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そして、私の魂は
翼を思いきり広げて
静寂な大地を飛んでいった
家路をいそぐかのように
　　　　　　アイヒェンドルフ

（翻訳：石川恒夫）

アントン・シュナイダー

1931年2月23日
2015年7月 7日

Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.

Eichendorff

ヨーゼフ・カール・ベネディクト・フォン・アイヒェンドルフ（1788 年 3 月 10 日 1857 年 11 月 26 日）
ドイツの小説家、詩人。後期ロマン主義に属する詩人。上の詩は『月の夜』（Mondnacht）から。
1830 年代に作られたと推測され、1837 年に出版された詩集で公にされた。そこでは「聖歌」（Geistliche 
Gedichte）という表題のもとに集められた詩のグループに組み込まれている。
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一人の息子として父親の追悼文を

記すことは決して単純なことではあ

りません。まず第一に IBN チーム

の名において、そして家族の一員と

して多くのお悔やみのことばを頂戴

したことに感謝申し上げます。それ

は私たちにとって慰みとなり、彼の

仕事を受け継いでいくための勇気を

もらいました。

父、アントン・シュナイダーの

死を悲しんだ皆様にお伝えできるこ

とは、アルトボイエルン／ノイボイ

エルンの教会においてすばらしい葬

儀がなされたことです。彼の愛した

自然、森や草原に囲まれた素敵なお

墓が用意されました。バイエルンの

山々をも見渡すことができるところ

です。この場所に永遠の住処が与え

られたことに感謝申し上げます。

最後の数ヶ月、私はなお父と少し

の会話をすることができました。で

すから父は以下のことを伝えたかっ

たであろうことを知っています：

−バウビオロギーが今日存在してい

る姿をまとうように、私のこの地上

の歩みを共にしてくれ、助けてく

れた多くの方に感謝したいです。そ

れは健康な住まいと住まいづくりに

対する世界規模で認知された教えに

なり、人間と自然と建築がホリス

ティックに結ばれた教えでもありま

す。つくられた環境は多くの人が意

識する以上に人間に作用を及ぼすも

のです。だからこそどうか、バウビ

オロギーに心寄せる皆さんがますま

す住まいづくりに関わって、世界で

より多くの人が健康で、持続可能で、

ヒューマンな居住環境、労働環境を

見出しますように。これはより健康

で自然と結ばれた生活を送るための

みならず、規模の大小を問わず（近

隣や、村でも、町でも、グローバル

な世界環境においても）平和への寄

与であるのです。

IBNヴィンフリート・シュナイダー

■ 追悼　アントン・シュナイダー博士
　 バウビオロギー＋サスティナビリティ研究所
　 ＩＢＮの創立者を悼む

住まいと健康 2015 年 9 月 156 号
Wohnung+Gesundhe i t  Nr .156 128p
翻訳：石川 恒夫

アントン・シュナイダー博士が 2015 年 7 月 7 日に 84 歳で生涯の幕を閉じました。IBN の創立者であり、長年
代表を務めたほか、雑誌『住まいと健康』の編集責任者として、シュナイダー博士はバウビオロギーの世界的な牽引者
でありました。亡くなる間際まで、IBN のことを気にかけ、ローゼンハイムに建てられた新しい IBN 施設のために助
力を惜しみませんでした。世界中から多くの仲間が追悼のコメントを寄せていただき、彼の仕事を継続していくための
勇気をいただいたことに感謝いたします。

＊	1931 年 2 月 23 日（ドイツ）

フルダ近郊イステルギーゼルに

生まれる。自宅は農業を営む。

＊	ハンブルクで林産学を修める。

＊	フライブルクのマンテル教授

（木材技術）のもとで博士課程。

ズルツブルクに居住

＊	1967年からローゼンハイムの

単科大学教授。木材生物学、木

質物理学、木材試験、市場調査、

そして（世界ではじめて）バウ

ビオロギー開講

＊	1968− 1986年までバウビオ

ロギー作業共同体

＊	1976年ローゼンハイムにバウ

ビオロギー研究所を創設

＊	1983年にバウビオロギー＋エ

コロジー研究所ノイボイエルン

設立

	 2014年にバウビオロギー＋サ

スティナビリティ研究所ＩＢＮ

に改組

アントン・シュナイダーの

愛したことば

良きものは

　　　真実であり美しい

真実なものは

　　　善であり美しい

美しいものは

　　　善であり真である

インドの僧侶
Swami	Vivekanada,1863-1902

愚か者は駆け回り

かしこき者は待ちわびて

賢者は庭に歩みでる

インドの詩人
Rabindranath	Thakur,1861-1941



Baubiologie 2015. 10 No.41&42　05

バウビオロギー・エコロジー研究所ノイボイエルン（IBN、現バウビオロギー・サスティナビリティ研

究所）の創立者であるアントン・シュナイダー博士逝去という悲しい知らせが IBN から届きました。7 月

7 日の七夕の日に、この地上を離れたということです。改めて博士の業績等、今号でご紹介します。

ホルガー・ケーニッヒさんの『健康な住まいへの道』の翻訳途上で、ですから 1997 ～ 2000 年の 3

年間の間になりますが、1998 年にノイボイエルンの研究所に博士を訪ねたのが最初でした。いろいろな

ところでこのことは書いていますが、比較的大きなローゼンハイムの駅から、森を抜けて、のどかな田園

風景のなかに研究所があることに驚き、庭仕事をされていたのか、鍬をもって上半身裸で出てこられたよ

うに記憶しています。

訥々と、思慮深く言葉を選びながら語るさまは思想家の雰囲気であり、お会いするたびに、大都市（東京）

から分散して良好な都市環境をつくること、エコ・ジードルンクをつくることを鼓舞してくださいました。

日本でのシックハウス問題に対して、すでに 70 年代にドイツで指摘をし、バウビオロギーの 25 の指針、

25 巻の通信教育講座などが 30 年以上前に確立されていた、その先見性に驚くばかりです。

最近お身体の調子が悪いことは、長男のヴィンフリートから聞いており、最後にお会いできたのは

2006 年のシュランダース（イタリア）での会議でした。

2003 年にシュナイダー博士の原点にあたる『バウビオロギー入門』『バウビオロギー 25 の指針』を

出版（建築資料研究社）できたことは幸いでした。その頃シュナイダー博士から受けた言葉を改めてかみ

しめたいと思います。

　

「少しでも為したことを公開していきなさい。私たちも四半世紀前にゼロから始めたのですから！」

2015 年 7 月 14 日　石 川 恒 夫　

アントン・シュナイダー博士　追悼

ノイボイエルンの研究所にて

左から石川
次男ルーペルト
アントン・シュナイダー博士

　　　（2002 年 10 月 28 日）
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［ドイツでのバウビオロギーについて］

思考方法や世界の見方は変わったのでしょうが、現実は

それほどではありません。意識が変わっても、現実の存在

まで変わることは容易なことではありません。５～６％が

それを実行しているだけです。たしかに、バウビオロギー

に根ざした改修、改築が増えていることは喜ばしいことで

す。またバウビオロギーに基づいたプロダクト（建材）が

あり、それで生計を立てている業者がたくさんあります。

根本的に、ドイツ人の誰もがバウビオロギーについて聞い

たことがあり、またそれが何を望み、何であるかを知って

います。当初はそれが５％位にすぎなかったでしょう。そ

の意味でこの30年の歩みは意味があったといえるでしょ

う。また若い世代がこの動きに加わることが大切です。学

生も私たちのもとを訪れますよ。彼らは吸収力が早いです。

［バウビオロギー 25 の指針について］

根本的にすべてが残っており、原理はまったく変わっ

ていません。さらにその上に補足することはできるで

しょうが。ドイツでは毎月 100種類以上の記事、本が

出版されていますしかし必ずしも新しいものがもたらさ

れているわけではありません。

［木材に関して］

（日本に）スギは十分にありますか？たしか日本は木

材の輸入大国ですね。竹も十分使える材料ですよ。ドイ

ツでも竹のフローリングなどに使っています。鉄筋コン

クリートの鉄筋のかわりに、竹筋はどうなのでしょうか。

［エコ・ジードルンクについて］

バウビオロギー的なジードルンク。エコ ･ヴィレッジ

の日本での状況はいかがですか？中心の場があり、オイ

リュトミーをし、子どもや大人がそこで学ぶようなエコ

･ヴィレジです。ドイツではそういう場所がいくつもあ

りますよ。雑誌や新聞に呼びかけをしたらどうでしょう。

そうしたら、それに応える人も現れるでしょう。いつも

試みるのです。すべて経済的にも組織されて動き出すま

でには時間がかかります。共同体的な作業として、庭師

や手仕事の場所があり、お年寄りや子どもがともに暮ら

すのです。密集地域での居住は誤りであり、病んだ状態

をつくりだすだけで、もはや不可能です。そのかわり

に分散したジードルンクを導くことが望ましいでしょう。

ランドスケープという地域に根ざした風景のなかで、庭

や動植物に囲まれ、人間が人類愛を育む場所が。コンテ

ナの中・・・それは非人間的です。そうしたら政治家も

その方向に向けることができるでしょう。政治家もそう

せざるをえないようにしていくのです。

［エコ・ビレッジについて］

土とわらと少しの木材で、すでに何軒かの家がつくれ

るでしょう。ロシアのカリニングラードでは、バウビオ

ロギー財団の援助のもと、エコ・ヴィレッジが建設され

ています。カッセルのゲルノート・ミンケ教授がその指

導にあたっています。(2002年 )7 ～ 8月に 6人の学生

と助手がドイツから、ロシアからも 6人の建築学生が

集い、ストローベールハウスを建てることになっていま

す。もしもあなたがこのようなエコ・ヴィレッジへの提

言、プランを新聞なり雑誌に出したら、またその反響を

教えてください。それを実現できたらよいでしょう。そ

の反響が良いものであればと願います。

［風水について］

恐らく風水は、日本でも中国でも現実のなかで育ま

れたものなのでしょう。その意味で私たち（ヨーロッ

パ）の場合の風水への関心は、表面的なのかもしれませ

ん。あるいはたくさんの過ちやファンタジーがそこに

入り込んでいるといえるかもしれません。ラディエステ

ジー、ゲオマンティと似たようなことがいえるかもしれ

ません。私はただ正確で、科学的でありたいと思うので

す。もしたくさんのファンタジーがはいりこむと、バウ

ビオロギーは損傷することになりかねません。

［未来に］

たくさんすることがありますね。でも多すぎないよう

に。喜びが失われないように。あなた自身が指揮者とし

て、全体をうまくコントロールするように。若い学生に

感動をもたらしますように。喜びを持つことは、人々が

好んで行うことでもあるのですから。

2002 年 6 月 4 日に IBN を訪れ、アントン・シュナイダー博士にインタビューしたことがありました。
当時『住宅建築』にバウビオロギーの 25 の指針の翻訳＋解説の連載をしていたことから、取材を兼ねていたので

すが、インタビュー自体は文章として起こしていたにも関わらず、なぜか記事にして世に出すことはしませんでした。
ここに追悼の意をこめてシュナイダー博士のことばを抜き出したいと思います。

アントン・シュナイダー博士へのインタビューから　聞き手 石 川 恒 夫
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日本バウビオロギー研究会設立に際して寄せられた祝辞〔再掲〕

（「バウビオロギー」設立記念号 2005 年 3 月）
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■ バウビオロギーとサスティナビリティ
　 いかに全ては調和するか？
　　ヴィンフリート・シュナイダー

住まいと健康 2015 年 9 月 156 号
Wohnung+Gesundhei t  Nr .156 8p-9p
翻訳：石川 恒夫

IBN の名称の歴史

社会の変化、あるいは組織として

の要請はすでに IBNの歴史をひもと

いても、名称変更を促してきました。

1969 年に設立された「健康な住ま

いづくりのための作業グループ」

は、1976 年にまず「バウビオロギー

研究所ＩＢ」として生まれ、そして

1983 年に「バウビオロギー＋エコ

ロジー研究所ノイボイエルン IBN」

に変更しました。ローゼンハイムへ

の 2014 年の引越しとともに、略称

IBNを変えることはありませんでし

たが、Ｎはそれまでのノイボイエル

ンの地名のＮではなく、持続可能性

のドイツ語の頭文字Ｎをとり、「バ

ウビオロギー＋サスティナビリティ

研究所」と呼ぶにいたったのです。

IBNを何人かの先導者は、IBNの旧

名称からエコロジーが抜け落ちたこ

とを残念がっていますが、しかしそ

こには明確な意図があるのです。

エコロジー

エコロジーは、まず生物学（ビオ

ロギー）の一部分であり、生物間同

士の関係性と、その周辺環境との関

係性を探求する学問です。20 世紀

後半において、この概念はその意味

を拡大しており、エコロジーの下に、

環境保護に奉仕する行動方法をも包

含するようになりました。

持続可能性（サスティナビリティ）

持続可能性は、環境と発展のため

の世界会議のブルントラント報告書

によれば、来るべき世代の可能性を

損ねることなく、彼ら固有の要求を

充足し、彼らの生活様式を保証する

ような、今日の世代の諸要求に対応

する発展である、と言及されていま

す。

国際的に認知されている持続可能

性の概念は三つの要素から組み合わ

されています。それはエコロジー、

経済的、社会的な持続可能性です。

持続可能な発展は、エコロジー、エ

コノミー（経済）、社会の三つの次

元それぞれの同時的な、かつ同権的

な実現によってのみ達成されるとい

うことです。エコロジーはつまり持

続可能性の概念において、エコノ

ミーと社会性によって補足されるも

のです。それによって持続可能性と

いう概念は、ホリスティックなバウ

ビオロギーの目標によりよく調和す

るものなのです。

バウビオロギーの判断基準

住まいづくりのコンテクストにお

ける持続可能性は、包括的で本質的

なものですが、バウビオロギーの唯

一の目的ではありません。加えて健

康と良き造形もさらなる課題として

あげられます。（図１）この三つの

全ての目標への注視のもとにのみ、

未来をつくる環境と社会は可能にな

るでしょう。その詳細内容はまさに

バウビオロギー 25の指針に表明さ

れていることです。

2014 年以来、IBN は「バウビオロギー＋エコロジー研究所ノイボイエルン」ではなく、「バウビロオギー＋サスティ
ナビリティ研究所」と改名している。この改称は、2015 年 5 月 15，16 日にローゼンハイムで開催された IBN 会
議のライトモチーフでもあった。建築家であり、代表のヴィンフリート・シュナイダーは何枚かのスライドを用いてバ
ウビオロギーとサスティナビリティの内容を説明し、なぜサスティナビリティの概念がエコロジーという概念よりもバ
ウビロオギーによりよく調和するか明らかにした。

住まいづくりのコンテクストにおける持続可能性
＝バウビオロギーの一部である

図 1： 住まいづくりのコンテクストにおける持続可能性の目標は、いつも総合的なバウビ
オロギーの構成要素であった。バウビオロギーはさらに健康と造形の視点をも考慮
している。

エコロジー

社会性

経済性

持続可能性
（サスティナビリティ）

バウビオロギー

持続可能性 造　形

健　康
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図 2： バウビオロギーの判断基準

持続可能性は以下のことを包括する：
・ エコロジー／エコ収支
・ 経済的な建築工法
・ 省エネ
・ 再生可能エネルギーを利用する
・ 共生という社会的視点（世界中）
・ 人間味あふれ、家族の集う居住
・ 持続的に運営できる経済方法

