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1．はじめに

近年の住宅の高気密・高断熱化に伴い，1990年代後半よ

りシックハウス問題が顕在化し，経済産業省による建材か

らのホルムアルデヒド発散量規定，厚生労働省による室内

濃度の指針値の公表，国土交通省による建築基準法の改正

など，さまざまな対策が行われてきた。建築基準法改正や

シックハウス対策のために，建材からの汚染化学物質の放

散量測定方法および室内空気中の化学物質の濃度測定方法

について規格化が進められ，これまでにJISとして23規格

が制定されている（表1参照）。

規格の作成にあたっては国際的な動向も視野に入れ，

ISO/TC146（大気の質）/SC6（室内空気）で提案・制定さ

れているISO規格または規格原案を基に，国内の施策，研

究動向を反映してJIS化が進められた。規格制定時の参考

にした国際規格はその後，定期的な見直しにより規格の改

正が行われている。さらに，JISを基に日本から提案した

規格が採択されてISO化されるなど，JISとISOを取り巻

く状況は変化している。

このような動向を踏まえて適切にJISへ反映させる必要

が生じたことから，当センター内に2つの委員会，「建材等

からの放散測定法JIS改正委員会」（委員長：田辺新一 早稲

田大学教授），「室内空気測定法JIS改正委員会」（委員長：

加藤信介 東京大学教授）を組織し平成23年度〜 24年度の

2カ年で，改正見直しの検討と，改正が必要なものについて

改正原案を作成したところである。

この検討および改正の内容を，報告書 1）を基に，今回と

次回の2回に分けて報告する。1回目は，建材等からの放散

測定に関するJIS 13件の検討内容について記述する。

2．建材からの放散測定JISと対応国際規格

建材等からの放散測定に関するJISは，表1の太枠内の

13規格である。これらのJISとISOとの関係を図1に示す。

なお，これらのISOの審議を行っているISO/TC146（大気

の質）/SC6（室内空気）の日本国内事務局は，当センターが

担当している。

3．建材からの放散測定JISの改正審議の概要

「建材等からの放散測定法JIS改正委員会」において，対

象のJISに関して審議を行い，その結果に基づき，改正が必

要と考えられる技術上重要な事項を踏まえてJISの改正原

案の作成を行った。具体的には，JISに対応する国際規格，

あるいは関連する国際規格や関係する試験方法などを検討

するとともに，国内関係団体等からの意見を調査し，これ

らを総合的に踏まえてJISの改正について検討を行った。

委員会審議の結果により，検討対象のJISのうち「改正」

とした規格は10件，また，現時点で改正の必要がないため

「確認」とした規格は3件であった。改正とした規格につい

ては，改正原案の作成においてJIS Z 8301（規格票の様式

及び作成方法）に合わせて，例えば備考を本文または注記に

変更する等の修正も行っている。

審議結果を次にまとめる。なお，規格数が多いため，誌

面の都合上規格の詳細説明は省略し，改正に係る審議の内

容のみ紹介する。

（1）�JIS�A�1460　建築用ボード類のホルムアルデヒド放散

量の試験方法—デシケーター法

本JISに関しては，旧JISが2001年に制定された後に関

連する2つの規格が制定されており，今回の改正は主とし

てこれらを反映させるために行われた。 一つは，ISO 

12460-4：2008 (Wood-based panels -- determination of 

formaldehyde release -- Part 4：Desiccator method)である。

このISOは，日本のデシケーター法を基にしたJANS＊1 16

デシケーター法 から作られたものであるが規格の構成およ

室内空気関係JISの改正原案作成について
− 改正原案作成委員会の審議・検討概要報告 −

その1；建材等からの放散測定に関するJIS

規格基準紹介

室内空気に関するJIS 23件について，改正に関する検討および改正原案の作成が一括して行われた。ここでは，この概要

を2回にわたって報告する。今回はその1回目である。
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表 1　室内空気に関する JIS の一覧

JIS番号 標　題

建
材
等
か
ら
の
放
散
測
定
に
関
す
る
Ｊ
Ｉ
Ｓ

JIS A 1460:2001 建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法―デシケーター法

JIS A 1901:2009 建築材料の揮発性有機化合物（VOC），ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法―小形チャ
ンバー法

