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漏洩煙を低減するドアレス喫煙室＼ 
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我が国の受動喫煙による健康被害は昨今も

深刻な状況にあり，2016年に厚生労働省の研

究班が行った推計では年間約1万5千人が受

動喫煙によって死亡するという（2010年での

推計死亡者数は年間約6，800人だったが，そ

の後に受動喫煙と脳卒中との因果関係が明か

された為，約8．000人を加えて上記の人数に

なった）1）。まだ　死亡者数の約半数が職場で

の受動喫煙が原因によるものと見られている。

職場における受動喫煙に対してば　平成8年

に「職場における喫煙対策のためのガイドラ

イン」（厚生労働省労働基準局長通達）が発出

され，以後その推進が図られてきたが，平成

15年の同ガイドライン改定では，より確実な

受動喫煙の防止対策を期して，一定の要件を

満たす喫煙室の設置が推奨されることになっ

た。平成26年の労働安全衛生法の一部改正

では，職場の受動喫煙に対して事業者に「実

情に応じた防止対策を講じること」が努力義

務として課せられることになり，その際の原

則的措置は平成15年改定のガイドラインを踏

襲しつつ，一部を強化する形となった。平成
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27年には上記ガイドラインに代わる通達（基安

発0515第1号安全衛生部長通達；以下，H27

通達）が発出され，今年7月には前年の改正

健康増進法を踏まえた「職場における受動喫

煙防止のためのガイドライン」（基発0701第

1号）が新たに発出された。

平成15年以降，喫煙室の設置に際しては，

非喫煙場所と喫煙室との境界における（喫煙

室側への）流入気流の風速として0．2m／sec以

上を確保することが求められているが，この

0．2m／secと云う数値は，非喫煙者のたばこ煙

ぼく露を防止する観点から，喫煙室の出入り

口から漏洩するたばこ煙の抑制に必要と考え

られる風速値として定めたもので　喫煙室内

にあるエアコンや空気清浄機の吹き出し気流，

或いは喫煙者の入退室に伴って発生する気流

や圧力変化の影響などは考慮していない。ま

た，模擬喫煙室を使ったモデル実験から得ら

れた知見に基づく数値であるため，必ずしも

現場に設置されている全ての喫煙室でたばこ

煙の漏洩抑制を保証する訳ではない。従って，

非喫煙者のたばこ煙ぱく露をより確実に防止

する為には，風速0．2m／secの遵守に留まら

ず，更なる漏洩抑制措置を検討し実践するこ

とが重要と思われる3）。

本稿では　H27通達等において受動喫煙防

止対策を効果的に実施する手法の一つとして

挙げられたドアレス喫煙室（出入り口の扉が
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無い，もしくは扉が常時開放された状態で使

用される喫煙室。喫煙室外から気流がスムー

ズに流入するためメイクアップ・エアーの確

保が容易なこと，およびドアの開閉によるた

ばこ煙の漏洩が起きないこと等の利点がある。）

について，簡易な付設装置と比較的少量の気

流によってたばこ煙の漏洩防止効果を高める

方法を考案し，その効果を実験で検証したの

で　詳細を以下に紹介する。

［・
装置および実験方法

図1に示すような気積24．6m3の試験用ドア

レス喫煙室（W3．5mxH2．6mxD2．7m）を屋

内に設置し，H27通達に則り境界面（出入り

口）からの流入風速が常時0．2m／secとなるよ
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うに同喫煙室からの排気風量を調整した上で

以下のたばこ煙漏洩の検証実験を行った。
一般的なドアレス喫煙室の場合，境界面か

ら流入する気流のみによって室外への漏洩防

止を図るが，殆どの場合，喫煙者の退室時に

生じる逆方向気流の影響がこれに優るため，

退室する喫煙者の常後に随伴する形でたばこ

煙の室外漏洩が起きる。そこで本稿では，喫

煙室の境界面上に遮断気流を形成させ，これ

による漏洩煙の抑制効果を調べた。

喫煙室の出入り口上部の中央には，家庭用

の小型送風扇（MORITA製ミニスリムフアン

MF－SE30D；風量＝1．47，1．87および2．04m3／

minの三段階に可変）を下向きに取り付けて

送気を行い，出入り口の両側の床上30cmの

位置には，開口面積200cm2（50cmx4cm），

ガイドレール上を移動

図1喫煙者の退室に伴うたばこ煙の漏洩防止機能を付設した試験用喫煙室の
外観。境界面（出入り口）の面積は1．43m2（WO．65mXH2．2m）としている
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排気風量0．592m3／minのスロット型排気フー