良き造形は以下のことを包括する：
・ 自然への統合
・ 調和的な尺度、プロポーション、

フォルム（内外部において）
・ 建築心理学的な認識の考慮
・ 自然な照明、採光、光のバランス
・ 人間工学的な要請を重視

健康は以下のことを包括する：
・ 健康な室内環境
・ 有害物質の放散のない建築材料、

設備を使用する
・ カビ、バクテリア、ダスト、アレ

ルゲンの軽減を
・ 電磁波を広げないこと
・ 遮音への配慮
・ 最善の空気質、飲料水の確保

バウビオロギー

持続可能性 造　形

健　康

グローバルなメガトレンドとして
の持続可能性

多くの人は今日、人類「だけ」の

生き残りだけではなく、動植物の保

存、私たちの素晴らしい地球という

惑星の維持が問題になっていること

を知っています。ですからフランク

フルトの未来研究所によれば、都市

化、個性化、移動可能性のみならず、

持続可能性、健康もグローバルな社

会のメガトレンドになっていること

を報告したわけです。IBN はこの

点に関して道を準備し、切り開いて

きたともいえるでしょう。なぜなら

今日誰もが口にする持続可能性の目

標は、IBN がすでに語ってきたこ

とだからです。

持続可能性のコンテクストのもと

で、IBNは以下の領域で仕事を行っ

ています：

・	通信教育講座バウビオロギー

	（紙媒体とオンライン）

・	講演、セミナー

・	専門記事　機関誌「住まいと健康」

所収

・	他の研究機関、姉妹研究機関との

協働

・	大学や学生との共同研究

ネットワークにおける協働

専門を越えた協働によってのみ、

持続可能で健康な住まいと住まい作

りは未来をつくる社会の一部となる

図 3： 持続可能性と健康はグローバル社会のメガトレンドである。
 バウビオロギーは数十年来の先駆的存在である。

グローバル社会のメガトレンド
出典：フランクフルト未来研究所

シルバー社会

ニューワーク

新たな学習

個性化

グローバリゼーション

女性へのシフト

コネクション

都市化

持続可能性（サスティナビリティ）

健康

移動可能性

でしょう。そのために、例えばバウ

ビオローゲと共に進めているバウビ

オロギー相談窓口のネットワークが

指摘されます。
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「バウビオロギーに根差した健康と持続可能性−共にビジョン

と解決を探し、情報を共有しよう。勇気をもって！」というモッ

トーのもと、2015 年 5月 15− 16 日にドイツ、ローゼンハイ

ムのバルハウス（バレエ学校）で IBN( バウビオロギー・サスティ

ナビリティ研究所 ) 主催による「バウビオロギーと持続可能性」

の会議が開催されました。世界各国から、といってもよいでしょ

う、270名の参加があり、下記のような講演者が登壇しました。

会議のテーマが集中して取り上げられたのみならず、バウビオ

ロギーが社会に根付きつつあり、またさらに今後求められるこ

とを見出すことができました。持続可能な（サスティナブル）

そして未来に希望をもつ社会をつくるために、バウビオロギーは益々理解され、受け入れられるでしょう。

以下のテーマでの講演が並びました：持続可能性、エコ収支、都市＝

景観、土建築、建築文化、住居プロジェクト、ホリスティック医学、バ

ウビオロギー測定指針 2015、デジタル・バーンアウト、子どもたちと

の未来創生プロジェクト。

開会のあいさつにはローゼンハイム市の副市長アントン・ハインドル

氏がみえました。ドイツ周辺、また海外からのバウビオロギー活動報告

があり、講演者らと会場によるディスカッションの時間、会場内での商品・

出版物のブースが並び、また新しい IBNの見学ツアーも会議前後に開催

されました。

講演：
・	 バウビオロギーと持続可能性：ヴィンフリート・シュナイダー（IBN

代表）

・	 新 IBN施設の持続可能性評価について：ホルガー・ケーニッヒ

・	 都市景観：クリストフ・ビヨック

・	 土建築―建築文化―持続可能性：アンナ・ヘリンガー

・	 共同体はいかに形成されうるか？：ジルケ・ミュンケンヴァルフ＋

ロニー・ヴィテック

・	 ホリスティック医学とバウビオロギー：バーバラ・ドーメ

・	 バウビオロギーとホリスティック医学：ヴォルフガング・メース

・	 バウビオロギーによる測定指針 2015：ヴォルフガング・メース

・	 デジタル・バーンアウト―ネットにおける操作：ペーター・ヘンジンガー

・	 青少年とのバウビオロギー未来プロジェクト：シュテファン・シュトライル＋ザビーネ・マイヤー

『健康な住まいへの道』の著者であるホルガー・ケーニッヒ氏とも久しぶりの再会であり、「昨年肺炎になっちゃっ

てね」と近況を話し、また今春来日されたクリストフ・ビヨック氏は元気でしたが、自宅階段から落ちて骨折し、松

葉づえで登場！ 2012 年に来日されたヴィンフリート・シュナイダー氏は全体統括として多忙な日々を経て、初日

の基調講演を終えてほっとしていたのが印象的でした。

❖ ❖  ❖  ❖  ❖  ❖  ❖　IBN 会議 2015 年 5 月　報告　❖  ❖  ❖  ❖  ❖  ❖ ❖ ❖   

ヴィンフリート・シュナイダーの紹介を受ける
ホルガー・ケーニッヒ

アンナ・ヘリンガー

石川　恒夫　　
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講演タイトルからわかりますように、建築事例を示す講演は、建築

家アンナ・ヘリンガーの土建築のみでした。ちょっと物足りない印象

も受けますが、それだけバウビオロギーのプラットフォームが広いと

いうことでもあり、私たち日本が逆にやや建設行為の問題に傾いてい

るように思えます。彼女（アンナ・ヘリンガー）は 19歳で社会奉仕

でバングラデシュで生活し、そこの村の建物にすごく引かれたといい

ます。「建物に抱きしめられて、この土の環境の中で保護されていると感じた。」その後彼女は大学で建築を学び、ディ

プロム（卒業制作）として、保育園／幼稚園、学校、職業学校に住宅と行政の建物が一体となったマスタープランを

計画しました。とりわけ学校の計画について、彼女は土と竹を使った詳細な検討まで行い、その後それが実現され、

アガ・カーン賞を受賞されたのです。バングラデシュでのその後の学校建設、上海のプロジェクトなどデザイン的に

も魅力的な建築が紹介されました。さらに当地の生活支援として、現地で編まれたクッションを会場で売り、ただ「ハ

コ」をつくるだけではない、生活行為をも含んだトータルな住まいづくりの提案が責任という感情をもって実行され

ていることに感銘を受けました。

＊参照　「バウビオロギー」35号に彼女の記事があります。

ヴォルフガング・メース氏らによる新しい寝室領域での「バウビオロギー測定指針 2015」については今号で紹介

していますが、数値そのものの変更はありませんでした。しかし、項目

として新たに「光」が加わりました。まだ症例が少なく数値設定はあり

ませんが、特に LEDが普及しつつある今日、照明の閃光（ちらつき）が

もたらす有害性が指摘されています。　

外国からの活動報告：
・	 ミヒャエル・マイヤー（オーストラリア）

・	 石川恒夫（日本）

・	 アクマン・アンド（トルコ）

・	 ペトラ・イェーベンス＝ツィルケル（スペイン）

・	 ラファエル・クラインマン（ノルウェー）

・	 オレクスリー・ウルスレンコ（ウクライナ）

・	 トーマス・ゲルトナー（イギリス）

・	 マルティン・カンプ（フランス）

・	 ジークフリート・カマナ（イタリア）

・	 ベルンハルト・オーバーラウホ（南チロル）

・	 ダビッド・アイアー（チェコ）

2010 年のバウビオロギー会議以来、喜びの再会を果たしたのはスペインのペトラ、フランスのマルティン、ノル

ウェーのラファエルでした。それぞれが地道に活動を継続しているとのこと。また以前電話でのみ話したことのあっ

たオーストラリアのミヒャエルと初めて知り合うことができ、バウビオロギーの広がりを強く感じた次第です。ミヒャ

エルからはオーストラリアでも通信講座を準備中であることに加えて、環太平洋地域でのバウビオロギー会議を開催

したいという希望が告げられました。ただし主言語は英語になると思われますが、もし英語圏で注目を集めはじめる

と、日本でも一気に脚光をあびることも予想されます。

会場風景

海外からのゲスト
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スペインでは日本より一足早く通信教育講座を開始しており、大学院のコースに取り込むことで、受講料は極めて

高いようですが、関心をもって受けとめられていることを聞くことができました。大学院のコースに組み込んでおり

こともあり、2年の講座受講ののち、半年かけてレポート課題（自分でテーマを決める）に取組むそうです。

日本からはおよそ以下のことを報告しました。

・	 日本バウビオロギー研究会が設立され 10年が経過し、定例セミナー、会報誌を年 4回継続している。

・	 通信講座が 2011 年 10月から始まり、現在まで約 50名が受講していること。修了者は 13名。

・	 講座テキストの翻訳に数年かかったが、設備関係のテキスト［給排水、電気、暖房］などが一番難解であり、

地域（国）の相違が顕著にでると思われること。

・	 相違があるとしても全体としてバウビオロギーは極めて普遍的・人間的であることを痛感。

・	 通信講座についてはこれからテキストの日本の事情に相応した補遺を充実することが課題。

・	 より日本に根差す上で、様々な媒体をとおしての一層の啓蒙が必要。

・	 省エネは日本の多くの関心であるが、健康問題がおざなりになる危険があること。

・	 木造に加え、土建築への関心が高まっていること。

ドイツ周辺から：
ヨルク・ヴァッター（スイス）／ヘルマン・ヤールマン（オーストリア）／アルフレッド・ルードルファー（オー

ストリア）／ホルスト・クリーベ＋ウルリヒ・シュタインマイヤー（エコ・プラス社）／ヨッヘン・ディーフェンター

ラー／ディートリヒ・モルデン＋マルティン・ヴィルニヒ（ドイツバウビオロギー連盟）／ヨアヒム・ゲルテンバッ

ハ（バウビオロギー連盟）

出展社：
ダネル（照明、電磁波対策）／Gütter	（ギュッター）自然建材／レゲップ LEGEP（ライフサイクル分析ソフトウェ

ア）／エコ・ヴォーンボックス（家具と住まい）／ソリーニョ（マッシブホルツ）／電波予防協会／BAU( バ

ウビオロギー＋建築＋環境医学 )財団／ドイツバウビオロギー連盟（VDB）／バウビオロギー連盟（VB）

IBNの Facebook に以下のようなメールが届いています。

「素晴らしい会議に対して IBNに感謝。バウビオロギーとホリスティックな活動の

契機として貴重な機会だった。新しい研究所施設にも祝福を。快適に感じたのは私

だけではないだろう。」

「私達は正しい道を歩んでいることを確かめることのできる素晴らしい会議内容だっ

た。」

下記アドレス（IBN）に会議の写真が掲載されていますのでご覧ください。

http://www.baubiologie.de/impressionen-ibn-kongress/

ソリーニョ（出展ブース）
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■ SBM 最新 2015 年版について
　 ヴォルフガング・メースへのインタビュー
　　〔聞き手〕ヴィンフリート・シュナイダー

住まいと健康 2015 年 9 月 156 号
Wohnung+Gesundheit Nr.156 33p-36p
翻訳：石川 恒夫

SBM の始まった経緯を教えてく
ださい。どのように発展してきた
のでしょうか。

30 年以上前に、私たちは『バウ

ビオロギー・メース』を開始しまし

た。バウビオロギーの測定技術に関

するたくさんの個々の観点を評価

し、全体像を構築しようとするもの

でした。年を追うごとに、私たちは

自分たちの経験と、IBN の要請を

基礎にすえて、最初の標準規格（ス

タンダード）をつくりました。やが

て寝室領域のための最初の基準値が

それに続きました。スタンダード及

び基準値は 1992 年にはじめて公

開されました。

スタンダード、基準値及びそれに

関係する諸条件と補遺は 1999 年

からバウビオロギーの経験をもつ専

門家委員会及び、関係者の助けを得

てともにつくられてきました。補足

する作業は物理、化学、生物学、建

築、医師などの識者、その他専門家

から構成されます。

今回の SBM2015 は第 8 版に相

当します。

誰がこれを今日使用しますか？

今日、私たちの SBMは地域を越

えたものになり、ヨーロッパ、アメ

リカ、カナダ、オーストラリア、

ニュージーランドなどにおいて、専

門的な尺度として、住まいにおける

中立的な測定として有効です。

バウビオローゲ、専門団体、研究

所、分析機関、測定器製造会社など

がその行動の基礎にすえています。

関係者、医師、環境衛生医、利用者

イニシアチブ、市民グループなどが

それを羅針盤として評価していま

す。政治、行政、産業などがそれを

補遺としえ、また学問に対する刺激

的なアルタナチィブとして注目して

います。

スタンダードと基準値は加えて一

連の専門セミナー、バウビオロギー

測定技術IBNなどの研究セミナー、

数多くの出版物、書籍のための基礎

であります。

SBM の特徴は？

バウビオロギーのスタンダードは

三つの柱 A、B、C、全部で 19 の

小項目からなり、全体性の要請に応

えています。これがその特性であり、

無敵ものです。

SBMははじめてすべての家屋内

の、そして外部から住まいへ作用を

及ぼす物理的、化学的、生物的リス

ク要因を含んでいます。つまり、エ

レクトリック・スモッグ、磁場、放

射能、地質学的異常、音、光から室

内汚染、化学物質、さらにパーティ

クル、カビ、真菌、アレルゲンです。

何も見逃していません。

スタンダードに属する基準値は世

界においてはじめて、敏感で、かつ

一番大切な寝室環境、リラックスタ

イムを過ごす場所を念頭に、長期的

負荷を考慮したものです。

どういう主張と哲学をお持ちですか？

すべてのスタンダードのポイント

をホリスティックに捕らえる上で、

専門に即した数多くの診断可能性を

組み合わせつつ、バウビオロギー的

に問題ある原因を同定し、つきとめ、

それによってできるだけ負荷のかか

らない、健康にとってリスクのない、

そしてできる限り自然に近い室内環

境をつくることに貢献したいのです。

これに関する調査は例えば、寝室、

居間、仕事場あるいは敷地に関係し、

自然科学的根拠をしっかり持って、

測定機器を使用し、分析ラボにかけ

て、分析結果を出し、それを評価し

ていきます。

異常がある場合、適切な改善の推

奨を提示します。

専門的な認識とこのようなリスク

要因の最小化をするための枠組みこ

そ、バウビオロギーの測定技術とい

えましょう。

基準値は予防のための最善の環境

条件を提供するものであり、特に継

続的に作用を及ぼす決定的で繊細な

時間（を過ごす場所）、つまり、夜

間の再生のための時間に焦点をあて

ています。基準値も、スタンダード

同様、数千もの測定事例の結果であ

り、患者さんのコメントをもとにし

たものです。それは達成可能なもの

を模索しており、単なる理想的値で

はありません。

時間のかかる大変な作業を経て「バウビオロギーの測定技術指針 2015」（以下略して SBM2015 ）－「安眠領域
のためのバウビオロギーの測定指針」及び「測定に関する諸条件」を含む－が 5 月のローゼンハイムでの IBN 会議で
公開されました。これは 2008 年に続くものです。
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原理的に上位概念としてあるの