JIS A 1902-1:2006 建築材料の揮発性有機化合物（VOC），ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測定における
サンプル採取，試験片作製及び試験条件―第1部：ボード類，壁紙及び床材

JIS A 1902-2:2006 建築材料の揮発性有機化合物（VOC），ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測定における
サンプル採取，試験片作製及び試験条件―第2部：接着剤

JIS A 1902-3:2006 建築材料の揮発性有機化合物（VOC），ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測定における
サンプル採取，試験片作製及び試験条件―第3部：塗料及び建築用仕上塗材

JIS A 1902-4:2006 建築材料の揮発性有機化合物（VOC），ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測定における
サンプル採取，試験片作製及び試験条件―第4部：断熱材

JIS A 1903:2008 建築材料の揮発性有機化合物（VOC）のフラックス発生量測定法―パッシブ法

JIS A 1904:2008 建築材料の準揮発性有機化合物（SVOC)の放散測定方法―マイクロチャンバー法

JIS A 1905-1:2007 小形チャンバー法による室内空気汚染濃度低減材の低減性能試験法―第1部：一定ホルムアルデヒド濃度
供給法による吸着速度測定

JIS A 1905-2:2007 小形チャンバー法による室内空気汚染濃度低減材の低減性能試験法―第2部：ホルムアルデヒド放散建材
を用いた吸着速度測定

JIS A 1906:2008 小形チャンバー法による室内空気汚染濃度低減材の低減性能試験法― 一定揮発性有機化合物（VOC），及び
ホルムアルデヒドを除く他のカルボニル化合物濃度供給法による吸着速度測定

JIS A 1911:2006 建築材料などからのホルムアルデヒド放散測定方法―大形チャンバー法

JIS A 1912:2008 建築材料などからの揮発性有機化合物（VOC），及びホルムアルデヒドを除く他のカルボニル化合物放散
測定方法―大形チャンバー法

室
内
空
気
測
定
に
関
す
る
Ｊ
Ｉ
Ｓ

JIS A 1960:2005 室内空気のサンプリング方法通則

JIS A 1961:2005 室内空気中のホルムアルデヒドのサンプリング方法

JIS A 1962:2005 室内空気中のホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物の定量－ポンプサンプリング

JIS A 1963:2005 室内空気中のホルムアルデヒドの定量－パッシブサンプリング

JIS A 1964:2005 室内空気中の揮発性有機化合物（VOC）の測定方法通則

JIS A 1965:2007 室内及び放散試験チャンバー内空気中揮発性有機化合物のTenax TA(R)吸着剤を用いたポンプサンプリング，
加熱脱離及びMS/FIDを用いたガスクロマトグラフィーによる定量

JIS A 1966:2005 室内空気中の揮発性有機化合物（VOC）の吸着捕集／加熱脱離／キャピラリーガスクロマトグラフ法による
サンプリング及び分析－ポンプサンプリング

JIS A 1967:2005 室内空気中の揮発性有機化合物（VOC）の吸着捕集／加熱脱離／キャピラリーガスクロマトグラフ法による
サンプリング及び分析－パッシブサンプリング

JIS A 1968:2005 室内空気中の揮発性有機化合物（VOC）の吸着捕集／溶媒抽出／キャピラリーガスクロマトグラフ法による
サンプリング及び分析－ポンプサンプリング

JIS A 1969:2005 室内空気中の揮発性有機化合物（VOC）の吸着捕集／溶媒抽出／キャピラリーガスクロマトグラフ法による
サンプリング及び分析－パッシブサンプリング

（太枠内は今回説明する規格）
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び分析方法に関して旧規格とは細かな差異が生じているこ

