つは週単位の日誌で、その週, 毎

日各部屋で過ごした時間（10 分単位)を記入し、もう一つは一日の日誌で、週末の一日を 10 分

単位で詳しい行動(場所、行動の種類、同伴者、使用した製品）を記入する。 

  

また、アレルギー・呼吸器症状に注目したアンケートは、15 歳以上の全ての居住者が記入する。 

 

表 2: アンケートから集められた情報の種類 

住宅の種類 部屋の種類 世帯の種類 

建物の特徴 

周囲の環境 

屋外の汚染 

住宅規模 

改装工事 

部屋の数および規模 

換気 

燃焼手段 

その他の敷地 

衛生器具 

 

立地 

暖房装置  

燃焼手段 

換気 

床および壁のカバー 

開口部 

家具 

カーペット 

カーテン 

植物 

ペット 

家庭ゴミ 

居住者の全般的な状況 

家族構成 

居住年数 

居住状況(持家、賃貸) 

暖房管理 

換気管理 

収入 

職種 

家での行動(掃除、ガーデニング

他) 

 

現地の体制 

2 人の調査官が、標準化されたプロトコルにしたがい、1 週間単位の住宅での調査を行なう。 寝

室、キッチンおよびリビングルーム(住宅の場合)はサンプリングが行われる主な空間である。 
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各サンプリングを行う前に、調査官は、一酸化炭素中毒の危険がないことを確かめるために CO

診断を行う。  

 

データ・ワークフロー 

 

新しい情報技術は、「永続的調査」の全ての環境および行動データを受け取ることを意図したデ

ータベース、およびデータのワークフローの両方を開発するために使用されている。 オープン

ソースのツールで開発された全システムは、(1) PDA(携帯情報端末)の質問への直接回答、(2) 

ウェブサイト経由でデータベース上データの自動ダウンロード(アンケートおよび分析)、(3) 調

査で集められた全てのデータのトレーサビリティおよびデータベースへの保存、および (4)民間

のウェブサイトやニュースグループ経由での、調査ツールおよび検査官チーム同士の情報の更新、

を可能にする。  

 

試験的研究 

 

試験的研究が、測定、アンケート手順、現場組織および品質保証に関する選択を検証するために

設定された。 この研究は、2001 年 3 月から 7 月の間に、3 つの地理的区分、すなわちノールパ

ドカレ(トゥールコアン地区)、アルザス(ストラスブール地区)およびプロヴァンス・アルプ・コ

ートダジュール(PACA)地域(エックス・マルセイユ地区)、に均等に区分けされた、99 の現場(さ

らなる全国的調査のために当初選ばれた、90 の住戸および 9 つの学校）で行なわれた。  この

予備キャンペーンの結果により、開発されたツールが検証され、全国で行われている住宅調査で

利用される手順、アンケートおよび組織の改善が可能になる。 データ解析も、VOC(カークナー

他、2003 年)など一部の物質について行われた。  

 

結論 

 

第一段階として住居から始まった、「フランス室内空気質永続的調査」は、今後、室内空気の住

民の被曝および関連するリスク要因をより深く探求する長期的な戦略を考慮し、他の種類の室内

環境を対象としていく。 「永続的調査」は、被曝自体だけでなく被曝決定要素も対象としてい

るので、意志決定者による危険管理の手助けともなるように作られた健康リスク評価用のツール

である。 「建物」のデータにより、特に、所定の汚染物質に関して危険な状態にある特定の住

宅に対する処置を目標とすることが可能になる。 建築担当省はこのようにして、危険を含むと
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して特定される汚染を最小限に留めようとしながら、あるいは建築分野での新製品や新技術の開

発の方向づけをしながら、技術的な管理方針を開発することができる。 被曝した母集団に関す

るデータにより、推定危険水準に関する公衆衛生政策を実行することが可能になる。 この調査

は、エネルギー問題にも関連して、健康の視点から換気システムの最適化に関する勧告を引き出

すことにも寄与するはずである。 これについて、本プログラムは、政府の方針にとって主要問

題である、持続可能な開発の仕事に有用な情報を提供する。 
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