は、それぞれの可能なリスク要因の

軽減が努力目標であり、それを害す

ることはできません。

基準値の意味はなんですか？

第一に理性的な、つまり定量的な

視点をもった、健康のための予防で

す。特に保護を必要とする人々、つ

まり、子ども、高齢者、過敏な方、

慢性疾患患者さん、免疫力が落ちて

いる肩、ガン患者さんなどを念頭に

おいています。しかしまた健康な人

であっても、環境に起因するリスク

要因に対するその個人的な許容量を

できるだけ低く抑えたいと思います。

基準値そのものはどのようにつく
られたのでしょう？そのベースに
あるものは？

まず第一に、すでに示唆しました

ように、経験に根ざしています。私

たちは人々の反応を観察し、特に病

気の方ですが、長期間、時に数年と

いうスパンで特に寝室において、繰

り返し作用が及んだ後に、負荷をか

けていた要因を取り除き、改修して

いくわけです。しばしばその変化は

驚くべきものがあり、例えばエレク

トリック・スモッグ、真菌、室内汚

染物質などの除去あるいは大幅な軽

減によって居住者が劇的に健康にな

り、少なくとも健康になっていくこ

とが観察されるのです。

このような体験は私たちを勇気付

けるものであり、注意を払いつつ、

試行錯誤を続けます。数を重ね、明

白で誤りようのない事例が集積して

きてはじめて、バウビオロギーの基

準値を提案することにいたります。

子どもは理想的な事例です。もち

ろん保護が必要な存在であるばかり

ではなく、擬似薬（有効な作用物質

を含まない）の効果への傾向を示さ

ないために、良き指標になるためで

す。

基準値は医師や同僚と絶えず議論

をかわし、新しい認識へ適応させて

いきます。いつも意見交換をしてい

るのです。多くの基準値はですから

変わらないものもあるし、訂正をか

けるものもあります。

バウビオロギーの経験が充分では

ないという段階であれば、ほかの有

意義な推奨値、学術研究も参考にし

ます。

すべての助け多き基準値であるも

のの、私たちにとって尺度はいつも

実現可能であること、そして疑わし

き場合のよりどころは規範としての

自然に立ち戻ることです。

SBM は学術的にその根拠をたど
れるということですか？

はい、特に経験科学的な意味にお

いて。厳密な学校の学術的な意味で

はないですが。というのも学校での

学術研究はしばしば実態から乖離し

がちであり、その前提も健康な人間

で、たいてい短期的被爆だったりす

るからです。また実験室内での分析

でいわゆる閉鎖系での反応を観察し

たります。日常はしかしラボとは違

います。短期と長期は異なります。

起きている時間とその様態は、就寝

中の状況とは異なります。大人は子

どもではありません。健康な状態と

疾病時は誰もがちがいます。ケルン

はリオ・デジャネイロではないです

よね。

私たちが行っていることはすでに

素晴らしいものだと思います。連続

した負荷をできるだけ最小化するた

めに、日常、人間の生活領域におい

て、特に寝室環境で何が生じている

か注意します。実態に即した条件を

課します。
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なぜそれほど低い基準値なのですか？

低いですね。ここでの尺度はなん

でしょうか。反対の質問もできます。

公的機関の数値はなぜそれほど高い

のでしょうか。めまいを起こさせる

ような、そして無責任に高く設定さ

れた公的な、そして法と結びついた

限界値との比較においてのみ、私た

ちのバウビオロギーの推奨値が問わ

れます。特に電磁波関係はそう思わ

れるかもしれませんが、真実はそう

ではなく、少なくとも誇張した数値

ではないのです。バウビオロギーの

基準値は是が非でも低くしようとし

てそうなったわけではありません。

私たちが勧めようとするものは、

学術的に強固に裏付けたものであ

り、加えてほとんどすべて実行でき

るものです。

事例をあげてもらえますか？

例えば低周波の磁場をみてみま

しょう。ドイツで公的に法で定め

られた限界値は 100,000nT（ナノ

テスラ）です。世界で受け入れら

れ良く引用されるコンピューター

基準TCOは、仕事場での健康基準

として 200nT を提唱しています。

あらゆる国々の研究は数十年来、

200nT 以上を、アルツハイマー疾

患から脳腫瘍、ガンへのリスクとし

てみなしています。WHOは国際的

な学術研究の豊富な蓄積から 300

− 400nT を「人間にとってガンの

リスクが考えられる」としています。

私たちバウビオロギーは特に予防

的な視点をもって、理性的な判断か

ら 20nT までを、問題なしとみな

しています。100nT までは多少問

題あり、500nT までをかなり問題

あり、それ以上はきわめて問題とラ

ンク付けしています。

研究機関、WHOのいう 100,000nT

を限界値とすることは私には無責任

に思えます。300nT は上等な学問

的な視点からガンのリスクがあり、

100,000nT は、アンゲラ・メルケ

ル（首相）のおかげで、333 倍も

多いのです。ありえないことです。

私たちの生活を取り囲んでいる電

気の電圧に由来する低周波の電場を

みてみましょう。

立法者は 5000V/m（ヴォルト／

メートル）を要求していますが、こ

れは最大の高圧送電線の直下にいる

以上の値です。持続的負荷によって

はすでに 10	V/m で子どもの白血

病、ガン、ほかの疾患のリスクが上

昇するのに。PC基準は 10	V/m を

要求しています。コンピュータで作

業をする仕事場で超えてはならない

電場の強さを、私たちは 3台に 1

台のベッドで、また子ども用ベッド

でも同様に、しかももっと強い電場

値を見出すのです。バウビオロギー

はそれゆえ1V/mを問題なしとみな

し、5	V/mを多少問題あり、50	V/

m かなり問題あり、それ以上をき

わめて問題あり、と理性的なかたち

で規定します。

高周波の場合は何が生じるでしょ

うか。私たちを包囲している多くの

送信所で、携帯で、スマートフォン

で、コードレス電話、無線ランなど

では、1000 万マイクロワット / ㎡

の無線放射が許可されており、信じ

られないことです。学術的には、こ

の規模の一部でも例えば血液−脳−

障壁を開いてしまうこと、脳波図の

変化が見られること、ガン腫瘍が増

加すること、細胞の欠陥発生するこ

と、神経が損傷されること、血球が

団子状になること、免疫システムが

正常でなくなることが確かめられて

います。

この一部の更に一部によって人間

はすでに精神状態に様々な支障をき

たしつつ反応します。不快感、めま

い、集中力の欠如、耳鳴り、不眠の

ようなものとして。

限界値を導きだそうとする学問的

な評価は、ただ熱の発生のみ模索し

ているので、肉体組織が電磁場に

よって温められ、つまり熱的作用の

ことですね、だけが問われ、他の作

用のメカニズムのことはわかってい

ないために、あるいは受け入れられ

ていないがために、性急な推定がま

かり通ってしまっています：身体が

温まることがなければ危険はないの

だ、と。

バウビオロギーはそのような考え

を共にしません。私たち人間は電子

レンジの中のソーセージではないん

です！！バウビオロギーは多くの非

熱作用からも人間を保護したいので

す。睡眠の問題から頭痛、神経への

刺激、免疫不全、さらに細胞レベル

の損傷に及ぶまで、いわば生活の質

を黙らせることに対して人間を守り

たいです。ですから、睡眠状態にあっ

ては 0.1μW/ ㎡を努力目標、堅実

な要請とし、10μW/ ㎡までを多少

問題ありとし、1000μW/ ㎡まで

をかなり問題ありとし、それ以上を

極めて問題ありと設定しています。
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これらの要請は学識専門家、医師、

訴え等を踏まえての設定です。

バウビオロギーの基準値は法と結
びついていませんね。

そうです。結びついていません。

これはあくまで推奨値です。いくつ

かの場合には、司法の判断におい

て、キャスティングボードを握って

いる存在ともいえます。法の番人は

法の審判をするわけですが、堅実な

「備え」に重きを置いており、バウ

ビオロギーの尺度を羅針盤としてい

ます。例えばフライブルクの裁判官

は、「健康評価にとって、条令や限

界値は十分ではない」ことを認識し

ており、その判断のためにバウビオ

ロギーの基準値を考慮にいれていま

す。

また医師会や保険業者も私たちの

基準値を彼らの測定のための基礎に

据えています。オーストリアの医師

会は 2012 年 3 月に、連邦労働局

と一般傷害保険協会（AUVA）との

共同において、電磁波問題に関して、

私たちのバウビオロギーの測定指針

は「毎日 4時間以上の日常の被爆

の評価のためには適切な羅針盤であ

る」と発表しました。裁判官もそれ

を支持しています。

新しい無線技術とはどうでしょうか？

時代の進歩に連れて、見通しがき

かないほどに多くの通信技術と変調

システムが誕生していますが、基本

的な人体への影響関係の探究がなさ

れていません。新たな開発があまり

に速いために、充分な体験がありま

せん。その分、特に配慮が必要だと

もいえると思います。単純にいえば、

出来るだけ（リスクを）少なく、と

いえるでしょう。

モバイル技術、携帯通信によって、

20年前とはまったく新しいデジタ

ル技術が生まれてきました。たいて

いのデジタル技術は、パルスを発す

る、タクトを打つマイクロウェーブ

によって発信（送信）します。ある

いは最低限パルスを発する部分があ

り、この（高周波の）場の特殊性―

周期的なタクト―が場の強度のほか

に、生物学的にばかにならないので

す。私たちの特別の懸念と批判はこ

のようなストロボスコープ的なパ

ルスを発する、もしくは周期的な

シグナルです。（デジタルコードレ

ス電話 DECT、第二世代携帯電話

GSM、無線ランなど）

註＊ GSM（2G）は世界のほとんどの

国・地域で使用されているが、日本、

韓国、北朝鮮では使用されていない。	

2008 年現在、世界の携帯電話端末市

場の 82%は GSM方式であり、携帯

電話方式の中で最も使われている。世

界の 212ヵ国で約 20億人が利用し

ている。電波の利用効率が悪いことを

問わない発展途上国では主流である。

そうして、10 年前には新たに広

帯域の通信技術も広がり始めました

ね。例えばUMTS、TETRA、ＬＴ

Ｅなどです。これらについても生物

へのリスクに対する基本的な研究す

ることなくすぐ実用化されてしまい

ました。

＊	Universal Mobile Telecommunications 

System（UMTS） は 第 3 世 代	（3G）	

移動通信テクノロジーの 1つであり、

同時に 4Gテクノロジーに発展しつつ

ある。

＊	LTE＝ Long Term Evolution	（LTE、

ロング・ターム・エボリューション）	

は、新たな携帯電話の通信規格である。

3Gと同じ周波数帯域を使用し、帯域

幅は 1.4, 3, 5, 10, 15, 20MHzを

選択して使用できる。

広帯域には、多くの数百、数千の

個別なシグナルと情報が隠れてい

て、同時に伝送できるものです。こ

れらにも上述した周期的な、タクト

をもった構造を含んでいます。

それら全てに対して、私たち人間

は生きた受信アンテナです。私たち

は加工され、補正され、辛抱しなけ

ればなりません。人間という実験ウ

サギです。

人間のみならず、動植物、森も、気

候もみなそれの影響を受けるのです。

影響、相互作用について？

私たちは個々の事象の影響につい

て何を知っているのでしょうか。本

当に少ないのです。様々な諸影響の

相互作用については？ほとんど何も

わかっていません。電波の問題にし

てもほかの指針の問題にしてもで

す。1 ＋ 1 は数学では 2 ですが、

生物学的には 10 にも 20 にも 50

にもなりかねません。携帯電波とデ

ジタルコードレス電話（DECT）と

木材防腐剤と閃光する省エネランプ

とカビとアマルガム充填とファース

トフードなど、それらの総計は評価

不能な問題となるでしょう。もはや

わかりません。



Baubiologie 2015. 10 No.41&42　17

バウビオロギーは特別な保護のため？

政治や行政や学問、産業の尺度が、

通信による負荷の生物学的評価に対

して、ただ陳腐な熱作用だけを問題

にする限り、そして磁場の限界値が、

WHOが 300 − 400nT をガンを引

き起こすリスク値として認識してい

るにもかかわらず、100,000nT に

留まる限り、子ども部屋の殺虫剤（防

腐剤）が以前から許可されている限

り、真菌とバクテリアによる負荷を

関係づける判断基準が存在しない限

り、アスベストが解体され、使用さ

れる限り、常に新しい通信技術、化

学技術、ナノテクノロジーが開発さ

れるものの、生物への影響に対する

基礎的知見を得ることなく実用化さ

れている限り、そうである限り、私

たちはバウビオロギーとその基準値

が人間の本当の保護のためにこそ存

在しているのだ、ということを肝に

銘じる必要があります。保護を本当

に望む人は、多くの学術的な尺度や

公的限界値をむしろ忘れるべきで

しょう。

30 年の発展ののち、バウビオロ

ギーはそのスタンダードによって、

予防のための、真摯で理性的な羅針

盤を形成してきました。不要なリス

クから人間を守るために。私たちバ

ウビオロギーの基準値は、基準値の

世界が提供できるもののなかで、最

も誠実なものであると確信していま

す。

学問？

もし人間に、自然に、生命に奉仕

するならばそれは学問です。でも学

問ではないですよ、もし一面的な利

益が問題になるなら、そして残念な

がらそういうことはしばしばです。

産業や、政治や、経済が主導してし

まった場合には。経済の成長 ･発展

が民衆の健康より大切だ、となるな

らね。

バウビオロギーは学問ですか？

バウビオロギーは学問（Wissen-

schaft）です。なぜならバウビオロギー

は知識（Wissen）を創造（schaffen）

するからです。実践的で、役に立つ

知識です。なぜならそれは探求し、

調査し、情報を提供し、真相を明ら

かにします。バウビオロギーの測定

技術は客観的で、透明です。再現可

能です。自然科学的な基礎の上に構

築されたもので、曖昧なものではあ

りません。知識は変更のための、改

善のための基礎を創造します。バウ

ビオロギーの理念とパイオニアの仕

事は、必然に満ちた、とうに期限を

過ぎた学術研究のための道しるべで

す。しばしばバウビオロギーの創造

性と勇気は問題点をあばきます。そ

れは、理性的で許容できる工業製品

へ導きつつ、人間と環境を守るため

でした。

バウビオロギーの測定の範疇での

あらゆる行為の基準、尺度は人間で

す。産業ではありません。政治でも、

限界値でも、条令でも、保健所でも

ありません。あまりに理論走った、

利益依存に巻き込まれた研究フィー

ルドではありません。私たちバウビ

オローゲは自由であり、もし学問が

人間や自然を視界からはずすなら

ば、それが計算できないリスクにも

寛大なままでいるならば、それが満

足を知らぬ産業界の助けになろうと

しているならば、学問に笛をふく審

判のような存在です。

バウビオロギーは必然をもった学

問の補足であり、研究のための道を

準備するものです。バウビオロギー

は学校の学問をより実践に近いもの

へ吹き寄せる存在であり、より命と

生活を大切にし、学問への委託と責

任を想起させるものです。

多くのものは証明に時間がかかり
ます。バウビオロギーは急ぐので
すが

バウビオロギーは、被害を食い止

めるために行動し、最終的な学術的

な結論が導かれる以前に、迅速に最

初の真摯な示唆を提示します。学術

的決着はあまりに時間がかかり、そ

れでは遅すぎるのです。アスベスト

のことを想起すれば、ガンのリス

クの認識から許容できる限界値ま

で、そして最終的に使用禁止まで

100 年かかりましたね。放射能、

PCB，PCP（ペンタクロロフェノー

ル）、DDT（殺虫剤）そしてほかの

危険な諸影響においても同様に多く

の時間が要されるでしょう。それは

多くの患者さんが生まれることを意

味しているのです。

バウビオロギーはリスクを軽減す

ること、そしてより住まいの健康に

配慮し、問題を隠すのではなく、逆

にそれを明らかにし、いやしを提供

するものでありたい。実務的であれ、

ホリスティックであれと思います。

責任を意識し、利益追求に走らない

ことです。
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A：物理学的な場（電磁場）、波長、放射線
１　交流電場 （低周波）

原因：配線、ケーブル、機器、コンセント、壁、床、ベッド、高圧送電線などにおける交流電圧

測定：支配的な周波数（Hz）ごとの、低周波の電場の強さ（V/m）の測定、身体電圧（mV）

２　交流磁場（低周波）
原因：配線、ケーブル、機器、トランス、モーター、送電線（空中／埋設）、高圧送電線などにおける交流電流

測定：支配的な周波数（Hz）ごとの、列車と通信電流の低周波の磁場の磁束密度（nT）の測定と長期の記録

３　電磁波（高周波）
原因：携帯、データ通信、航空無線、光通信、放送通信、レーダー、放送機器など

測定：支配的な周波数の規定に伴う高周波（kHz,MHz,GHz）の電磁放射密度（μＷ /m2）の測定及び無線通信及びそのシグナル特性（低

周波のパルス、周期性、広帯域、変調）

４　直流電場（静電場）
原因：合成カーペット、化繊カーテン、合成繊維、ビニルクロス、ラッカー、表面処理、映像面など

測定：静的な電気の表面電圧（Ｖ）及びその放電時間（s）

５　直流磁場（静磁場）
原因：ベッド、マット、家具、機器、躯体などにおける金属部分、路面電車、太陽光発電装置などの直流

測定：静的な空間の磁速密度としての地磁場のゆがみの測定（μT、金属）、時間的な磁束密度の変動（μT、直流）、コンパスの変動（°）

６　放射能（γ 線、ラドン）
原因：躯体、鉱石、タイル、スラグ、灰、換気、大地（から）の放射など

測定：衝撃率としての放射線測定（ips）、放射線当量（nSv/h）、偏差（％）、ラドン濃度の長期記録（Bq/m3）

７　地質学的異常（地磁場、地球放射）
原因：大地（から）の放射能、地下水脈、断層や磁気の分布など

測定：磁場（nT）、地球放射線（ips）とその目立った障害（％）

８　音波（空気伝播音、固体音）
原因：道路騒音、電車、建物、設備／家電機器、モーターなど

測定：騒音、可聴音、超低周波音、超音波（dB）、振動（m/s2）

９　光（人工照明、可視光線、紫外線、赤外線）
原因：白熱球、ハロゲン光、蛍光管、省エネランプ、LED、PC画面、ディスプレイ

測定：電磁場（V/m、nT）、光のスペクトル、スペクトル配分（nm）、光の閃光（Hz、％）、照明照度（lx）、光の色再現（Ra、R1-14）、色温度（K）、

超音波（dB）

B：有害化学物質、有害物質、室内環境
１　ホルムアルデヒド、及び他のガス状有害物質

原因：塗料、接着剤、パーティクルボード、木質建材、家具、家具調度品、家電製品、暖房、焼却、排ガス、環境など

測定：ホルムアルデヒド、オゾン、塩素、まちや産業からのガス、天然ガス、一酸化炭素、二酸化窒素、ほか燃焼ガスなどのガス状有害物

質の測定（μg/m3,ppm）

物理学的、化学的、生物学的、室内環境的、そのほかのリスク要因の概観が、寝室や居室、仕事場、また敷地におい
て専門知識を踏まえて調査、測定され、評価され、書面（測定結果、測定機器、分析方法）をもって報告される。問題
視される目だった結果が出た場合には、適切な改善の推奨が提案される。