とから，整合化について検討を行う必要があった。もう一

つは，JIS A 1902-1：2006である。この規格には，旧規格

の制定時の懸案事項である，建築用ボード類が製品として

製造された後の切り出し方法等に関して規定されている。

また，JIS A 1460はホルムアルデヒド発散建築材料の国

土交通大臣認定取得のための性能評価試験に採用されてい

る方法のひとつである。そこで，今回の改正にあたり関係す

る各指定性能評価機関に対して実態調査を行い，改正案へ

の意見を求めた。改正に際して見直しを行った内容を示す。

・英文名称

室内空気関係の他の関連JIS（JIS A 1901等）と整合

させ，“Determination of the emission of formaldehyde 

from building boards－Desiccator methods”に変更した。

・2 引用規格，7.1試験片の切出し

JIS A 1902-1は，試験片の切出しだけでなく採取時期お

よび保管にも言及しているため，引用規格として追加した。

・3 試験の原理

JIS K 0211〔分析化学用語（基礎部門）〕に従って「脱イ

オン水」という用語を「イオン交換水」に変更した。また，

試験片支持金物は，①ホルムアルデヒドを発散・吸着せ

ず，②試験片からのホルムアルデヒド放散を妨げなけれ

ば，他の形状でも問題ないため，（例）という文言を追加

した。「試験体」の呼称は，他の関連JISと整合させるた

めに「試験片」に変更した。

・4.1試験環境

実態調査で，この温度制御は厳しい条件であるとの意

見があったがISOと同様の温度範囲とし変更は行わなか

った。なお，この温度範囲は必ずしも試験室内のすべて

を指すものではなく，試験場所は，一般には試験時にデ

シケーターを設置する場所を指す。

＊1  JANS：日本，オーストラリア，ニュージーランドが協力し作成する地域規格

図 1　建材等からの放散測定に関する JIS および ISOとの関係
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・4.2共通の条件　b）水