ド2個を対向配置して排気を行い，送気と排

気との組み合わせによって境界面上に下降流

を形成させ，喫煙室内外の遮断効果を起こす

仕組み（＝退室する喫煙者が背後に随伴する

たばこ煙を下降流が捕捉し，喫煙室内へ戻す

仕組み）とした。なお，上記の排気フードは

それぞれ塩ビ製フレキシブルダクトで小型排

風機（日立工機製小型集塵機R30Y3を流用）

と繋いで吸引を行った。

実験時には，喫煙室内の出入り口近傍に置

いた灰皿（高さ80cm）上に同時着火させた4

本の紙巻きたばこを置いて煙の発生源とし，

この煙が充満する喫煙室からダミー喫煙者

（等身大トルソー；身長170cm）が退室する

動作を行って，境界面から漏洩するたばこ短

の濃度を測定した。漏洩煙の測定点は，事前

にビデオ撮影した漏洩たばこ煙の観察映像を

参考にして，喫煙室境界面の脇，高さ120cmのi

位置に定めた。

たばこ煙の濃度測定には，チーターログ機

能内蔵のデジタル粉じん計LD－3K2（柴田科

学株式会社製）を使用し，浮遊粉じん濃度を

たばこ煙濃度として測定した。また，漏洩の

評価にはバックグランド補正したピーク値を

用いた。たばこ煙の質量濃度変換係数は5．2×

10‾4［mg／m3／cpm］としだ）。気流速度の測定

には　携帯型風速計アネモマスター（日本カ

ノマックス株式会社製Mode16035－00）を用

いた。

漏洩たばこ煙濃度の測定データの有意差検

定（平均値の差の検定）にはt検定を行い，

その際の有意水準は0．05とした。

［・
実験結果

写真1は，疑似煙（スモークマシーンから

発散させたケミカルミスト）がダミー喫煙者
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の退室に伴って喫煙室外に漏洩する様子を撮

影したものである。この様に，退室者の背後

で床面から1．2－1．5mの位置において目立っ

た漏洩煙が出現すると見られることから，こ

の高さに粉じん計を置き，以下の条件（①一

⑨）において漏洩するたばこ煙の濃度を測定

した。その結果を表1に示す。なお，ダミー

喫煙者の入室時には漏洩煙は観察されなかっ

た。

①送気・排気を共に止め，ダミー作業者も

退室しない状態。（従来のドアレス喫煙室

で，人の出入りがない状態に相当。）

②送気・排気を共に止め，ダミー作業者が

退室する状態。（従来のドアレス喫煙室で，

喫煙者が室外に出てゆく状態に相当。）

③比較的弱い送気（風量1．47m3／min）と排

気を併用し，ダミー作業者が退室する状

態。

④中程度の送気（風量1．87m3／min）と排気

を併用し，ダミー作業者が退室する状態。

⑤比較的強い送気（風量2．04m3／min）と

排気を併用し，ダミー作業者が退室する

状態。

上記の実験によって，以下の事実が確認された。
・遮断気流（送気＋排気）を止めた状態でも，

人の出入りが無ければ　境界面風速0．2m／

secによって，たばこ煙の室外への漏洩はご

く低いレベル（0．0027mg／m3）に抑えられる。

・遮断気流が無いドアレス喫煙室では，喫煙

者の退室に伴い平均濃度0．0102mg／m3（ピー

ク値）のたばこ煙が漏洩した。
・境界面上に遮断気流を作ることにより，漏

洩たばこ煙の濃度は同気流が無い場合の約

32－75％に減少し，何れの場合も統計的に

有意と認められた（p＜0．05）。
・遮断気流の漏洩抑制効果は送気流量によっ

て異なり，送気流量が最小のときに最大の

効果が見られた。その場合の送気流量に対
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写真1疑似たばこ煙が漏出する様子。喫煙者（ダミー）が喫煙室から退出
する際，背後から随伴する形で室外に漏出してくる

表1漏洩肪止機能を稼働もしくは停止させた際に漏れ出る浮遊粉じん（たばこ煙）の濃度測定結果

漏洩防止機能

送気　　　　　　　　排気
喫煙者の退室　　浮遊粉じん濃度［mg／m3］寄

①　　　　　　OFF OFF

②　　　　　　OFF OFF

③　　　oN（1．47m3／min）　　　　ON

④　　　ON（1，87m3／min）　　　　ON

⑤　　　ON（204m3／min）　　　　ON

0．0027±0．0015

0．0102±0．0022

0．0033±0．0012

0．0072±0．0023

0．0077±0．0035

＊（算術）平均値±標準偏差（n＝10）

する排気流量の比は（0．592×2）ソ1．47≒0．8

で　送排気の流量バランスが重要であるこ

とが示された。
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［・
考察とまとめ

ドアレス喫煙室の開口部（出入り口）の周

りに簡易な送・排気装置を取り付けて境界面

上に遮断気流を作ることで　たばこ煙の漏洩
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を最大32％にまで低減させることができた。

