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身近な環境と健康 １ 

神奈川県異業種連携協議会 

会員 早川成昭 

（有限会社 HTB 代表取締役） 

 

１ はじめに 

 私たちは 20世紀に便利さと快適性

を追求し、豊かな生活ができる環境を

得ることができました。その結果、負

の遺産として新たな環境問題を抱え

ることになりました。21世紀は「持続

可能な自然との共生」によって環境を

取り戻すことが大きな課題になって

います。 

私は「環境」を「宇宙環境」（人工

衛星・宇宙ゴミなど）、「地球環境」（温

暖化・生態系変化など）、「地域環境」

（大気汚染・水源汚染・食物汚染・電

磁波・ヒートアイランドなど）、「住環

境」（化学物質汚染・ハウスダストな

ど）、「体内環境」（残留農薬・食品添

加物・界面活性剤・重金属など）に分

けて考えています。 

 「環境」と「健康」には密接な関係

があり切り離して考えることができ

ないためです。 

日本では少子高齢化が急速に進む

と同時に地球規模で環境汚染が進ん

でいます。中国の「大気汚染」（ＰＭ2 .5

や黄砂）の報道によって、「大気汚染」

に対する 関心が高まりつつあります。

もちろん PM2.5は中国だけが問題では

ありません。日本でも発生しています。 

「大気汚染」＝「室内空気汚染」→ 

私たちの健康に大きな影響を与えて

います。人生の 90%近くを過ごしてい

る最も身近な環境は「室内環境」です。 

地球規模の環境汚染については世界

レベル、国家レベルで対応すべき問題

です。 

 1992年、地球温暖化を防止するため

の「気候変動枠組条約」が締結され、

それに基づいて、具体的な温室効果ガ

スの排出抑制対策として、1997年「京

都議定書」が採択され、2005年に発行

しました。2001年3月28日、アメリカ合

衆国（ブッシュ大統領）が「京都議定書」

離脱を表明しました。 

「ポスト京都議定書」として、議論

が続けられ、2015年 12月気候変動枠

組条約第 21回締約国会議（以後ＣＯ

Ｐ２１）において「パリ協定」が採択

されました。トランプ米大統領は 2017

年 6月 1日、地球温暖化対策の国際的

な枠組み「パリ協定」からの離脱を表

明しました。アメリカは「二酸化炭素

排出国」の世界で 2番目です。「パリ

協定」に対しては、「京都議定書」に

も参加していなかった世界で 1番目の

中国が、EUと共に「パリ協定は国際社

会の最も広範な共通認識が凝縮した

もので、各国が大切に守るべき成果

だ」、「中国は大国として国際的な責任

を引き受ける」とまで宣言しています。

世界中のほとんどの国が「パリ協定」
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に署名しています。フランスのマクロ

ン新大統領は「この決定は米国にとっ

ても、私たちの地球にとっても誤りだ」

と非難しています。トランプ大統領は

「アメリカンファースト」といって自

国の利益しか考えない。政治の場合に

はその時の指導者によって左右され

ることが多いです。 

 私たちの健康に直接影響を与えて

いる最も身近な「室内環境」について

は個人レベルで対応できます。 

「見えない」という理由で関心が低

い「空気」が私たちのからだに大きな

影響を与えていることを知る必要が

あります。地球環境と将来を担う子ど

もたちを守ることが、私たちの最大の

課題であり責務です。 

「健康維持」というと「食生活」、「運

動」が大切であることは云うまでもあ

りません。忘れてはならないことは

「体内環境」と「体外環境」の両面が

あるということです。それぞれの環境

で大切なものは、安全で健康に良い

「空気」と「水」です。「水」につい

てはわかりやすいですが「空気」は見

えないためにわかりにくいです。今回

は地球規模で進んでいる「大気汚染」

を含めて「空気」を中心に記したいと

思います。その後で「食生活」などに

ついて触れたいと思います。 

私は 40数年間ビルディングオート

メーションに係る中で 1973年のオイ

ルショックを契機に欧米で「シックビ

ルシンドローム」（日本では「シック

ハウス症候群」）が社会問題になった

ときから係わってきました。退社後は

「身近な環境と健康」をライフワーク

としている実務家です。 

２ 環境の変化（古代から積み上げら 

れてきた環境問題） 

「環境問題」を考えると、[資料―

１]に示すように狩猟採取の時代→農

業革命時代→産業革命の時代→高度

成長時代→グローバル化時代と変化

しています。 

 