実態調査の結果，JIS K 0557（用水・排水の試験に用

いる水）に規定する水は製造業者・流通している種類が

限られていること，個々の分析機関では各種装置を用い

てJIS K 0557に相当するレベルの水を精製していること

が判明した。審議の結果，分析機関の所有装置を用いて

精製されたイオン交換水，蒸留水も前述のJISに規定す

る水と同等の品質を満たしていれば使用可とした。

・5 装置及び器具

分光光度計については，ISOではセルの光路長につい

て「最小50mmの光路長のセルを使うことを推奨する」と

しているため注記の追加を行った。実態調査の結果，国

内において本測定に10mmのセルを用いている機関と

50mmのセルを用いている機関が混在していることが判

明し，光路長が長い方がより高い分析精度を期待できる

が実態を鑑み，本文中ではなく注記での表現とした。

また，ガラス結晶皿について，ISOは内径115±1mm，

深さ60±2mmと記載があり，こぼし口への言及はない。

旧 規 格 に は 外 径 120mm，内 径 115 ± 1mm，深 さ 60 〜

65mmのこぼし口つきとある。内径が決まっていれば試験

結果には影響がないと考えられるが，深さをISOと整合

させ60±2mmとした。こぼし口については「なお，こぼ

し口があるものが望ましい。」という記載とし，これによ

り使用できる器具の範囲を増やすと共に，試験実施者の

利便性を考慮し旧規格の内容を維持させることができた。

・6 試薬の調整

でんぷん溶液について，ISOには質量の1％の溶液を数

滴加えると記載されているが，旧規格には，JIS K 8001

（試薬試験方法通則）と同様の方法を用いて0.5％の濃度

に調整し，加える量は1mlと記載されており，ISOとは数

値が異なる。しかし，でんぷん溶液の役割は指示薬であ

るため技術的な差異は軽微であると判断し，JIS間の整

合性を優先しISOとの整合化を見送った。

また，ホルムアルデヒド標準原液について，ホルムア

ルデヒド濃度を求める数式がISOとは異なっているが，

整合化は見送った。ISOの計算式はチオ硫酸ナトリウム

溶液のファクターに関する項目がなく，数式の形式も若

干異なっており，ファクターを計算式に含めたほうがホ

ルムアルデヒド濃度をより精確に計算できることから，

整合化を見送った。

・ 8.3.2バックグラウンドのホルムアルデヒド濃度測定（空

試験）

ISOではバックグラウンドの最大値について規定があ

るため，文言を追加した。なお，今回の実態調査ではバ

ックグラウンド値がこの最大値（0.05mg/l）を超えたと

いう報告はあげられていない。

・8.4試験時間

ISOには24時間±10分とあるが，従来の24時間±5

分の方が厳しい条件であるため，旧規格の内容を維持さ

せて残すこととした。

・8.6試験用溶液中のホルムアルデヒド濃度測定

試験溶液の冷却について，ISOでは「溶液を遮光した状

態で20℃（60±5）分静置」，旧規格では「室温になるま

で遮光した状態で静置」と異なる指定をしている。しか

し，技術的な差異は軽微であると判断できるため，ISO

との整合化を見送った。また，試験用溶液中のホルムア

ルデヒド濃度が3mg/lを超えた場合の対策について，注

記を追加した。

・8.7検量線の作成

ISOには検量線の作成頻度に関する言及があるが，旧

規格にはこれに該当する部分がなかったため，分科会に

おいて審議を行った。その結果，言及することとし，ま

た，検量線の作成頻度は1カ月に1回以上が適切であると

いう結論に達したため，文言の追加を行った。ただし，

検量線の作成は分析の都度行うのが理想的といえる。

なお，委員より，ISOでは作成頻度を緩和する方向で

審議が進んでおり，上記のように改正した場合はISOの

方針に逆行することにならないかとの意見が提出され

た。また，指定性能評価機関に改正案についての意見を

求めたところ，検量線の作成頻度を記載するならば分析

の都度行うように規定すべきではないかという意見が得

られた。これらの意見を受けて分科会で再度審議を行っ

た結果，今回の改正においては検量線の作成頻度につい

て現行のISOと同様の「1カ月に1回以上」という内容と

した。

・8.8計算

記号に関する説明文の修正を行った。関連JIS間での

記号および用語の統一が検討されているが，今回の改正

では見送ることとした。なお，試験結果の表示桁数につ

いて，ISOでは0.01mg/l単位で表すよう規定されている

が，国内の状況（法令などにおける要求事項）を踏まえて

ISOとの整合化を見送り，旧規格の規定のまま0.1mg/l単

位とした。この問題は，試験片の採取，分析の測定精度

だけでなく法令とも関連してくるために今後の課題とし

て申送りすることとした。
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（2）�JIS�A� 1901　建築材料の揮発性有機化合物（VOC），

ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定

方法—小形チャンバー法

本JISは2009年に改正されており，内容を検討したとこ

ろ基本的には改正ではなく「確認」とする方針で問題ないと

考えたが，JIS本文中の回収率と放散速度の有効数字に関

する議論を行った。その結果，最終的に「確認」となった。

8.5（回収率及びシンク効果）に規定されている回収率に

ついては，「小形チャンバーの性能は，トルエン及びn-ドデ

カンについて80％以上の平均回収率を確保できるものとす

る」とされている部分で，n-ドデカンは沸点が高いため，パ

ーミエーションチューブに入れて放散させても検出されな

い。このことから，回収率測定はトルエンのみとするよう

に変えてはどうか，との意見があった。これに対して，JIS 

A 1901の対応国際規格であるISO 16000-9 (Indoor air -- 

Part 9： Determination of the emission of volatile organic 

compounds from building products and furnishing -- 

Emission test chamber method)ではn-ドデカンが規定され

ていることから，削除せず現行のままとすることとした。

また，13（放散速度の算出及び結果の表現方法）に規定さ

れている放散速度の有効数字については，「放散速度は整数

値で表し，数値の丸め方は，JIS Z 8401による」とされて

いる部分で，整数値とした理由は「F☆☆☆☆の規格値に合

わせる」ことによるが，デシケーター法（JIS A 1460）では

小数点1桁を採用していること，また，大形チャンバー法

（JIS A 1911，A 1912）にはこの規定がないことから，これ

を小数点1桁に統一すれば良いのではないか，との意見が

あった。これに対して，前回のJIS改正委員会（2007年度）

で議論されたとおり他の室内空気関係のJISで整数値と定

めていることから，現行のままとすることとした。

（3）�JIS�A�1902-1　建築材料の揮発性有機化合物（VOC），

ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測

定におけるサンプル採取，試験片作製及び試験条件—

第1部：ボード類，壁紙及び床材

本 JIS に関しては，JIS A 1902-1：2006 が ISO/DIS＊2 

16000-11：2004 を参考として作成されており，その後，

現行の ISO 16000-11：2006 (Indoor air -- Part 11： 

Determination of the emission of volatile organic 

compounds from building products and furnishing -- 

Sampling, storage of samples and preparation of test 

specimens)が制定されたため，現行版のISOとJISとに大

きな違いが見られるかどうかを確認した。その結果，技術

的に大きな差異はなかった。ただし，ISOの方がより詳し

く記載している部分があったことから，次の事項について

検討を行った。

・サンプルの採取場所

本JISでは，一般に通常の生産工程から採取するとな

っているが，目的によっては採取場所が倉庫，販売店ま

たは現場に搬入した製品から採取してもよいことになっ

ている。ただし，この場合，同一環境に保管されている

とは言い難いことから，試験結果に問題があった時に結

果の評価が難しくなる。そのため，「4.5サンプルの識別」，

「10報告」に，採取場所の記入を追加した。

・可とう性がありロール状になる材料

壁紙のような柔軟性のあるシート状の場合のサンプル

の採取方法，サンプルの包装，移送，保管，試験片の作製

方法は，ISOとほぼ同様であった。なお，サンプルの保

管等に関しては，JISでは，温度・湿度に注意し室温が

28℃を超えないような室内で管理することとなってい

る。ISOでは室温28℃までは規定していないが，JISは

日本における夏季の気温を考慮したものであり，規格に

盛り込むことが必要なあることを確認した。

・可とう性がない堅い材料

例えば，ボード類，床材等は，製造方法により製造後養

生期間が必要なものもあるが，このようなものも含め，

サンプルと試験片についてJIS A 1902-1：2006の解説

で説明されている。ISOでは，さねはぎ加工等の製品で

施工時に接着剤を使用するものであっても，この試験に

おいては接着剤を使用しないものを試験片とすると記さ

れている。本JISにおいてもサンプルとは，製品になっ

た後，現場等で後加工したものを含まないこととしてい

るため，新たな記載は不要とした。

（4）�JIS�A�1902-2　建築材料の揮発性有機化合物（VOC），

ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測

定におけるサンプル採取，試験片作製及び試験条件—

第2部：接着剤

本JISに関しては，事前におおよそのVOC放散速度を予

想するスクリーニング法として，接着剤中のVOC含有量測

定およびその方法を検討し，「附属書A（参考）接着剤成分

試験方法－接着剤中の揮発性有機化合物（VOC）含有量の

測定例」とした。これは，未知試料や海外入手サンプル等

VOC放散量が全く予想できない試料をJISに規定された方

＊2 DIS：Draft International Standard。ISO規格のドラフトの段階。
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法で測定して多量のVOCが検出された場合，小形チャンバ