指針の個々のポイントは室内における生物学的に問題視される環境の諸影響を示している。この専門的な認識、最小
化、そして回避は個別に実現可能なこととしてとらえられる。それがバウビオロギーの測定技術の事柄である。目標は、
すべてのポイントと診断可能性をホリスティックな視線から、できるだけ健康な、負荷の掛からない、自然に近い生活
環境に生み出すことである。測定や評価、そこからの改修に際しては、バウビオロギー的な経験と、予防への意義が大
切である。学術的な諸認識の支えあってこそであるが。それぞれのリスクを軽減することが、根本において目指される。

以下の三分節されたオリジナルの基準は 1992 年以来、バウビオロギーの測定技術の作業、そしてそれに伴う予防的
な評価のための道しるべであり、基礎である。時間の流れとともに国際的な認知を得てきた。2002 年に設立されたバ
ウビオロギー連盟（VB）は、このスタンダードと基準値を仕事の基礎にすえている。

バウビオロギー測定技術指針　SBM2015
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２　溶剤　及び他の軽揮発性物質
原因：塗料、ラッカー、接着剤、合成素材、建材、パーティクルボード、家具、設備、塗装、希釈剤、お手入れ用品など

測定：アルデヒド類、アリファーテ（脂肪族）、アルコール、芳香族、エステル類、グリコール、ケトン、クレゾール、フェノール、シロキサン、

テルペン類、ほかの有機系化合物（VOC）などの揮発性有害物質（μg/m3、ppm）の測定

３　化学殺虫剤　及び他の重揮発性物質
原因：木材／革／ジュータン防腐剤、接着剤、合成素材、シール材、殺虫剤など

測定：殺虫剤、生態環境破壊物質、殺真菌薬、木材防腐剤、ジュータン防腐剤、防炎・防火処理、可塑剤、ピレスロイド、PCB、PAK、ダ

イオキシンなどの重揮発性物質（mg/kg）の測定。

４　重金属　及びそれに類する有害物質
原因：木材防腐材、建材、設備機器、建材の湿気、PVC、塗料、釉薬、給排水管、産業、廃棄物、環境など

測定：軽金属、重金属（アルミニウム、アンチモン、砒素、バリウム、鉛、カドミウム、クロム、コバルト、銅、ニッケル、水銀、亜鉛など）

の測定。金属結合、塩

５　パーティクル、繊維（繊細なダスト、ナノ・パーティクル、アスベスト、鉱物繊維）
原因：エアロゾル、浮遊物質、塵埃、煙、煤、建材、断熱材、換気・空調設備、家電製品、トナー、環境など

測定：ダスト、パーティクルの個数・大きさ、アスベストやそのほか繊維（/l,	μg/m3,/g,	%）

６　室内環境（温度、湿度、CO2、大気イオン、換気、臭い）
原因：湿気被害、結露、建材、換気、暖房、家具、呼吸、静電気、放射線、塵埃、環境など

測定：空気温度、表面温度（℃）、大気中湿度、含水率（r.F.,	a.F.,	%）、酸素濃度（Vol.%）、二酸化炭素濃度（ppm）、大気圧（mbar）、

空気対流（m/s）、大気イオン（/cm3）、大気電場（V/m）の測定。臭いの同定、換気回数

C：カビ、アレルゲンなどの微生物汚染
１　カビ（及びその胞子、新陳代謝物質）

原因：湿気被害、ヒート・ブリッジ、施工不良、建材、改修ミス、換気、空調設備、家具、環境など

測定：培養された、または培養されないカビ、カビの胞子及び真菌濃度（/m3,	 /cm2	/g	 /dm2）及び新陳代謝物質（MVOC,s 細菌性毒素）

の測定及び同定

２　酵母（及びその他の新陳代謝物質）
原因：湿めった領域（浴室、厨房）、衛生設備、食料品ストック、ゴミ、浄水器、衛生設備など

測定：酵母（/m3,	/dm2	/g	/l）及び新陳代謝物質の測定及び同定

３　バクテリア（及びその他の新陳代謝物質）
原因：湿気被害、糞尿（衛生上の問題）、衛生設備、食料品ストック、ゴミ、浄水器、衛生設備など

測定：バクテリア（/m3,	/dm2	/g	/l）及び新陳代謝物質の測定及び同定

４　ダニ　及びアレルゲン
原因：ダニ、ダニの死骸、ダニの新陳代謝物質、昆虫、真菌、花粉、衛生状態、ハウスダスト、動物の毛、芳香剤、湿気、環境など

測定：ダニの個数、ダニの死骸、花粉、動物の毛、アレルゲン（/m3,/g	）の測定及び同定

バウビオロギーの基準の枠内において、さらなる測定、分析、試験、アドバイス、評価が実施されている。たとえ
ば有害物質やバクテリアを問題とする給排水管や飲料水について、あるいは建材、家具、機器、設備について、また
住まいの害虫について。また改修、現場監理に対するアドバイスも行っている。
これらは、長時間滞在し、特に敏感な人間の再生時間に相当する寝室での最新のバウビオロギーの基準値として発

展してきた。測定技術方法に関する付帯条件、補遺において、測定、分析の専門的な判断基準が詳細に記述されている。
これら測定方法や分析の基準は1987年から 92年にかけてBAUBIOLOGIE	MAES（www.maes.de）が、IBM（www.

baubiologie.de）からの委託と支援のもとにおこなった。同僚と医師がこのプロジェクトを支えてくれた。1992 年
5月に第 1版が公開。1999 年からは専門家、とりわけ環境衛生医師、分析専門家、化学者、生物学、物理学、建築
のエキスパートが共に委員会をつくり、検討を重ねてきた。今回の SBM2015 は第 8版にあたり、2015 年 5月に公
開されたものである。

BAUBIOLOGIE	MAES,	Schorlemerstr.	87,	411464	Nuess,	Tel	02131/43741	Fax	44127	HP.	www.maes.de
IBN,	Erlenaustrasse	24	83022	Rosenheim	,	Tel	08031/35392-0,	Fax	-29		HP.	www.baubiologie.de
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バウビオロギーの指針値は予防値である。それは特に人間が敏感に感じる場所、つまり人間の心身の癒しと再生に関わり、逆に言えば長時間リスクにさらされる
寝室領域に関わるものである。それは最新のバウビオロギーの経験と叡智を反映したものであり、到達できることを目指している。加えて科学的な探求や他の推
奨値も評価のために参照された。バウビオロギーの測定技術において、専門的な認識を踏まえて、室内環境における問題とされるマイナスの影響の軽減と回避が
問題となる。指針の全要因を、全体性的視点をもって重視し、多くの予防可能性から、できるだけ負荷のかからない、そしてできるだけ自然に近い生活環境を創
造するために、リスク要因の諸原因を包括的に特定し、相対化し、評価することが可能になった。

問題なし　　　：	この値は高度な予防の値を示している。自然環境の尺度、もしくはしばし生じる文明の諸影響の最低値に対応している。
さほど問題なし：	多少用心し、特に過敏な人や病人への配慮が必要であり、それを考えると改善も必要かもしれない。
かなり問題あり：	バウビオロギーの観点からは許容できない。処置が必要である。改修が近い内に実現されることを望む。多くの事例のほかに、科学的な探求が

生物学的効果と健康の諸問題を示唆している。
極めて問題あり：	短期間に徹底した改善が必要である。ここでは室内や仕事場における国際的な指針値や推奨値が部分的に到達、もしくは上回っている。

根本的なことは：

それぞれのリスク回避に努めることである。指針値は模索する助けでしかない。規準は自然である。
＊個々のバウビオロギーの指針値の間に挿入された、小文字で表現された各数値は、比較可能な他の指針値、推奨値、研究成果、自然界の値などを示している。

寝室領域のためのバウビオロギーの指針値 SBM2015 
四段階の基準： 問題なし さほど問題なし かなり問題あり 極めて問題あり

A： 物理学的な場（電磁場）、波長、放射線 
	
1 交流電場 （低周波）   
原因：配線、ケーブル、機器、コンセント、壁、床、ベッド、高圧送電線などにおける交流電圧	

場の強さ（地面に接する）（V/ｍ） V/m ＜ 1 1 − 5 5 − 50 ＞ 50
身体電圧（ｍV） mV ＜ 10 10 − 100 100 − 1000 ＞ 1000
場の強さ（大気中）（V/m） V/m ＜ 0,3 0,3 − 1,5 1,5 − 10  ＞ 10
値は 50Hz までの領域が有効。より高い周波数と明瞭な上部波長は批判的に判断されるべき。

DIN（ドイツ工業規格）／DVE（電気通信技術協会）0848：仕事場 20,000	V/m、住居：7,000	V/m。BlmSchV《連邦環境汚染防止法》：5000 Ｖ / ｍ、TCO（スウェー
デン従業員組合基準）：10Ｖ / ｍ、アメリカ会議／EPA：10Ｖ / ｍ、小児白血病研究：10Ｖ / ｍ、酸化ストレス研究、メラトニンの減少：20Ｖ / ｍ、BUND《ド
イツ環境・自然保護連合》：0.5 Ｖ / ｍ、自然界：＜ 0.0001V/m。

2 交流磁場（低周波）
原因：配線、ケーブル、機器、トランス、モーター、送電線（空中／埋設）、高圧送電線などにおける交流電流

磁束密度（nT） nT ＜ 20 20 − 100 100 − 500 ＞ 500
値は50Hzまでの領域が有効。より高い周波数とはっきりした上位波長は批判的に判断されるべき。電力網《50Ｈｚ》と電車電力（16.7Ｈｚ）は個々に把握される。

明らかに時間にそって頻繁に磁場が変動する場合、長時間の計測が実施されるべきである。特に夜を通じて、そして、95％が評価の対象となる。

DIN／ VDE0848：仕事場で 500万 nT、住居で 400000	nT。BlmSchV：100,000nT。スイスでは長期滞在場所について 1000 ｎ T	、WHO／ IARC：300
− 400nT“潜在的にガンを引き起こす疑いあり。TCO：200	nT。アメリカ会議／EPA：200	nT。DIN0107	（EEG）：200	nT。ビオ・イニシアチブ：100	
nT。BUND：10nT。自然界：＜ 0.0002nT。

＊ 1mG（ミリガウス）＝ 100nTである。《訳者註》

3 電磁波（高周波）
原因：携帯、データ通信、航空無線、光通信、放送通信、レーダー、放送機器など

電力密度（μW/ ㎡） μ W/m2 ＜ 0,1 0,1 − 10 10 − 1000 ＞ 1000
値は、個々の無線通信サービスに有効である。例えばGSM（D-E-Netz）、	UMTS、	LTE、	WiMAX、	TETRA、	ラジオ、テレビ、DECT（デジタルコードレス電話）、
W-LAN（無線ラン）、Bluetooth。指示は最高値に関わる。レーダーには指針値は該当しない。

例えばパルスを発信するか、周期性のシグナル（携帯電波、GWM、	TETRA、	DECT、W-LAN、デジタル放送など）をもち、またはパルスを発する構造（UMTS、	
LTE）のような広帯域の技術、がもたらす通信波はより批判的にみるべきであり、つまり「かなり問題あり」の場合、より感じやすいものとして、一方でパル
スを生じない、もしくは周期性を持たないシグナル（UKW、短波、中波、長波、アナログ放送など）をもつような通信電波は、「さほど問題なし」の場合、よ
り寛大に評価される。

かつてのバウビオロギーの指針値（SBM2003）：パルスありの場合、＜ 0.1 問題なし、0.1 −５さほど問題なし、5− 100かなり問題あり、＞ 100極めて問題あり。
ノン・パルスの場合、＜ 1問題なし、1− 50さほど問題なし、50− 1000 かなり問題あり、＞ 1000μW/ ㎡極めて問題あり（パルスの有り無しで、10倍の
差異がある）。

DIN/VDE	0848：仕事場100,000,000μW/㎡まで、住居10,000,000μW/㎡まで。BlmSchV：10,000,000μW/㎡まで。携帯：スイスでは100,000μW/㎡まで、
ザルツブルク決議／医者協会 1000μW/ ㎡。ビオ・イニシアチブ：外部 1000μW/ ㎡。ＥＵ議会 STOA：100μW/ ㎡。ザルツブルク：外部 10μW/ ㎡、内部
１μW/ ㎡。EEG《脳波》障害＋免疫障害：1,000μW/ ㎡。携帯機能：＜ 0.001μW/ ㎡。自然界：＜ 0.000.0001μW/ ㎡。

4 直流電場（静電場）
原因：合成カーペット、化繊カーテン、合成繊維、ビニルクロス、ラッカー、表面処理、映像面など

表面電圧（V） V ＜ 100 100 − 500 500 − 2000 ＞ 2000
放電時間（秒） 秒 ＜ 10 10 − 30 30 − 60 ＞ 60
値は、身体の近くにある問題となる建材や機器が該当し、そして／あるいは、居室を支配する面《およそ半分》が該当する。

安静領域におけるバウビオロギーの指針値
バウビオロギー会議 IBN　2015 年 5 月

翻訳：石川 恒夫
《関連記事、「バウビオロギー」第 15 号 21 ページ参照》
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TCO：500 Ｖ。電化製品、コンピュータによる傷害：100Ｖから。痛みを伴う電撃、火花は 2000 ～ 3000 Ｖ以上。合成素材、合成物質の皮膜：10,000 Ｖま
で。合成物質の床、ラミネート：20,000 Ｖまで。テレビ画面：30,000 Ｖまで。自然：＜ 100Ｖ《20	V/m（森）～ 200	V/m（草原）》。雷：20～ 2000	V/m。

5 直流磁場（静磁場）
原因：ベッド、マット、家具、機器、躯体などにおける金属部分、路面電車、太陽光発電装置などの直流

磁気の強さ（スチール）（μT） μ T ＜ 1 1 − 5 5 − 20 ＞ 20
磁気の変動（電流）（μT） μ T ＜ 1 1 − 2 2 − 10 ＞ 10
コンパスの傾き（度） 度 ＜ 2 2 − 10 10 − 100 ＞ 100
値は、メタル／スチールによる場の強さμＴか、直流による電力密度の変動に関わる。

DIN/VDE0848：仕事場 67,900μT（67.9 ｍ T）、住居 21200μT（21.2 ｍ T）。BlmSchV：500μT。核スピン：～ 1− 7T。自然界：地球自身が一つの磁石。
地磁場は北極、南極が一番強い（中部ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア～ 45-50μT、赤道付近～ 25μT	、極付近～ 65μT	）。身体の磁場：目 0,00001nT、	
脳 0.001nT、	心臓 0,05nT、	動物の帰巣本能１nT。