歴史の中で 18世紀後半の産業革命

以降、生態系の物質循環の輪の中で活

用されて来た物質が、非循環型の各種

の地下資源（石炭や石油など）が利用

されるようになりました。主に石油を

材料にして各種の合成化学物質がつ

くりだされ利用されて来ました。その

結果、これらの非循環型の物質は環境

の中に蓄積し、直接的あるいは間接的

に私たちの健康に悪い影響を与えて

来ました。しかし、私たちは合成化学

物質によって食料増産や伝染病予防

や薬による医療の発展などの恩恵を

受けてきたことを忘れてはなりませ

ん。私は製品メーカーなどを非難する

考えはありません。合成化学物質が無

い生活はあり得ません。合成化学物質

を全て悪者にするのではなくて、悪い
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影響を及ぼしている部分を正しく理

解して、「予防原則」（[資料―２]）に 

基づいて上手く付き合うことを考え

ることが大切です。関連業界も国民の

健康への影響が予測される場合には

使い方を含めてオープンにして欲し

い。お互いに認め合うことによって研

究開発も進み人類に貢献できる部分

が増えると思います。バランスの問題

です。

 

 環境汚染と健康被害はますます大

きな問題になっています。その上、グ

ローバル化しています。昨日まで問題

が無いと考えられていたモノが、健康

に影響を与えていることが明らかに

なることやその逆もあります。どのよ

うなときでも冷静に対応することが

大切です。そのためにも多くの正しい

情報を蓄積しておくと判断を誤らな

くてすむことが多いです。 

 

３ 経済発展がもたらした環境問題 

石油に依存しながら発展を遂げた 

近代経済は、地下水や河川そして海洋

を汚染し続けてきました。 化学肥料

や農薬は大地を汚染しています。 大

気、海洋、土壌など。この地球上にお

いて、汚染物質が全く検出できない場

所はもはや皆無だとさえいわれてい

ます。 汚染原因は複雑化を極め、狂

ってしまった巨大な歯車の回転を止

めることができないままに、温暖化、

酸性雨、オゾン層の破壊など深刻で重

要な問題が地球環境を蝕んでいます。 

[資料―３]  

 

 

４ 近代社会が抱える大気事情  

私たちを取り巻く生活環境にも、無

数の有害物質があふれています。  

2016年 12月 2日、厚生労働省が「1970

年以降に生まれた日本人の乳幼児か

ら高齢者の 2人に 1人が何らかのアレ

ルギーを持っている」と発表しました。

初めての発表です。 

 自然環境の恩恵からかけ離れた生

活を送る現代人にとって、様々な有害

物質がもたらす脅威から逃れるのは

容易なことではありません。  

 

５ 現代社会の環境変化  

→ 酸性化傾向 

 現代社会の環境が酸性化傾向＝プ

ラスイオン優勢傾向が進んでいます。 

人工的に排出される酸性化物質によ
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って、環境サイクルや生命サイクルの

酸性化が進んでいます。自然環境にお

いては電気的に中性であること。プラ

スイオンとマイナスイオンのバラン

スが大切です。 酸性化をもたらす

様々な問題を根本的に解消するため

には、「酸性化を引き起こす有害なプ

ラスイオンを、いかに分子レベルでコ

ントロールするか」だといわれていま

す。  

 

６ 酸性化物質は、空気や人体も酸性 

化していく  

 私たちが日常的に使っている、あら

ゆる生活用品からも汚染物質は発生

しています。タバコは分かりやすい例

ですが、それ以外にも、揮発性の塗料

やペン、洗剤類、紙や繊維などからも

発生しています。カビや微生物の排泄

物、ハウスダストなども室内空気環境

汚染、すなわち酸性化を促進していま

す。最大の問題は、酸性化しているの

は空気だけではなく「私たちの身体」

も外気から、あるいは水道水や食物か

ら取り込まれる様々な化合物、薬物、

添加物などの影響で酸性度が高まる

傾向にあるということです。例えば

「シックハウス」のために関連業界が

建材への化学物質などの使用量を避

けていますが、「シックハウス症候群」

が増えているという現実があります。

「はじめに」で記したとおり「体内環

境」と「体外環境」の両面が大切であ

るということです。 

 