ーや分析装置（カラム等）の汚染を引き起こし，汚染の除去

にかなりの時間と費用を要してしまうという問題を解決す

るためである。VOC含有量測定法は，トルエン，キシレン，

エチルベンゼン，スチレンに関して各種接着剤での相関性

を日本接着剤工業会により確認済みであり，有効と判断し

ている。ただし，その他のVOCおよびホルムアルデヒドに

代表されるアルデヒド類は十分に相関性を確認できていな

いこと，また，今後開発される新しい成分の接着剤は分析

方法を都度検討する必要があり，すべて同一の試験方法で

網羅し分析できるかどうかが課題である。

（5）�JIS�A�1902-3　建築材料の揮発性有機化合物（VOC），

ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測

定におけるサンプル採取，試験片作製及び試験条件—

第3部：塗料及び建築用仕上塗材

本JISに関しては，測定内容に大きな問題はなく確認と

した。ただし，用語，記号の関連JISとの統一に関しては今

後見直しを行う必要があるとされた。

（6）�JIS�A�1902-4　建築材料の揮発性有機化合物（VOC），

ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測

定におけるサンプル採取，試験片作製及び試験条件—

第4部：断熱材

本JISに関しては，今回の規格見直しを行うに当たって

議論した結果，サンプル採取から試験に供するまでの時間

や試験片の状態について規定がなかったため，試験片の状

態が明確になるように規定した。

4.5（サンプルの包装）では，サンプル採取から包装まで

の時間について規定されていなかったため，JIS A 1902-1

と整合性を持たせて1時間以内とした。

5.1（試験片の作製時期）で規定する試験片の作製時期に

ついて，サンプル採取後と試験片作製後に包装保管を繰り

返すことは，試験片の状態として好ましくないため，保管

したサンプルから試験片を作製する場合は直ちに試験に供

することを明確にした。

10（報告）では，サンプルに関する報告事項として，採取

場所を追加した。これは，JIS A 1902-1の改正に整合させ，

採取場所の差異が試験結果に影響を及ぼす可能性を考慮す

るためである。

また，今回の改正にあたり，試料負荷率について問題と

なった。2011年3月に，JIS A 9523（吹込み用繊維質断熱

材）等の個別製品規格において試料負荷率が2.2m2/m3 から

10m2/m3 に変更された。本JISにおいては，種別が異なる

建材間の比較が容易となるように群通則規格であるJIS A 

1902-1 〜 3と同一として，試料負荷率の標準条件は0.4 〜

2.2m2/m3 のまま変更しないこととした。個別製品規格で改

正された条件に関しては注記で読めるため，整合性があり

問題はないと判断した。なお，ホルムアルデヒドの放散速

度測定条件としては，その放散特性により試料負荷率が小

さい方が厳しい条件となる。ホルムアルデヒド発散建築材

料に関する国土交通大臣認定取得のための性能評価では，

小形チャンバー法を用いた試験の場合は，接着剤以外の試

験対象建材について試料負荷率を2.2m2/m3 として試験を実

施し，より安全側での評価が行われている。

（7）�JIS�A� 1903　建築材料の揮発性有機化合物（VOC）の

フラックス発生量測定法—パッシブ法

本JISに関しては，測定方法に大きな問題はなく確認と

した。なお，用語，記号の統一は今後の改正時に行うこと

とした。

（8）�JIS�A�1904　建築材料の準揮発性有機化合物（SVOC）

の放散測定方法—マイクロチャンバー法

本JISに関しては，JISをベースとしてISO 16000-25：

2011 (Indoor air -- Part 25： Determination of the emission 

of semi-volatile organic compounds by building products -- 

Micro-chamber method)が制定されたが，ISOの規格作成・

審議過程において関係各国より受けた指摘に対応してISO

原案の作成を行った経緯がある。その指摘事項によりJIS

の規格内容から変更された箇所について，ISOとの整合性

をとるためのJIS改正の議論が必要となった。

基本的な改正の方針としては，対応するISOがあるため，

原則としてISOとの整合を図りJISの改正原案を作成する

が，SVOCのマイクロチャンバーによる測定法はマイクロ

チャンバーの形状が測定結果に与える影響も少なくないと

考えられるため，JISでは日本におけるマイクロチャンバ

ーの形状の「例」を付加するものとして，改正原案の作成を

行った。また，ISOとの整合性を図りながらJISの使用者

がその内容を理解できるように，附属書の内容を充実させ

た。マイクロチャンバーからの目的成分回収率測定方法に

ついても，対象化合物によってはチャンバー表面の不活性

の度合いによって変化することがあり重要度は高い。よっ

てその方法が理解しやすいように附属書に追記した。

（9）�JIS�A� 1905-1　小形チャンバー法による室内空気汚染

濃度低減材の低減性能試験法—第1部：一定ホルムア

ルデヒド濃度供給法による吸着速度測定
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本 JIS に 関 し て は，JIS を 基 に ISO 16000-23：2009