場の強さは方位磁石の角度の振れによっても確かめられる。例えばベッド面の上から下まで、ゆっくりとコンパスを移動させ、自然な磁気バランス状態にあれば、
振れはない。もし 10度振れたとすれば、1000μTあることを上記の表は意味している。

＊１μT（マイクロテスラ）＝ 1000n Ｔ（ナノテスラ）＝ 10mG（ミリガウス）である（訳者註）

6 放射能（α 線、β 線、γ 線、ラドン）
原因：躯体、鉱石、タイル、スラグ、灰、換気、大地（から）の放射など。ラドンはウラン 238の崩壊過程において、ラジウムから生成され、土中や無機質建
材（［軽量］コンクリート、［リン酸］石膏ボード）などから発生。

居室における（γ 線）放射の割合（自然環境に対して）（％） % ＜ 50 50 − 70 70―100 ＞ 100

値は地域の環境からの放射にかかわり、少なくともしかし 0,8	mSv ／年、もしくは 100	nSv ／時、（ドイツ平均）に関わる。明らかにより高い環境からの放射
を示す場合、より僅かな割合の上昇が問題となる。

放射線保護条例：住居地１mSv ／年　付加的負荷、EU（ヨーロッパ共同体）　建材　１mSv ／年　付加的負荷、仕事場 20	mSv ／年。北ドイツ平均：＜ 0,6	
mSv ／年（＜ 70	nSv ／時）、エルツ地方、テューリンゲン、シュヴァルツヴァルト、バイエルンの森など、、、＞ 1,4	mSv ／年（＞ 165nSv ／時）。

ラドンガス Bq/m3 ＜ 30 30 − 60 60 − 200 ＞ 200
EU平均値（ヨーロッパ共同体EU-BSS2013）：300	Bq/m3。EUの推奨（新築の場合）200	Bq/m3（新築）、WHO:100	Bq/m3。ドイツ連邦放射線防護委員会（BfS）
の指針は 100Bq/m3。EPA《アメリカ環境エージェンシー》：150Bq/m3。ノルウェー、スウェーデン、イギリス（新築）：200	Bq/m3。室内平均値～ 30− 50	
Bq/m3、1− 2％（が）＞ 250	Bq/m3、外気平均～ 5− 15	Bq/m3、ラドン坑道：100,000	Bq/m3 まで、肺がんのリスク：100	Bq/m３ごとに 10％増加。

	
7 地質学的異常（地磁場、地球放射）
原因：大地（から）の放射能、地下水脈、断層や磁気の分布など

地磁場異常（nT） nT ＜ 100 100 − 200 200 − 1000 ＞ 1000
大地からの放射の割合（％） % ＜ 10 10 − 20 20 − 50 ＞ 50
値は自然の地磁場、及び大地から自然に放射するガンマ線、中性子線に関わる。

地磁場の自然な変動：時間上：10− 100nT。磁気嵐／太陽変動：100-1000nT。年間減少：20nT。

8 音波（空気伝播音、固体音）

音や振動に関してバウビオロギーにつながる基準値はまだない。睡眠期間に対する最初の提案と、さらなる示唆について、測定技術の付則条件、補遺を注意さ
れたし。

9 光（人工照明、可視光線、紫外線、赤外線）［新規］

光に関してバウビオロギーにつながる基準値はまだない。電磁場、光のスペクトル、スペクトル配分、光の閃光、照度、色の再現性、色温度、低周波音などに
対する最初の提案と、さらなる示唆について、測定技術の付則条件、補遺を注意されたし。

B： 有害化学物質、汚染物質、室内環境

1 ホルムアルデヒド、及び他のガス状汚染物質
原因：塗料、接着剤、パーティクルボード、木質建材、家具、家具調度品、家電製品、暖房、焼却、排ガス、環境など

ホルムアルデヒド（μg/m3） μ g/m3 ＜ 20 20 − 50 50 − 100 ＞ 100
MAK《ドイツ労働環境基準》：370μg/m3。BGA《連邦健康省》：120μg/m3。WHO：100μg/m3。カタリーゼ（研究者）：50μg/m3。AGOF（ドイツエコロジー
研究所）：通常値 30μg/m3。VDI
：25μg/m3。皮膚の刺激、目の刺激、臭いの知覚：～ 50μg/m3。生命の危険：30,000μg/m3。自然界：2μg/m3。換算値 100μg/m3 ＝ 0.08ppm。
	
2 溶剤 及び他の軽揮発性物質
原因：塗料、接着剤、合成素材、建材、家具、家具調度品など

溶剤（VOC）（μg/m3） μ g/m3 ＜ 100 100 − 300 300 − 1000 ＞ 1000
値は、大気中の軽・中揮発性有機物の総量（TVOC）を示す。

アレルギーを引き起こす、刺激的で、臭いの強い個々の物質、もしくは素材グループは、批判的に判断される。特に危険な、もしくはガンを引き起こす大気中
の有害物質に相当するもの（例：ベンゼン、ナフタリン、クレゾール、スチレンなど）。

個々の評価については大気中の揮発性有機化合物のためのAGOF（ドイツエコロジー研究所）−参考値（2013）を参照のこと。

ドイツ連邦環境省：200− 300μg/m3。ザイフェルトBGA目標値：200− 300μg/m3。モルヘイブ：200μg/m3。AGOF通常値 a）トータル：360μg/m3、
b）個々の値（例）：アセトアルデヒド 20μg/m3、アセトン 42μg/m3、ベンゼン 1μg/m3、エチルベンゼン 2μg/m3、ナフタリン＜ 1μg/m3、フェノール＜ 1

★



22　Baubiologie 2015. 10 No.41&42

μ g/m3、スチレン 1μg/m3、トルエン 7μg/m3、m,p キシレン 3μg/m3、アルファ・ピネン 4μg/m3、デルタ− 3−カレン 1μg/m3、リモネン 4μg/m3、自然
界：＜ 10μg/m3。

臭いの強い物質の評価についてはAGOF（ドイツエコロジー研究所）手引き−室内における「臭い」（2013）を参照のこと。

3 化学殺虫剤 及び他の重揮発性物質
原因：木材／革／ジュータン防腐剤、接着剤、合成素材、シール材、殺虫剤など
殺虫剤
（PCP、リンダン、ペルメトリン、クロロピリホス、DDT、ジクロフルアニドなど）

大気中（ng/m3）  ng/m3 ＜ 5  5 − 25 25 − 100 ＞ 100
木材、材料（mg/kg）	  mg/kg ＜ 1 1 − 10 10 − 100 ＞ 100
塵埃（mg/kg）	  mg/kg ＜ 0,5 0,5 − 2 2 − 10 ＞ 10
皮膚接触する材料（mg/kg）	  mg/kg ＜ 0,5 0,5 − 2 2 − 10 ＞ 10
防火剤

塩素　塵埃（mg/kg）	 mg/kg ＜ 0,5 0,5 − 2  2 − 10 ＞ 10
ハロゲンを含まず　塵埃（mg/kg）	 mg/kg ＜ 5 5 − 50 50 − 200 ＞ 200 
可塑剤　塵埃（mg/kg）	 mg/kg ＜ 100 100 − 250 250 − 1000 ＞ 1000
PCB　塵埃（mg/kg）	 mg/kg  ＜ 0,5 0,5 − 2 2 − 5 ＞ 5
PAK　塵埃（mg/kg） mg/kg ＜ 0,5 0,5 − 2 2 − 20 ＞ 20
総量は ng/1m3《大気》、もしくはmg/kg《材料、木材》。

ハウス・ダストの値は典型的な物質の混合。ダストに吸着された可塑剤（総量×2）。PCBは LAGAにより、	PAKは	EPAによる。

PCP禁止条例‐材料：5mg/kg。PCP指針：大気中 1,000ng/m3、目標値 100	ng/m3。ARGE-Bau：大気中 100	ng/m3、ダスト 1	mg/kg。PCB指針　目標値：
300	ng/m3。PCB改修目標　NRW：10	ng/m3。急性健康被害：3000	ng/m3。特殊除去：50mg/kg。AGOF　通常のダスト：PCP	0,3	mg/kg、リンダン 0.1	
mg/kg、ペルメトリン	0,5	mg/kg、クロロピリフォス 0.1	mg/kg、DDT／ DDD／ DDE＜ 0.1	mg/kg、ジクロフルアニド 0.1	mg/kg、トリフルアニド＜ 0.1	
mg/kg、TCEP0,5	mg/kg、PAKベンゾピレン＜ 0,2	mg/kg、DEHP400	mg/kg。

さらなる示唆の助けとしては、AGOF（ドイツエコロジー研究所）−ハウスダストにみられる重揮発性物質　参考値（2004）を参照のこと。

４ 重金属、そのほかの関連有害物質

重金属に関するバウビオロギーの指針値はまだない。
評価の助けとしてはAGOF（ドイツエコロジー研究所）−ハウスダストにみられる重揮発性物質　参考値（2004）を参照のこと。

5 パーティクル、繊維（繊細なダスト、ナノ・パーティクル、アスベスト、鉱物繊維）
原因：エアロゾル、浮遊物質、塵埃、煙、煤、建材、断熱材、換気・空調設備、家電製品など

パーティクルや繊維やダストの濃度は居室において、通常の汚染されていない外部におけるバックグラウンド以下であるべきである。アスベストは大気中、面、
ダストにおいても０かほとんど検出されるべきではない。

かつてのバウビオロギー指針値におけるアスベスト（大気中）（SBM2000）：＜ 100問題なし、100− 200 さほど問題なし、200− 500 かなり問題あり、＞
500/m3 極めて問題あり。

アスベスト繊維　大気‐BGA：500− 1,000/m3。TRGS目標値：500/m3。EU：400/m3。WHO：200/m3。外気：50− 150/m3。清浄な大気の領域：20/m3。パー
ティクル《大気》−《年平均》BlmSchV：40μg/m3。EU：50μg/m3（＜ 10μｍ）。EPA：25μg/m3（＜ 2,5μｍ）。VDI：75μg/m3。TA	大気：150μg/
m3。ツークシュピッツェ《山》：5− 10μg/m3。田舎：20− 30μg/m3。都市：30− 100μg/m3。タバコの煙のある居室：10,000μg/m3。スモッグ警報　
段階１：800μg/m3

6 室内環境（温度、湿度、CO2、大気イオン、換気、臭い）
原因：湿気被害、結露、建材、換気、暖房、家具、呼吸、静電気、放射線、塵埃など

相対湿度（％）  % 40 − 60 ＜ 40/ ＞ 60 ＜ 30/ ＞ 70 ＜ 20 ＞ 80
CO2（ppm） ppm ＜ 600 600 − 1000 1000 − 1500 ＞ 1500
MAK：5000ppm。DIN：1500ppm。連邦環境省：1000ppm、アメリカ（仕事場／学校教室）：1,000ppm。換気されていない寝室（一夜の後の朝）もしくは
学校教室《一時間の授業後》：2000 − 4000ppm。自然界：400ppm（2015 年）、330ppm（1985 年）、年平均上昇 1− 2ppm。

小イオン／ cm3  個 /cm3 ＞ 500 200 − 500 100 − 200  ＜ 100
注意：居室における高い空気イオン濃度は、ラドンに起因する場合あり。

海辺：＞ 2000cm3。純粋な大気の領域：～ 1,000cm3。田舎：＜ 800cm3。都市：＜ 700cm3。工業地帯・道路交通：＜ 500cm3。静電気のある居室：＜
300cm3。タバコの煙のある居室：＜ 200cm3。スモッグ：＜ 50cm3。過去数十年で恒常的に大気イオンの減少。

大気電場（V/M）  V/m ＜ 100 100 − 500 500 − 2000 ＞ 2000
DIN/VDE0848：仕事場 40,000V/m、居住地 10,000V/m。自然界：～ 50− 200V/m。フェーン現象：～ 1,000 − 2000V/m。雷：～ 5000 − 10,000V/m。

C： カビ、アレルゲンなどの微生物汚染

1 カビ（及びその胞子、新陳代謝物質）
原因：湿気被害、ヒート・ブリッジ、施工不良、建材、改修ミス、換気、空調設備など

状況に応じた、様々な予防的方法の組合せと、個々の成果と印象の引き合わせは、カビの負荷《汚染》の場合、特に、分析の確かさを高め、原因の序列化と意味をもっ
た評価を始めて可能にすることに注意を払いたい。つまりそれは例えば、空気、《材料》表面、ダスト、材料、培地での培養、顕微鏡での同定、毒性の分析、室内環境《湿
度》の測定などである。
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住まいにおけるカビの数は、外部、もしくは汚染されていない比較可能な空間における数を下回るべきである。室内におけるカビの種類はやはり外部、もしくは
汚染されていない比較可能な空間における種類と本質的に異なってはならない。特に問題となる、毒性を形成するカビは、住まいにおいて確認されるべきではない。
それぞれの出現、疑わしきものを調査する必要がある。つまり目にみえるカビが成長していることは、より問題となる湿気を好む菌、真菌、他の新陳代謝物質が
存在していることであり、冷たい表面、ヒートブリッジの形成、継続的に湿度（建材の含水率）が高い状態、結露被害、問題を発生する構造躯体、建物の「病歴」、
臭い、病気の兆候、環境医学的成果などを調べる必要がある。

かつての指針 SBM1998 ～ 2003（20 − 24℃で培養した場合のコロニーを形成する単位 KBE）：空気中＜ 200 問題なし、200 − 500 さほど問題なし、500-
1000 かなり問題あり、＞ 1000/m3 極めて問題あり。
WHO：病原菌や毒性のカビは、大気中に見られてはならない。一つのカビの種類が 50/m3 を超える場合には、その原因《源泉》を求める必要がある。500/m3 までは、
しばしば生じる典型的な種類《例：Cladosporium》の混合と考えられる。住居に対するEUの統計：＜ 50/m3 大変少ない、＜ 200/m3 少ない、＜ 1000/m3 中程
度、＜ 10000/m3 多い、＞ 10000/m3 大変多い。

2 酵母（及びその他の新陳代謝物質）
原因：湿めった領域（浴室、厨房）、衛生設備、食料品ストック、廃棄物など

酵母は、大気中に、表面、材料に、ベッドやシャワー、衛生、浴室、厨房、生活用品領域においては、検出されるべきではない。これは特に批判的、問題とな
る酵母に該当する。

酵母は、大気中に、表面、材料に、ベッドやシャワー、衛生、浴室、厨房、生活用品領域においては、検出されるべきではない。これは特に批判的、問題とな
る酵母（Candida*1 カンジダ、	Cryptococcus*2 クリプトコッカス）に該当する。

訳註＊ 1	 カンジダはもっとも普通な不完全酵母を含むものである。出芽によって増殖する酵母であり、条件によっては菌糸に近い姿（偽菌糸）をとるものも
ある。多くの種があるが、特に有名なのはカンジダ・アルビカンス（C.	albicans）である。これは、時にヒトのカンジダ症を引き起こす病原体とし
て知られている。

訳注＊ 2	 空気中や土壌の至るところに存在するが、余病を併発して免疫が低下していたり、HIV 感染者や臓器移植手術後の免疫抑制剤を服用中の場合、ステ
ロイド剤を長期連用している場合等で体の抵抗力が頗る落ちていると、日和見感染症であるクリプトコッカス症の原因となることがある。

3 バクテリア（及びその他の新陳代謝物質）
原因：湿気被害、糞尿（衛生上の問題）、衛生設備、食料品ストック、廃棄物など

空気中におけるバクテリアの数は、外気もしくは汚染されていない比較居室を下回るべきである。特に問題となる胞子−例：Pseudomonas註1　プセウドモナス、
　Legionellen　レジオネラ菌、Aktinomyceten 註 2　放線菌	は、検出されるべきではない（大気中にも、建材の上にも、また飲料水、衛生空間、浴室、厨房
領域においても）。それぞれの疑わしきこと、もしくは示唆は調査すること：即ち高い材料の湿気、結露被害、衛生面（排泄物）の問題、臭いなど。菌の調査の
場合、バクテリアも一緒に考えるべき。逆に言えば、それらは一緒に発生する。