その際に使用した小型送風扇，小型排風機（2

台），スロット型排気フード（2個），フレキシ

ブルダクト（2本）の調達費は総額8万円ほ

どで　喫煙室境界面での流入風速を（退室時

の漏洩抑制に必要な）0．4－0．7m／sec2）に維持

する際の必要コストと比べでも，十分に見合

うものと思われる。
一般的な屋内喫煙室の類型を出入り口の形

状で分類すると，本稿で取り上げたドアレス

タイプと有扉タイプがあり，さらに有扉タイ

プにはスライド式とスイング式がある。漏洩

の観点からこれらを比較した場合，ドアレス

はスイング式有扉に優ることが過去の研究で

明かされている。今回の結果と著者が過去に

行った実験2）の結果とを比較すると，漏洩防

止機能を付設しない場合でばドアレスにお

ける漏洩濃度が0．0102mg／m3であったのに対

しスイングでは0．0155mg／mSとなり，機能を

それぞれに付設した場合はドアレス0．0033mg／

m3に対しスイング0．0084mg／m3となった。

またWagnerら3）も，スイング式は扉の開閉

により内部のたばこ煙を室外に掻き出してし

まうため，ドアレスやスライド式よりも漏洩

が起き易いことを指摘している。

なお，ドアレスとスライド式との優劣に関

しては議論の余地があり，Wagnerら3）は前者

の欠点として排気風量が後者に比べ大きくな

る点を挙げ並木ら5・6）はスライド式の利点と

して扉を開けた瞬間に高速の気流が喫煙室内

に流入し漏洩を抑制する場合があるとしてい

る。一方，ドアレスには「喫煙室内に空気調

和設備を設置しなくても，喫煙室外から間接

的に温度等の空気環境を管理できる」4）などの

利点があるため，総合的見地からどちらが推

奨されるかについては，今後の研究成果と知

見の集積を待ちたい。

今回の実験で計測されたたばこ煙濃度は最
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大時でも約0．01mg／m3で，H27通達が規定す

る喫煙室内浮遊粉じん濃度0．15mg／m3を大き

く下回るが，「国際的には，たばこ煙は闇値の

ない発がん物質として扱われ　ぼく露に関す

るいかなる基準値も存在しない」7）ことを考慮

すると，まだ十分に小さな値とは言い難い。

受動喫煙を完全に抑制するには全面禁煙化が

理想だが，禁煙化により売り上げを落とすこ

とが懸念される商業施設・店舗も多数存在す

る為，国内全ての施設や店舗等に全面禁煙化

を強制することは当面不可能と思われる。簡

易かつ廉価な手段で漏洩煙を抑制し受動喫煙

のリスクを低減し得る本法の活用を，全面禁

煙化の次善策の一つとして提案したい。

参考文献

l）厚生労働省．日本では受動喫煙が原因で年間1万5千

人が死亡4．［Online］．［cited2019Nov28］；Available

from：URL：

https：／／www．mhlw．go．jp／創e／06－Seisakujouhou－1090

0000－Kenkoukyoku／0000130674．pdf

2）小鴨純．漏出煙を低減する喫煙室の試作一会面禁煙

化前の措置として一．産業衛生学雑誌　2014；56：約－

86．

3）WagnerJ．SuⅢvanDP，FaunmerD，etaLEnvironmen－

talTobaccoSmokeLeakageをomSmokingR00mS．J

OccupEnvironHyg2004；1：110－118・

4）厚生労鋤省．職場の受動喫煙防止対策に係る技術的留

意事項に関する専門家検討会報告書．2015［Online］．

［cited2019Nov29］；Availablefrom：URL：

https：／／www．mhlw．go．jp／me／05－Shingikai－11201000－

Roudoukijunkyoku－Soumuka／0000085279・pdf

5）並木則和，宇田賞裕．鍵直樹．低境界風速条件にお

ける空間分煙効果に関する研究第1報一冷房期にお

ける人の動作がたばこ煙の勤的挙動に及ぼす影響一一

空気調和・衛生工学会論文集2012；No．183：59－64．

6）並木則和，宇田貴裕，鍵直樹．低境界風速条件にお

ける空間分煙効果に関する研究第2誠一冷房期およ

び暖房期におけるスライド式扉の開閉がたばこ煙の

動的挙動に及ぼす影響－．空気調和・衛生工学会論

文集2013；No．191：21－27．

7）大和浩．職場における喫煙対策の動向．安全衛生コ

ンサルタント2012；No．102：610．

41