（Indoor air -- Part 23： Performance test for evaluating 

the reduction of formaldehyde concentrations by sorptive 

building materials）が制定されている。この方法は日本独

自に開発したものであり技術的にも有意義なものである

が，ISO規格化する際にいくつかの変更があり差異が生じ

ていたことから，ISOとの整合化について検討が必要とな

っていた。

改正に際し，ISOとの整合化を基本路線として全体的な

構成の見直しを行ったが，JISがISOに先行して制定され

ていたことや国内での規格の活用状況を踏まえて，旧規格

の内容を基本としつつISOの規定事項や記号などを盛り込

む形で，改正を進めることとした。規格の構成上の相違は

あるものの，技術的に大きな差異はない。

「破過試験」は，ISOに倣い附属書に移すこととした。な

お，ISOで附属書に移動したのは，本文中にあると分かり

にくいとのことで移動が提案されたためである。旧JISで

は破過容量を，規格本体では表面積当たりで求め，附属書

（低減効果の持続性能　カラム破過試験の例）では単位質量

当たりで求めているものの，換算式がなく，ISOには追加

された。また，旧JISでは規定していないが，ISOでは湿度

条件の明記および面密度の定義が規定されている。今回，

これらについて，ISO規格に従い新たに規定することした。

（10）�JIS�A� 1905-2　小形チャンバー法による室内空気汚

染濃度低減材の低減性能試験法—第2部：ホルムアル

デヒド放散建材を用いた吸着速度測定

本JISに関しては，測定について特に改正の必要が認め

られる技術的展開や普及あるいは不都合は認められていな

いが，ホルムアルデヒドの吸着低減性能を測定する類似の

JIS A 1905-1と用語，記号などを統一するよう編集し直し，

また，全体的な構成の見直しを行って改正原案を作成した。

関連するJIS A 1902の規格群などは，今回の改正において

引用規格として新しく採用した。

なお，現状では入手可能な放散建材の大半がF☆☆☆☆

となっており，放散建材の確保が困難なことが課題として

挙げられる。本JISを円滑に運用するためには，安定して

ホルムアルデヒドが放散する標準板の整備が望まれる。

（11）�JIS�A� 1906　小形チャンバー法による室内空気汚染

濃度低減材の低減性能試験法—一定揮発性有機化合

物（VOC），及びホルムアルデヒドを除く他のカルボ

ニル化合物濃度供給法による吸着速度測定

本JISに関しては，JIS A 1905-1がホルムアルデヒドの

みを対象としていることを除けば，内容がJIS A 1905-1と

ほぼ一致している。従って，本JISの改正は，JIS A 1905-1

と同じ方針および趣旨で，関連JISおよびISO 16000-24 

(Indoor air -- Part 24： Performance test for evaluating 

the reduction of volatile organic compound (except 

formaldehyde) concentrations by sorptive building 

materials) と の 整 合 化 を 図 り つ つ 変 更 を 行 っ た。ISO 

16000-24：2009は，本JISを基に制定された規格である。

なお，JIS A 1905-1はホルムアルデヒドを除くカルボニ

ル化合物を対象とせず，本JISでVOCと共に対象としてい

る。これは，ホルムアルデヒドでは温度を考慮した安定し

た供給濃度を提供できるが，VOCおよびホルムアルデヒド

を除くカルボニル化合物は，この供給が困難であったため

である。

（12）�JIS�A� 1911　建築材料などからのホルムアルデヒド

放散測定方法—大形チャンバー法

本JISに関しては，原案作成時点で参照していたDISが

その後ISO 16000-9：2006として制定されており，今回の

改正ではISO 16000-9との整合性確認を軸とした。また，

JIS A 1901：2009，JIS C 9913：2008（電子機器からの揮

発性有機化合物（VOC）およびカルボニル化合物放散測定

方法－チャンバー法），JIS X 6936：2011（事務機器－オゾ

ン，揮発性有機化合物及び粉じんの放散速度測定方法），

ISO 12460-1：2007 (Wood-based panels -- Determination 

of formaldehyde release -- Part 1：Formaldehyde emission 

by the 1-cubic-metre chamber method)という他のチャンバ

ー法試験規格とも比較・検討を行い，必要に応じて改正す

ることとした。なお，本JISは，JIS A 1912：2008と，測

定対象物質が異なることによるバックグラウンド許容濃度

および回収率確認に用いる物質を除いては技術的差異がな

いことから，これら2規格の改正検討を並行して行った。

その結果，同じ趣旨の内容については後に制定されたJIS 

A 1912：2008の記述がより適切であるため，その記述に倣

うこととした。

・試験条件（温度）

ISO 16000-9での試験温度は23℃である。しかし本

JISでは，実際の国内における居室環境に近い値として

28℃と定めており，また，JIS A1901も同様である。よ

って，今回の改正においても変更しないこととした。

・バックグラウンド濃度

ISO 16000-9では個別VOCでのバックグラウンド濃

度の許容上限を20m3 以上の大形チャンバーの場合には 

5μg/m3 未満としているが，ホルムアルデヒドについては
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言及されていない。本JISではバックグラウンドの許容