訳註 1	 シュードモナス属（Pseudomonas）とは、プロテオバクテリア門ガンマプロテオバクテリア綱シュードモナス科英 :Pseudomonadaceae に属する、
グラム陰性好気性桿菌の属である。本来のラテン語読みであるプセウドモナスと呼ばれることもある。人間に対する日和見感染屋院内感染の原因菌
である P. aeruginosa、植物の病害や霜害の原因菌。

訳註 2	 ストレプトマイセス属（Streptomyces、ストレプトミケス属とも）はグラム陽性細菌に分類される真正細菌の一属。抗生物質の大部分を生産する
細菌で、放線菌の多数を占める。主に土壌中に棲息し、中には根菜類に病気を引き起こすものもある。

４ ハウスダスト及びほかのアレルゲン
ハウスダスト、アレルゲンに関する基準値はまだない。

バウビオロギーの測定技術のスタンダードとその指針値に、補足する付帯条件や補足があり、測定技術あるいは分析の方法がより詳細に記述さ
れている。また最初の示唆を含めた基準値の提案が示されている。

バウビオロギーの指針値は、先ず第一に長年の経験に基づいており、全ての基準値が定まっているわけではない。それらの値は定期的に、新し
い知見に応じて補足され、最新化される。

仕事場や特に私たちが長時間滞在する繊細な領域において、すべてのバウビオロギーが提示する負荷はできるだけすくなくあるべきである。そ
れぞれのリスクを軽減することが努力目標である。実現できることが第一義的である。仕事場領域の評価については、いくつかの推奨、認識値
が重視された。TCO、アメリカ会議／EPA（低周波、静電気）、ビオ・イニシアチブグループ、EU議会 STOAあるいはBUND（環境保護連盟）
（高周波の通信波）、EU、WHO、あるいは放射線防護のための連邦省（放射能、ラドン）、AGOF（有害物質）、部分的にUBA（カビ、有害物質、
二酸化炭素）、VDI（有害物質）、ARGE-BAU（殺虫剤）、LGAバーデンヴュルテンベルク（カビ）

この三分節されたオリジナルのスタンダードは 1992 年以来、バウビオロギーの測定技術の作業、そしてそれに伴う予防的な評価のための道し
るべであり、基礎である。時間の流れとともに国際的な認知を得てきた。2002 年に設立されたバウビオロギー連盟（VB）は、このスタンダー
ドと基準値を仕事の基礎にすえている。

30年以上前に、私たちは『バウビオロギー・メース』を開始した。バウビオロギーの測定技術に関するたくさんの個々の観点を評価し、全体
像を構築しようとするもの。年を追うごとに、私たちは自分たちの経験と、IBNの要請を基礎にすえて、最初の標準規格（スタンダード）をつくっ
た。やがて寝室領域のための最初の基準値がそれに続いた。スタンダード及び基準値は 1992 年にはじめて公開された。
スタンダード、基準値及びそれに関係する諸条件と補遺は 1999 年からバウビオロギーの経験をもつ専門家委員会及び、関係者の助けを得てと
もにつくられてきた。補足する作業は物理、化学、生物学、建築、医師などの識者、その他専門家から構成されている。今回のSBM2015 は第
8版に相当し、2015 年 5月に公開された。
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いつも限界

ヴォルフガング・メース

ペーターゾーン先生、あなたと奥

様はいわゆる古典的ともいえる西洋

医学から、ホリスティック医学、自

然治療学、そして環境医学への道を

歩まれたわけですが、先生は日々の

実践において、環境に起因する疾病

（リスク）にいずれにしても特別の

意味を見出しておられますね。どう

いう経緯があったのでしょうか。

ハンス－ヨアヒム・ペーターゾーン

西洋医学の養成の枠内において

は、私たち医師はいつも限界を感じ

ていたのです。西洋医学は多くの疾

病にさいして、特に慢性疾患、慢性

の痛みに対して、しかしまた癌に対

して、診断や治療の領域においてほ

とんど何も提供できないのです。

原因は認識されないし、克服しよ

うとも努力されていません。スタン

ダードな治療はただ存在している兆

候だけにねらいをつけます。腸炎の

場合だったら、抗生物質かコーチゾ

ン（副腎皮質ホルモンの一種）を処

方します。それが助けにならなけれ

ば、あるいは潰瘍ができてしまった

ら、外科的治療しか残りません。

このことを私は西洋医学を修めた

者として、病院の外科部門で長年実

践し、しばしば喜ばしくない感情を

抱いたことは事実です。兆候に対処

するだけであれば、それは医学が破

産宣言したようなものです。これほ

ど大切な、原因に対する認識と回避

は、遠く背後に隠れてしまっている

ようなものでした。

私は 5年間外科部門にいて、諸

問題を数値測定によって解決できな

いか試みました。私は物事をかなり

一面的な側面からみようとしたので

す。2年間私は癌ステーションにい

て、このことが一面的であることも

認識しました。腫瘍を切除すること

による、障害の除去という純粋に機

械的、物質的な思考があまりに強く

打ち出されていたのです。その後に、

問題を引き起こした原因が一体どこ

に存在し、どうやってその根本原因

を取り除くことができるのか、とい

うことは一切探し求められませんで

した。

規範のネットワーク

この軌道を私はさらに突き進んで

いこうとも思わなかったし、そうす

ることはできませんでした。私たち

の思考回路においては、胃や腸のこ

とに対して内科医が権限（管轄）を

もっています。脊椎の領域において

は整形外科医が担当します。しかし

ホリスティックな規範の網目はそこ

ではかやの外なのです。

この領域において私はさらに進ん

で研究を重ねました。便の組成はい

かなるものか。無機塩と免疫性の成

形物はどのようにみえるか。肝臓、

腎臓、腸をとおしての解毒はいかな

るものか。私たちは規則的に腸の酸

の数値を分析し、慢性のリューマチ

患者と痛みを持つ患者の場合に同様

に規則的に過剰な酸が見られること

を突きとめました。

私たちはホリスティックなあり方

で、患者の新陳代謝を根本的に改善

するよう助けることを試みました。

なぜなら痛みは最終的に化学的な事

象にほかならないわけで、それはつ

まり新陳代謝による最終生産物、つ

まり繊維質の残渣が生じていて、そ

れを体内から処理しなければなりま

せん。私たちの肉体がこのような繊

維質の残渣とどう折り合いをつけて

いるかをはっきりすることは本来論

理的なことです。

ホリスティックな思考に鼓舞され

て、そしてバウビオロギーとの新た

な出会いによって、私たちは医学の

可能性を広げることができました。

病気の子どもたちにバウビオロギー

が大きな助けとなりました。

これによって私たちはより効果的

になりました。病の再発は減少し、

治療はよりよく作用するようになり

ました。私たちはまた疾病に時間的

にも特定のリズムがあることを知り

ました。患者さんの報告によると、

背中の痛みで夜中に目を覚ます、と。

あるいは、私は朝目覚めると、頭痛

がする、と。あるいは家にいるとい

つも気分が悪い、外ではそんなこと

はないのに、と。

バウビオロギーとのコンタクト

私たちはバウビオロギーの関係者

の参加を求めることを始めました。

つまり私たちは質問の内容を変えた

のです：

あなたはスプリング ･ベッドで寝

ていますか？あるいは、

■ 医療実践におけるバウビオロギーと環境医学の協働
環境衛生医アンネマリー・ペーターゾーン博士、ハンス－ヨアヒム・ペーターゾーン博士にきく〔前半〕

聞き手：ヴォルフガング・メース〔バウビオローゲ、ジャーナリスト〕
翻　訳：石川 恒夫



Baubiologie 2015. 10 No.41&42　25

ベッドのヘッドレストあたりに電

気機器はありませんか？

殺虫剤、木材防腐剤あるいは毒性

が疑われる（塗装を施した）家具は

ありませんか？

ジュータンはどのようなものをお

使いですか？

カビは発生していませんか？

こうして私たちはバウビオロギー

の家屋調査方法をとりいれ、疑わし

き場合、四面の壁、特に寝室あるい

は仕事場の分析を患者さんに推奨し

ました。

人間の生活において、健康や疾病

にとって決定的なものとなるいくつ

かの柱があります。それはまず第一

に食事であり、そして環境です。多

くの事例が、私たちは医学において、

ホリスティックな視点を、特に患者

の住まいにおける環境負荷を、そし

てそれと不可分に関係するバウビオ

ロギーを避けて通ることはできない

ことを明瞭に示しています。

私たちはバウビオロギー的な分析

と、そこから得られた知見を体系化

することを試みました。それによっ

て、空気汚染物質、カビ、室内環境

の視点のほかに、特にテクノロジー

に起因する電場 ･磁場・電磁波の問

題が大きな役割を演じていることを

知りました。信頼のおけるバウビオ

ロギーの調査のための大切な判断基

準は、あらゆるリスク要因を考慮し

た居室の包括的な評価です。目下の

ところ流行ともいえ、あるいは学術

的に容認されているとされる環境リ

スクは原因を一面的に固定しようと

するものであり、それがホルムアル

デヒドだったり、溶剤、PCB、カビ、

アスベスト、電磁気環境だったり、

そうして何か一つのことで済ませよ

うとするのです。その一面的な考え

は、その考え自体に危険が潜んでい

ることを知らなければなりません。

健康の前提

残念なことに、多くの研究機関、

ラボ、役所、診療施設、保険組合で

は、関係性がバラバラにされ、モノ

の見方が一面的になっています。あ

らゆる生物学的に重大な室内環境負

荷の認識と軽減が長期的な視点から

意味あることであり、成功を約束す

るものです。バウビオロギーのホリ

スティックなコンセプトがほかの多

くの環境テスト方法や調査方法に対

して明らかに優れていることはいう

までもありません。

アンネマリー・ペーターゾーン

私たちにとってバウビオロギーは

心身の健康のための本質的な前提で

あり、人間の生命に対する尊厳を大

切にする一つの前提です。

何人かの患者さんが長期に及ぶ

と、治療にもはや反応しないように

見えることで、環境の諸影響の意味

は、私には明らかでした。つまり明

らかに治療に耐性ができているわけ

です。患者さんの周辺環境がふさわ

しく取り込まれることで、効果ある

治療が可能になります。慢性の環境

からの刺激は私たちの免疫システム

に負荷をかけ、損傷します。そして

抵抗力を酷使させ、自己治癒力のメ

カニズムをはばむのです。ですから、

専門知識としてはむしろ異質に感じ

られたバウビオロギーの意味は、ま

すます明瞭になっていきました。

ヴォルフガング・メース

私たちは時の流れのなかで、いく

つか興味深い事例を共に体験しまし

たよね。

エコハウスにおける神経性皮膚炎

アンネマリー・ペーターゾーン

ええ、例えばある女の子の症例で

すよ。私を訪れた最初はその子はま

だ15ヶ月でした。ひどい神経性皮

膚炎の症状で、まつげもおちてしま

い、眉毛もなく、全身が引っかき傷

で赤くなり、いつも引っかくので爪

もなく、ひどい状態でした。

早産だった赤ちゃんの疾病はすで

に3ヶ月目から始まったといいます。

そのころ肺炎と中耳炎をおこしてい

て、それゆえたくさんの抗生物質と

コーチゾン（副腎皮質ホルモン）が

処方されていました。5回目の抗生

物質の処方の後、皮膚に発疹ができ、

それが悪化していったのです。

お母さんは良い環境条件をつくり

だそうと、デュッセルドルフ近郊の

エコ ･ジードルンクに引っ越しまし

た。そこは草屋根ジードルンクと呼

ばれていたところです。後になって

しかし、外見ほどにはあらゆる点で、

バウビオロギーの視点からは健康な

建物ではありませんでした。

私たちはあらゆることを尽くし治

療し、最初の改善のきざしもみられ

住まいと健康 1998-1999 88-91 号　Wohnung+Gesundheit Nr.88-91
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ましたが、望まれた本当の打開を待