 

７ 有害物質に対する私の考え方 

●合成化学物質が無い生活はあり得

ません。  

●電気を使用しない生活は考えられ

ません。  

●放射線を浴びない生活はあり得ま

せん。  

 いたずらに恐れて否定するだけで

はなくて、それぞれの有効性を評価し

た上で、環境や健康に悪い影響を及ぼ

している部分を正しく理解すること

が必要です。「予防原則」に基づいて

「かしこく付き合い」、「予防生活」を

することが大切です。 

 

８ 環境汚染によってイオンバラン 

スが逆転！  

 [資料―4]のとおり自然環境におけ

る動植物にとって理想的な条件は プ

ラスイオン：1.0に対してマイナスイ

オン：1.2 というマイナスイオンが少

し優勢な環境であるといわれていま

す。この条件が満たされていれば、酸

性化に由来する健康上のトラブルは

起こり得ないのです。産業革命以降の

わずか１００年の間にイオンバラン

スが逆転！ （アメリカの研究発表）  
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マイナスイオン：1.0に対してプラ

スイオン：1.2と逆転しています。現

実はそれを上回る勢いで酸性化が進

んでいます。プラスイオンが多くなる

と体の免疫力が弱って老化をもたら

し、生活習慣病など多くの病気を引き

起こす原因になります。 マイナスイ

オンは細胞を活性化し、自然治癒力を

高めます。  

 

９ 複合汚染の主な原因 

 私たちを取り巻く環境は複合汚染

されています。 

●産業革命以降につくられた「合成化

学物質」  

・石油・石炭を原料とした農薬・ガソ

リンなど  

・放射性物質・アスベスト・PM2.5 な

ど  

●わずか 100年でイオンバランスが逆

転した  

・２０世紀初頭・・・プラスイオン 

1.0：マイナスイオン 1.2 

・現代・・・・・・・プラスイオン 1.2

以上：マイナスイオン 1.0 

●食生活の乱れ  

・欧米化・・・・ファストフード・食

品添加物  

・簡素化・・・・チン加工・調理済み・

コンビニ化  

・スタイル・・・ 飽食・放食・崩食・

呆食・孤食・個食・固食・小食  

● 生活スタイルの変化  

・家庭内農薬（殺虫剤）・芳香剤・抗

菌剤・その他  

・化粧品・シャンプー・リンス・その

他 

 

 

10 世界規模で進んでいる大気汚染 

の主な原因 

 主な原因： 

・エネルギーの変化：木材→石炭→石

油  

・経済発展との関係  

・モータリゼーションによる排気ガス

の増加 

 空気汚染国のナンバー３（[資料―

５]） 

・調査は空気１立方メートルあたりに

含まれる直径 10ミクロン以下の粒

子状物質の量を比較して行われた。

2013年 1月 18日に The Economist 

から発表されたものです。 

1位：インド  

2位：中国  

3位：メキシコ 

 

 大気汚染による死者数ランキング 

（2015年７月 30日 国際時計格付セ

ンター） 

  １位 中国      470,649 人  

  ２位 インド     168,601 人  

  ３位 ロシア      68,827 人 
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 WHO（世界保健機関）の統計では、

室内空気の汚染は屋外のそれと比べ

て 14倍もの死亡者を出しているとさ

れています。  

 報告書は「環境によるリスク要因」

として・大気汚染・不衛生な水・紫外

線・化学物質汚染 ・地球温暖化・農

薬の使用などを列挙しています。 

 先進国では、居住空間における「高

気密・高断熱性能」が、室内空気の酸

性化（プラスイオン優性環境）を促進

し、空気汚染による死亡を招いたと指

摘されています。 以下次号 

 

早川成昭（はやかわしげあき） 

1994年山武ハネウエル(㈱)退職後、

(有)早川・テクノブレーン設立。「身

近な環境と健康」をライフワークとし

て活動開始。世界的権威者の石川 哲

先生（元北里大学医学部長、米国科学

アカデミー・フェロー）から直接アド

バイスを受け「シックハウス症候群」 

や「化学物質過敏症」などの相談・測

定・診断・対策の実務家として活躍。

現在「次世代を担う子どもたちや母体

を有害物質による環境汚染から守る」

ことに力を入れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