上限を，“12μg/m3 以下とすることが望ましい”としてい

る。これは諸事情を考慮した，より実効性のある値であ

るため，今回の改正においても変更しないこととした。

・換気回数の精度

本JISでは，“換気回数は，（0.5±0.05）回/hを標準と

する”としている。ISO 16000-9では“設定値の±3％を

超えて変動してはならない”とされており，換気回数0.5

回/hの場合では±0.015回/hに相当する。しかし，常に

±3％で制御することは技術的に極めて困難であること

から，本JISにおける換気回数許容範囲は変更しないこ

ととした。

・回収率の確認に用いる物質

本JISでは80％以上の回収率を確保するものとし，ホ

ルムアルデヒドの代わりにトルエンを用いた回収率確認

も認めている。ISO 16000-9やJIS A 1901では，トルエ

ン及びドデカンについて80％以上の回収率を確保するも

のとされているが，ホルムアルデヒドや他の物質におけ

る回収率については規定していない。本JISは，ホルム

アルデヒドのみを対象としているため，今回の改正にお

いても変更しないこととした。

・JIS A 1912との規格一本化

本JISは，前述のとおり一部を除いてはJIS A 1912と

技術的差異がないことから，これら2規格を一本化する

意見もあった。しかし，別々の規格にした過去の経緯も

あるため，まずは各々の改正検討を進めることとした。

・試料面積の求め方

家具などの試料面積を求める方法については，本JIS

の解説で算出例が記述されている。本文では規定されて

おらず，附属書にも記述はないが，ISO 16000-9でも規定

されていない。また，現状では影響は少ないとの意見が

あった。よって，規定の要否も含め，引き続きの検討課

題とした。

今回は上記の結果としているが，今後も継続して諸事情

の変化を鑑みるとともに，ISOの改正の際には我が国から

の提案を行うことも検討する必要がある。

（13）�JIS�A� 1912　建築材料などからの揮発性有機化合物

（VOC），及びホルムアルデヒドを除く他のカルボニ

ル化合物放散測定方法—大形チャンバー法

本JISに関しては，JIS A 1911と平行して，ISO 16000-

9：2006との整合性確認を軸とし，他のチャンバー法試験規

格とも比較・検討を行い必要に応じて改正することとした。

・バックグラウンド濃度

TVOCの“50μg/m3 以下とすることが望ましい”に対

し，個別の測定対象物質は“5μg/m3 以下であるものとす

る”とされており，規定の意味（要求する強さの程度）が

異なることとなるが，いずれも規定された値を超える場

合はその値までをバックグラウンド濃度として差し引く

ことができるなど，扱いとしては同等であることから，

“望ましい”に整合することとした。

・適用範囲の用語

本JISでは，測定対象となる放散化学物質の適用範囲

が“VOC及びホルムアルデヒドを除く他のカルボニル化

合物”とされており，長文である当該表記が規格中に多用

されているため，一般には読みづらいのではないかとの

意見があった。また，“VOC”以外に“対象VOC”の用語

も記載されているがこれら2つの用語の使い分けは不明

瞭であった。こうしたことから，これらの用語を整理し

平易な表記とする検討を行った。読替えの新規用語とし

て“測定対象物質”が候補となり，当該用語にて改正原案

を作成したが，チャンバー法のみならず室内空気質測定

関連の各規格も含め，網羅的に整合性を図る必要がある

ことから，検討を継続することとした。

・試料面積の求め方

家具などの試料面積の求め方については，JIS A 1911

と同様の議論がなされ，引き続きの検討課題とした。

4．おわりに

今回は，検討の背景および対応国際規格との関係の紹介

と，改正の検討対象となった規格のうち，建材等からの放

散測定に関するJISの改正検討の結果について報告した。

次回は，引き続き室内空気測定に関するJISについて報告

する。また，用語及び定義，記号及び単位については，対応

するISOとの整合のみならずJIS間における整合が必要と

され，統一に向けた検討も行った。この内容についても報

告する予定である。
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