つしかありませんでした。新しい面

談のときにはきまって、バウビオロ

ギー的に住まいが、特に子ども部屋

の状態が良いか、お母さんにたずね

ていました。夜になると泣いて、自

分でひっかいてしまうというからで

す。でもお母さんはだんだん怒りっ

ぽく対応するようになってきまし

た。自分が住んでいるエコ ･ジード

ルンクはその意味で完璧な環境だと

確信していたのですから。

1年後お父さんが新たに娘を連れ

てきました。まだ状態はよくなって

いません。そこで私は改めて電磁気

環境のことをたずねました。そうす

ると、「ええ、娘のベッド脇に調光

スイッチがあります。頭の後ろにね。

暗くしないでというんです。その点

この調光スイッチは便利で、最小限

に暗くしておくと、ほどなくして寝

るんです。」

私はすぐさまお父さんに、このス

イッチを切ることを願いでて、すぐ

さま分電盤から娘さんの部屋の回路

を夜間おとすようしてもらった。お

父さんはそれをすぐ実行してくれた。

娘さんは驚くなかれ、（私自身予

想もしていなかったのだが）数日後、

完全に苦しみから解放されたので

す。彼女は皮膚のかゆみを訴えるこ

とはありませんでした。そこで私た

ちは調光スイッチと電気回路を試し

にまたつけてみました。3日から4

日して、また夜間にのみ再び、かゆ

みと引っかきが再開されたのです。

お父さんは確信しました。

後に、この家族の住まいはバウビ

オロギー的に包括的に調査されまし

た。いくつかほかのポイントも改善

対象になりました。いくつかの電気

配線と間仕切り壁が石膏でシールド

されました。回路を遮断できるデマ

ンドスイッチが取り付けられ、懸念

されるカビ、酵母が除去されました。

こうしてこの子どもは長い年月を

経て、神経性皮膚炎から解放された

のです。

ある家族の事例

ハンス－ヨアヒム・ペーターゾーン

私自身の家族からの興味深い事例

もあります。私たちの一番下の娘は

ずっと眠り続けることができません

でした。夜になって普通にベッドに

連れてゆき、朝になると、完全にへ

んてこな状態で、例えばベッドの脚

の部分で起きるのです。汗をたくさ

んかいていて、掛け布団はどこかに

いっています。寝相が悪いのを通り

すぎており、私たちは寝ている間に、

再び普通の状態に戻すのですが、数

時間たつと、また元の状態になって

しまっていました。

そうしてメースさん、あなたが測

定器具をもって私たちのところに来

てくれて、彼女のベッドを磁界の顕

著な壁面から1m離すよう提言して

くれました。また電場のシールドも

提案してくれました。予想どおり、

彼女は汗をかくことなく、そして

ベッドの角に逃げ込むようなことな

く、熟睡していました。朝になって

娘は寝入った状態そのままですやす

や寝ていたのでした。

私たちはだから、家族のなかで、

電場、磁場の問題をこうして直に体

験したのです。でも最初はそのこと

をまともに受け止めようとは正直思

いませんでした。まさかとの思いで、

論理的な筋が通っていなかったとい

えるでしょうね。

この環境が及ぼすことの意味は、

事例や症例が増えるとともに年々

はっきりしていきました。今日私た

ちは、ほとんどあらゆる日常の生活

領域に、常軌を逸した環境ストレス

からの影響にさらされていることを

知るにいたりました。

例えば電磁気環境です。居室や仕

事場、また寝室にどんどん増え、強

度を増している状態にあります。

私たちは今日においても、場の強

さや周波数の生物学的効果について

何を知っているというのでしょう。

様々な、私たちに不自然に作用する

環境の刺激の総体について何を知っ

ているでしょう。あまりにも知らな

すぎです。もっと研究が必要です。

私たち医師としてはっきり言える

ことは、慢性病の患者さんの場合で、

理性的で成功に導く治療をしようと

するなら、これらの現象のことを考

慮することなく、つまり物理学的（電

磁波）、化学的（空気質、室内環境）、

生物学的（カビ）要素を考慮するこ

となく進むことはできないというこ

とです。その諸視点を、バウビオロ

ギー的視点を治療コンセプトに取り

医療実践におけるバウビオロギーと環境医学の協働



Baubiologie 2015. 10 No.41&42　27

組むことが必要です。

エレクトリック・スモッグはスト
レスではない？

アンネマリー・ペーターゾーン

私たちは最近、医学的になんと

も対処できない耳鳴りの患者さんと

多く関わってきました。たいていひ

どく苦しんでいます。これらの患者

さんの多くの割合で、その発症の前

に、新しい無線電話を設置していま

した。この移動電話（携帯電話）を

私たちの忠告によってその使用時間

を減らすとか、少なくとも頭部から

アンテナとの距離をとる（外部アン

テナ、あるいはイヤホン利用）とい

う事実だけでも、成果が現れました。

つまり多くの方の耳鳴りは快方に向

かったのです。

思うに、私たちの患者さん、治療

に耐性ができてしまっている患者さ

んのみならず多くの方が環境の諸影

響、電流や放射によるストレスにさ

らされています。ですから、このよ

うなリスクを認識し、除去するだけ

でことは解決に向かうこともあるの

です。

耳鼻咽喉科に尋ねてください。耳

鳴りや聴覚障害は過去数年猛烈に増

加しています。その専門の診療所は

満杯です。なぜでしょうか。そこに

は理由がなければなりません。

ハンス－ヨアヒム・ペーターゾーン

学校の教える医学は、耳鳴りはス

トレスに起因するといいます。たし

かにそれは正しいでしょう。しかし

エレクトリック・スモッグはストレ

スではないのでしょうか。

アンネマリー・ペーターゾーン

仕事や家庭のストレス、失恋の苦

しみ、罪の意識、自己意識の問題な

ど。以前の人々もこの種のストレス

をもっていました。しかし耳鳴りが

だから生じたことはありません。物

理学的な環境ストレスがひどく過小

評価されているのです。

ハンス－ヨアヒム・ペーターゾーン

私たちはこのテーマにより意識的

に向き合い、医師としての日常にお

いてより繊細になっています。もし

私が今日、往診するならば、患者さ

んのプライベートなエリアを注意深

く動き回って、住宅の環境が問題な

いか見るよう心がけます。しばしば

最初のリスク要因をみつけ、そのこ

とを啓蒙します。

私は、多くの住まいで空気がとて

も悪いことに突然感じたりします。

換気が少ないと。化学物質系の臭い

がするとか、多くのケーブル〔配線〕

がベッド直下にあったりします。

これは、以前は問題になりません

でした。住まいにはいります。患者

さんはどこですか。痛みがあります

か？診断、治療、そして終了でした。

疑いをたどる

重病の癌患者が私たちのところに

やってくると、しばしば重度の発ガ

ン患者が私たちのところにやってく

るのは、もう治療をし尽くして手に

負えない状態であり、外科医から治

療実践家から果てはグル（精神の指

導者）をも通り過ぎてきた挙句なの

です。これらの患者さんは長い長い

苦しみの道の最終点で私たちを訪れ

ます。

もしこの道を逆にたどっていっ

て、その生活状況や環境条件を病歴

と重ね合わせていくと、特殊な環境

条件が必ずといってよいほど見えて

きます。恐らく、例えば高圧送電線

が家のそばにあったり、住居の直下

の地下室にトランスが設置してあっ

たりといった具合です。この疑いの

要因をたどっていくと、バウビオロ

ギーの測定結果はほぼいつも、平均

を上回る負荷を証明することになる

のです。

具体的なケースです。長年病院勤

務の医師で、放射線医学の主任医師

の夫人は長いこと偏頭痛に悩まされ

ていました。当時私はまだ機能的な

判断しか持ち合わせていませんでし

たから、指圧療法師として特に頚椎

の検査に重きをおいていました。そ

して実際閉塞〔遮断〕をみつけ、解

決しました。それはしかし短期的な

成果にすぎませんでした。偏頭痛は

しばらくしてまた生じて、規則的に

またひんぱんに発生したのです。

患者さんいわく、夜眠れないと訴

えました。悪夢を見て、朝には疲れ

果ててしまうのだと。心理学者は結

婚生活に問題があると見ました。治

療体操は十分なされましたが、ほか

のことがあるにちがいありません。

住まいと健康 1998-1999 88-91 号　Wohnung+Gesundheit Nr.88-91
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バウビオロギー的な寝室の調査を

行ったところ、頭部は警報装置のス

イッチに直接接していて、技術的に

問題のある設備配線のために頭のほ

うの壁面に異常な電気的障害が見つ

かりました。加えてベッドの電磁波

も高い状態でした。何をしたのかっ

て？新たに購入したベッドはバウ

ビオロギー的に文句のないものであ

り、1m位置を移動して、警報装置

から離して、壁体内の電気的不具合

は修理されました。

それ以来、偏頭痛は一回も起きて

いません。そしてそれから5年以上

経過しています。夫人は安眠できる

ようになり、朝爽快に目覚めます。

小さな原因が大きな影響へ

アンネマリー・ペーターゾーン

もし患者さんが偏頭痛で夜に目

が覚めるとすれば、今までの経験か

ら、その80％がベッド近辺、もし

くは寝室にエレクトリック ･ストレ

スが問われると思われます。ストレ

スはたいてい偏頭痛を引き起こしま

す。昼の間ずっと子どもといること

によるストレスがあるかもしれませ

ん。期限が迫っていることによるス

トレスもあるでしょう。脂っこい食

事のあとの偏頭痛もあります。大切

な問いは、いつその人が偏頭痛を発

症するかです。夜なのか、朝なのか、

それならやはり寝室を調べる必要が

あります。そうすれば、電場か磁場、

地質学的異常、あるいは空気質が問

題になると思います。

ヴォルフガング・メース

過去の仕事を振り返ると、20人

を超える偏頭痛の患者さんと出会い

ましたが、大抵の場合、ベッド近辺

の不要なエレクトリック・スモッグ

発生要因を除去、改善することだけ

で、症状は良くなりました。あるい

は頭のすぐそばに、ラジオ付き目覚

まし時計や低圧のトランス（変圧器）

のような強い電場を発するものがあ

りました。電気設備がうまく働いて

いない（故障している）こともあり

ますから。あるいは壁全体をシール

ドする必要もでてきました。連棟住

居で隣人のほうに電磁波発生源があ

る場合があるからです。ほんの小さ

な原因が驚くほど大きな影響を及ぼ

すことがわかりますね。

新しい住まいでの偏頭痛

ハンス－ヨアヒム・ペーターゾーン

ミュンスターラントに住む私たち

の姪のことを思い出します。彼女は

早くに結婚し、だんなさんと素敵な

住まいに引越しました。この新しい

住居はきれいに改修され、全部が石

貼りでした。引越し後4週間して、

彼女は頭痛に襲われ、その後偏頭痛

に悪化していきました。症状はひど

くなっていったのです。

通常の医療機関でレントゲンを

とったり、脳波図（CTスキャン）

を取ったりした後、心理学者の介入

がありました。脳の血管造影法が勧

められたとき、というのも脳に腫瘍

があることが疑われたためなのです

が、私は猶予を願い、寝室の調査を

実行しました。やはり異常な状態が

みつかりました。以前は一度も偏頭

痛をもったことのない人、そして新

しい家で4週間がすぎ、その後一連

のことが始まりました。

バウビオロギーの測定の結果によ

れば、新しく購入した、極めて磁力

の強いスプリングマット、静電気が

帯電している合成樹脂の収納、プラ

スチックの家具、ビニルクロス、合

成カーペット、低ボルトのトランス、

そして新品の目覚ましラジオが枕元

に、隣人宅からのアースのとれてい

ない設備からの電場、バランスの悪

い空気イオン、換気が悪いための二

酸化炭素過剰の空気などです。私の

姪は迅速に改修を実施してゆきまし

た。

何が生じたでしょう？一週間後に

は偏頭痛は良くなり、3週間後には

もはや正常に戻りました。確信が生

まれた瞬間ですね。

アンネマリー・ペーターゾーン

私たちの姪は、痛みを伴った 8

週間は仕事ができませんでした。

しょっちゅう吐き気に襲われ、病院

で横になり、恒常的に薬を飲み、体

重もおちました。偏頭痛から全く脱

け出せなかったのです。心理学者は、

夫婦生活のせいで、夫への無意識な

拒絶ではないかとさえ言いだしまし

た。

もしバウビオロギーによる改修が

実施されなかったらどうなっていた

でしょうか。脳管撮影法では何もみ

つかりませんでしたし、専門医はみ

なてこずったでしょうし、高価でか
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つ危険の伴う様々な検査がなされて

いったことでしょう。医師は精神科

を検討していたことでしょう。

両親の離婚？

15歳の男の子は、両親の離婚の後、

偏頭痛に襲われるようになりまし

た。誰もが家庭事情が症状の原因で

あろうと思いました。しかし実際は

そうではありませんでした。むしろ

その子は両親の離婚のために、モダ

ンな新しい部屋をもらうことになっ

たのです。

その部屋にはステレオ、テレビ、

パソコン、そしてベッド脇に電気目

覚まし時計がありました。すべてが

狭い部屋の中に設置してあり、あ

らゆる側から電磁波がきます。加え

てホルムアルデヒドを発散するパー

ティクル材の家具があり、そして金

属スプリングのマットに寝ることに

なりました。

男の子はあらゆる部局を回るはめ

になりました、内科医、神経科医、

心理学、整形外科医。彼にベータ・

ブロッカー（薬）が処方されまし

た。それがもとで脈拍が落ちてしま

い、サッカーをすることもできなく

なりました。スポーツ自体ができな

くなってしまったのです。それから

トランキライザー（鎮静剤）が処方

されましたが、それはその子が服用

を拒否しました。自分自身が衰弱す

るのを感じたからです。

私は彼に、しばらくシンプルな客

間で寝ることを薦め、場所が変わる

ことによる変化がどうか、様子を見

るように言いました。彼はそうして

3−4日客間で寝ました。具合が良

くなり、偏頭痛はなくなりました。

彼は新しい部屋が好きで、この退屈

な客間は寝る場所としてしょうがな

く受け入れただけだったので、症状

を引き起こした要因として心のもち

方は関係ないことがわかります。つ

まり部屋そのものに問題があると。

そこで私たちは彼の部屋（の設え）

を変えることにし、マットを外に出

し、電気機器は距離をとるようにし、

夜間にコンセントをはずすようにし

ました。加えて十分な換気をとるよ

うにしました。これはまだ完全なバ

ウビオロギー的な改修ではありませ

んが、役に立ちました。少年は21

歳になりました、過去5年間に一度

も偏頭痛に襲われることはなくなり

ました。

血液中の連銭形成＊
（rouleau formation）

＊	血管内の低ずり応力領域内では高

分子化合物の影響により血液粘度

が上昇し、赤血球がコインを積み

重ねたような状態

ハンス－ヨアヒム・ペーターゾーン

電磁波の負荷の影響がもたらす、

驚くべき作用については、私たちは

血液検査によって、−最初は偶然

だったのですが−顕微鏡の暗視野に

よってみつけました。エレクトリッ

ク・スモッグの影響下だと、血液像

に変化が見られたのです。そして逆

にエレクトリック・スモッグがない

状態だと、医師の関与なく、異常は

消えていました。

これはつまりこういうことでし

た。顕微鏡における血液検査の観察

だと、エレクトリック・スモッグの

負荷を受けた患者さんは、通常の値

を越えた赤血球における連銭形成が

見られるのです。赤血球が互いに「接

着して」しまう状態を指しています。

本来互いに自由に動き回る状態であ

るべきなのに。当然それは、血液の

流れる特性を考えれば、不都合な状

態にあります。顕微鏡ではほとんど

カエルの卵のようにみえる、くっ付

きあって団子になる赤血球は、患

者さんがしばし、電磁波ストレス

から解放され、携帯を使わない状態

においては再び離れて動き回ること

が観察されました。残念ながらこの

ための、信頼のおける十分なシステ

マティックな調査はなされていませ

ん。大きな研究の必要があります。

誘発要因としての最後の一滴

ヴォルフガング・メース

エレクトリック・スモッグと住宅

内の環境ストレス要因は先生によっ

て疾病と関連づけられました。それ

らは原因といってよいのでしょう

か？ただ関連要因なのでしょうか？

アンネマリー・ペーターゾーン

エレクトリック・スモッグは、一

つのストレス要因にすぎません。要

因はたくさんあります。エレクト

リック・スモッグは、両親の病歴が

原因であることが先ずないように、

それだけが原因となるわけではあり
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ません。不都合なことが集まってい

るといってもよいでしょう：環境ス

トレス、心理的ストレス、遺伝、運

動不足、食事の偏り、あらゆる生活

状況などです。

むしろ原因について語るべきでは

ないのでしょう。生命に敵対する諸

影響の不都合な共演やその交互作用

についてほとんど知らないのですか

ら。むしろ原因ではなく、解発因（引

き起こすもの）について語るべきで

しょう。エレクトリック・スモッグ、

室内汚染、真菌、他の環境ストレス

は解発因です。弱いところが刺激を

受け、兆候が引き起こされます。

だから私たちのバケツ（許容量）

をあふれさせる、最後の一滴のよう

なものです。この最後の一滴は兆候

に対する唯一の根拠でないことは明

らかです。でもそれも解決因です。

加えて環境ストレスが癒しを妨げて

います。悪の循環です：疾病が引き

起こされ、助長され、促進され、治

療が妨げられます。

ここに割り込むことこそが必要で

す。この引き起こす存在を見つける

のです。これはすでに大いに有利で

す。苦痛や疾病から理由なく脱出で

きるわけではありません。

病気のための合図用ピストル

ヴォルフガング・メース

医学的実践において、患者さんか

ら環境ストレス要因を取り去ること

は、それゆえ大事な一歩ですね。

アンネマリー・ペーターゾーン

そうです。疾病を引き起こし、治

療を阻害する要因を認識することな

しに、私たちは前進することはでき

ません。病気は偶然かかるものでは

ありません。一人ひとり個別に反応

するものです。多くの人は電磁波ス

トレスによって、あるいは溶剤や木

材防腐剤の化学的刺激によって、心

理的な負荷によって反応するもので

す。もし身体が調節できなくなる

と、そしてストレスを阻止できなく

なると、また抵抗力が弱まっている

と、私たちの免疫システムがだめに

なっていると、疾病のための合図用

ピストルを提供しようとする膨大な

レパートリーの中からほんの小さな

引き金で十分だということになりま

す。

ハンス－ヨアヒム・ペーターゾーン

劇的なケースがあります。患者さ

んは40代半ばの女性で、自分の会

社を経営していました。頭痛もちで、

いくつかほかの兆候もありました。

神経科の先生の診断では、良性の脳

腫瘍だと。

患者さんの症状は急速に悪化し、

2ヶ月して身体障害者になり、手足

に麻痺が見られました。麻痺から誤

飲の危険もあり、胃からチューブで

栄養を取らざるを得ない状態になり

ました。言語も難しくなり、コミュ

ニケーションもとれなくなりまし

た。このような進展してしまった状

態で動くことそのものがほとんど不

可能になりました。

私たちは彼女に集中した自然治療

のプログラムを提示し、加えてバウ

ビオロギーの調査も行いました。彼

女の寝室の頭のすぐそばに、壁の中

に、だから見えなかったわけですが、

居住空間とその下階の仕事場の電

気供給全体の分電盤がありました。

ベッドでの電磁波の強さは、大きな

高圧送電線の下に相当していたこと

が明らかになり、ベッドそのものが

磁場的障害を示していました。

電磁波は、疾病と関係しているこ

とに私は確信をもちましたが、同時

に疾病の経過、腫瘍の成長のスピー

ド、医薬品の不十分な効果に対する

関係性が見られることにも確信しま

した。学術的には、電磁波の作用は、

腫瘍にとっての完璧な「肥料」であ

ることはしばしば示されており、つ

まり、腫瘍の成長を加速させるので

す。たとえ電磁場が腫瘍を引き起こ

さなくとも、すでに持っている腫瘍

の成長を促進するがゆえに危険なの

です。

たいていの電磁場が不要であり、

情報が欠如しているがために無意識

に耐えなければならないとすれば、

悲しいことです。

新しいベッドは障害の見られない

位置に配置されました。数日後、患

者さんは少しずつ指を動かすことが

できるようになり、数週間後には腕

が動かせるようになり、会話もでき

るようになりました。喜びは大変な

ものでした。

これはすべてアクチュアルなこと

であり、これからどうなるか、私に
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もわかりません。私はしかし、電磁

場の軽減によってこの重症の人〔患

者さん〕に生じた反応は刺激的であ

り、この問題について熟慮する上で

は、充分だということがよくわかり

ました。

あらゆる側からのエレクトリッ
ク・スモッグ

デュッセルドルフの患者さんの

場合です。彼女はそれまで病気にか

かったことがなく、喫煙もせず、健

康な食生活を送り、規則的に運動を

し、気持ち的にも前向きで安定して

いるようでした。私たちが彼女に出

会った時しかし、進行が進んでいる

状態での腸と膵臓の癌をもっていま

した。

私たちは見当をつけながら出来る

限りの治療を行い、改善はあるもの

の、十分ではありませんでした。も

しかしたら環境ストレスの負荷を受

けているのではないかと考えるに至

りました。なぜなら唾液や血液、尿

のような体内の液体の状態が目立っ

て異常であり、電磁波負荷への示唆

が提出されていたからです。

こうして住まいをバウビオロギー

の測定によって吟味し、その結果、

たくさんの冷凍庫と、天井にたく

さん蛍光灯がつき、たくさんの電気

設備のあるスーパーマーケットが大

きな電磁場の発生源であることがわ

かりました。専用のトランスがスー

パーの地下に備え付けられていて、

磁場も発生していました。加えて

デュッセルドルフとケルンを結ぶド

イツ鉄道が近くを通り、鉄道固有の

周波数を発していました。自分の電

気設備もテクニカルに問題あり、電

場も発生していました。

ここでも少なくとも関係性を閉め

出すことはできません。患者さんは

3年前に引っ越してきて、それ以前

はずっと健康だったのですから。こ

れほどの電磁波汚染のこのような住

まいは、私たちの経験からも例外的

なものです。

残念なことに子どもができない

アンネマリー・ペーターゾーン

過去数年で気付いたことは、バウ

ビオロギー的なリスクと受精障害と

の関係です。若い夫婦に子供が授か

らないということ。医学的に検査し、

問題ないとわかっていながらもで

す。

しかしうまくいきません。そう

して、物理学的もしくは化学的な種

類のバウビオロギー的な問題因子を

取り除いたのち、妊娠し、喜びに満

ちあふれたということがおきていま

す。

具体的にお話しましょう。私は二

人の若い男性の患者さんのことを思

い出します。精子像において、動か

ない精子が示されていたのでした。

それはつまり、精液が不活発なので、

卵子に侵入できないということで

す。それによって受精の可能性が減

少しているということになります。

患者さんの両者は素晴らしい寝室

をもっておりましたが、メースさん

は私の意図することをお分かりです

よね：モーターで調整出来るベッド

で、すべてが全自動で、ベッドには

電気毛布が装備されている。私はそ

こで、これらのものから距離を取る

こと、あるいはコンセントを抜くこ

と、寝室全体の回路を遮断できるよ

うにすることを推奨しました。信じ

られないことですが、それからしば

らくして、両者の夫人はほどなくし

て、妊娠にいたりました。長年かな

わなかったのに。

ある夫婦は10年以上子宝に恵ま

れますよう祈ってきましたが、それ

は起こることはありませんでした。

精子像は異常で、つまり男性の精子

は不活発でした。私は詳しく知りた

いと思いました。それゆえバウビオ

ロギーの改修後に、ここでも先ず第

一に電磁場、特に放送電波の負荷を

修正し、再び精子像を調べましたと

ころ、結果は変わり、彼の精子は再

び動くようになったのです。医学的

な治療なしでのことなのです。

ヴォルフガング・メース

様々な大学病院の出版物が手元に

あります。そこには環境の諸影響と、

不妊問題、流産の問題とに関係性が

あることが示されています。問題な

のは特に、木材防腐剤のような室内

空気汚染物質や水銀などの重金属で

す。学術的には、住まいの有害物質

は受精能力に影響を及ぼし、特に重

金属や化学殺虫剤の負荷は、内分泌

の障害の根本要因であり、受精能力

の制限に対する責任を持つべきもの

で絵あることが示されています。

住まいと健康 1998-1999 88-91 号　Wohnung+Gesundheit Nr.88-91
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私はしかし、妊娠不能とエレクト

リック・スモッグとの関係性を示す

学術的な研究成果を知りません。先

ず第一に無線電信があります。しか

し私たちは何を知り得たのでしょう

か。まだまだ知らないこと、研究し

なければならないことがたくさんあ

ります。

セラピーとしてのバウビオロギー

ハンス－ヨアヒム・ペーターゾーン

さらに研究していかなければな

りません。研究そのものも。ホリス

ティックにする必要があります。ホ

リスティックな契機はしかし、一面

的あるいは代替的であることではあ

りません。私にとってホリスティッ

クとは、「ＡでもありＢでもある」

であり「ＡあるいはＢのどちらか」

ではないのです。全体性とは一方で

は古典的で、100％堅牢な西洋医学

の基礎と、他方で自然治療法、バウ

ビオロギー、患者さんの生活状態を

巡る知識、解毒、栄養指導を意味す

るものです。

自然治療学と環境医学は学術的な

西洋医学を補ってくれるものです。

しかし後者は前者の代わりにはなり

ません。

ヴォルフガング・メース

他の視点以外にも、バウビオロ

ギーは、医者としての治療実践にお

ける地位を占めていますね。

ハンス－ヨアヒム・ペーターゾーン

ええ、決定的なものです。大切

で、治療に付随する視点です。つま

りそれは私たちにとっていつも今日

的であるということです。経験が増

すことによって、私たちはいつもよ

りはっきりと言うことができます。

もしバウビオロギーを粗末にするな

ら、私たちは大切な治療の可能性を

奪うことになってしまうと。バウビ

オロギーは、時代に即した医学の絶

対に自明な部分になっています。

私たちのところをたずねる多くの

患者さんは、信じられないほど長い

苦しみの歴史をしょっていて、様々

なお医者さんや治療家による経験

を豊富にもっています。すでに断念

したようなケースでも、バウビオロ

ギー的に異常なことを根本的に改善

する、電磁気環境、室内有害物質、

カビ、室内環境などの改善によって、

生活の質が明らかに良くなり、ある

いは治癒しうるということを、私は

特に誇張しません。慢性病の場合、

急性疾患よりもっと明瞭です。

妨げられた生活基盤

アンネマリー・ペーターゾーン

目下、14歳の少年のことを思い

出しています。彼は数年、夜尿症で

苦しんでいます。きちんとした子な

のです。母親によれば、休暇やどこ

かに行ったときにはないのに、家に

いるときまっておねしょをするとい

うのです。

テストとして一度その子は両親の

部屋で寝てみましたが、布団は濡れ

ることなく乾いたままでした。それ

ゆえ私のアドバイスは唯一、お願い

だから、この子をどこかほかのとこ

ろで寝かしてください、ということ

だけでした。なぜならその子のベッ

ドは生まれてからずっと同じ場所に

あるというのですから。そこでベッ

ドをその同じ部屋の反対側のところ

に移動したところ、問題なくすごす

ことができました。

この部屋で起こっていたことはわ

かりません。そのことをバウビオロ

ギー的に突き止めようとはしません

でした。恐らくは壁面からの電場か

もしれないし、隣接する浴室からの

磁場かもしれないし、もしかしたら

地質学的異常かもしれません。別に

知らなくともよいのです。場所を動

かしたことですべて正常になったと

いう事実があれば。このかわいそう

な男の子はおねしょから解放された

いがために、何百、何千という治療

をしましたが、薬も、心理セラピー

も、愛情も罰も何も助けにはなりま

せんでした。

バウビオロギーは私にとって今

日日々の日常であり、私の医学の一

部です。私は患者さんを必要に応じ

てバウビオローゲのところに送りま

す。マッサージや運動療法師や専門

医のところに送り出すように。住ま

いや寝室、仕事場を調べさせます。

血液や便、尿を検査するのと同じよ

うにです。一般の医療従事者にとっ

て必要な基本知識といってもよいで

しょう。これを顧慮しない人は、本

質的なことを見逃します。

バウビオロギーはホリスティック

な生活のための大切な部分です。加

えて良好な室内環境、良い空気、電

医療実践におけるバウビオロギーと環境医学の協働
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磁波の少ない安静ゾーン、そして自

然素材とのコンタクト、ビオの栄養、

内的そしてポジティブな創造行為が

加わります。これらのコンタクトを

人間は時代の発展のなかで失ってし

まいました。つまり生活基盤全体が

妨げられてしまっているといもいえ

るでしょう。自然の価値を熟考する

こと、素晴らしい生命の秩序、この

ことは人間的な予防医学につながる

ことです。

環境は住まいに始まる

ヴォルフガング・メース

先ず第一に、再び秩序を見出すた

めに、明らかなるストレスを取り去

らなければなりません。秩序とは、

不秩序が消滅したところで、自分自

身の内から生まれてくるものです。

アンネマリー・ペーターゾーン

その通りです。私は洗っていない

汚れたコーヒーカップにきれいな飲

料水を注ぐことはできません。バウ

ビオロギーは自己意識を拡大させる

ものであり、私たち自身と私たちの

世界とより意識的に関わることに配

慮します。人間が再び最も身近な環

境に対する責任を引き受け、生命と

の関係性を見出すことです。それに

よって、生活の質を改善するための

変更をおそれず、そしてその運命を

自らの手におさめる勇気をもつこと

です。

ハンス－ヨアヒム・ペーターゾーン

このことを私たちは日々の診療

で体験しています。人間は、自分の

環境が変わることによって変わりま

す。自分の栄養摂取が変わることに

よって、古い自分の習慣を打ち破る

ことによって、問題となる環境から

の影響を低減させることによって、

変わるのです。

ヴォルフガング・メース

WHO、そして私たちドイツの厚

生労働者は、全ての人間の30％は

環境的に病んでいると規定していま

す。

ハンス－ヨアヒム・ペーターゾーン

そう、もしすべての疾病の30％

が環境に起因するなら、そして私た

ちの経験からもそうなのですが、私

は医師として環境からの諸影響に特

別の注意を向けなければならないこ

とは明らかです。私は疾病を起こす

もの、つくるものを認識することに

努力しなければなりませんし、でき

るだけそうならないよう、回避する

術をつたえなければなりません。4

面囲まれた部屋の中を変えることが

私たちに委ねられています。住まい、

寝室、仕事スペース、これが私たち

の最も大切な環境です。

ヴォルフガング・メース

パラケルススはかつて「量が毒に

する」と語りましたね。量とは、影

響の度合い、効果の持続性の問いで

もあります。住宅内でその量が不必

要に高いのです。住まいの中で人は

長くすごします。私たちが眠る夜は、

解放と再生のための時間であり、そ

れゆえ特に敏感で繊細な状態にある

のです。

ハンス－ヨアヒム・ペーターゾーン

寝室はまず第一にチェックする場

所です。そして仕事場。そしてそれ

以外の場所の順番です。

私が大学で講義するのは、種まき

をして、同僚に言うためです。「こ

こにはまだいろいろ問題がある。そ

のことを忘れないでいただきたい。

ホリスティックな視点を忘れないで

ほしい。西洋医学は勿論大切だ。そ

れは知識であり技能であり、ベース

である。しかしそれが全てではな

い。」

私たちは示唆を与え、鼓舞するこ

とができます。研究の動機を与える

ことも。今まで顧みられなかった問

題について、学術に基礎づけられた

調査の時は熟しているのです。

疾病の数はドラスティックに増え

ています。残念ながら。そしてその

原因の多くを私たちは説明できませ

ん。西洋医学はさらに進化していき

ます。何億というお金が注がれ、多

くの研究が実効され、大きな成果も

上がっています。しかし、患者さん

が減ったわけでは決してない。むし

ろその反対なのです。

アンネマリー・ペーターゾーン

環境に起因するストレス要因は

多様であり、素人にも専門家にも見

通しがつきません。たくさんのコン

ピューターゲームのことを考えてみ

てください。何時間も小さな画面に

集中し、戦争が遊びとして体験され

ています。計器に支障がでるからと、

飛行機内では使用禁止にすらなって

住まいと健康 1998-1999 88-91 号　Wohnung+Gesundheit Nr.88-91
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いる手のひらの電子機器だけが問題

なのではありません。

子どもたちはわずか画面から50

㎝くらいしか離れていません。そこ

には最大の遠距離送電線が目にみえ

ないけれども、エレクトリック・ス

モッグがあります。それに対して

私たちは何をしなければならないで

しょうか。

携帯：パルス放射

ヴォルフガング・メース

お二人には、パルスを発する携帯

通信ネットワークや、デジタルコー

ドレス電話（DECＴ）、さらにほか

のパルスを発する通信設備の諸問題

にも意識的に関わっていらっしゃい

ますね。学術的な研究成果によれば、

これらの新しい通信技術の人間や動

物への影響において、脳波が変わる

こと、動物においてはガンが促進さ

れ、ほかの生物的影響が示されたと

のことです。このことは、知る限り

ではパルスを発する放射にのみ該当

し、パルスを発しない通信では問題

にならないようです。どうお考えで

すか。

ハンスーヨアヒム・ペーターゾーン

私たちは患者さんの症状からみて

ますますそう思います：パルスを発

する放射の生物への特殊なリスクが

問われています。というのも、人間

は、今まで学術的に見いだされたこ

と以上に詳しくわかるまで、人間は

自分自身を守りたいからです。

事実は、生物への憂慮すべき反応

が問題であり、先ほど話がありまし

たように脳波が変わってしまうこと

です。しかしそれだけではなく、ホ

ルモンや神経系、細胞コミュニケー

ションの障害、耳鳴り、睡眠障害、

めまい、そのほかの症状がありま

す。ガンも問題となり、恐らくは遺

伝子の損傷も問題になるでしょう。

アメリカ、オーストラリア、スウェー

デン、イギリス、ドイツあるいはほ

かの国々の最新の研究で新たに認め

られたことなのです。

それにも関わらず、パルスを発す

る携帯通信網は面を覆い尽くすよう

に広がっています。Ｄーネットワー

ク、Ｅーネットワーク、データ通信、

レーダーなど。新しいデジタルコー

ドレス電話の基準による新世代の小

型の携帯通信はパルスを発しつつ送

受信し、これは電話をかけていない

ときにもいつもパルスを発していま

す。本来不要なのに継続的に通信し

ている機器は、生物へのリスクが明

確にならない限り、寝室の枕元、書

斎机、耳にじかにつけることも避け

るべきでしょう。

治療現場において、新しいパルス

を打つ電話の使用、あるいはパルス

を発する送受信機器のそばで生じる

患者さんの不快な訴えは、ますます

たまっています。多くの人は、デジ

タルシグナルを煩わしいパルスとし

て聞くことを申し立てています。

私たちの患者さんの何人かは、特

にマネージャーの仕事をされている

方は、しょっちゅう、そして長時間

電話をかけているので不調を訴え、

しかし、週末や休暇には苦しみから

解放されるとも語っています。ここ

でもまず第一に偏頭痛、頭痛が問題

になります。しかしまた集中力障害、

疲弊状態、耳鳴り、不快感も。その

場合に目立つのは、偏頭痛や頭痛、

耳鳴りの場合に半身の兆候が問題に

なるということ。痛みの症状が体の

半分にでるのです。携帯電話のアン

テナ、通信に関わる側ということか

と思われます。

健康への支障がない、という確証

がまだ最終的にはっきりしないよう

な技術は性急に実用にもたらすべき

ではありません。産業、学問、政治

はそのことに対する責任を担うべき

です。

既成の限界値は残念なことに、こ

のパルスを発する放射のリスクに関

してまったく関与していません。た

だパルスを発しない（電磁）場につ

いてのみであり、熱的作用のみを考

慮しているにすぎません。つまり、

身体が電話（通話）によっても温め

られることがなければ、つまり、「人

工的な発熱」がなければ、公的な放

射防護機関は、なんら対応の必要性

を見いだすことがないのです。

身体を温めることに導く電磁場の

強さを値的にははるかに下回る、パ

ルスを発する放射の生物へのリスク

に関する幅広い研究成果は、全く考

慮されていません。重大な過小評価

です。

ヴォルフガング・メース

私たちの顧客でも、訴えがたまっ

医療実践におけるバウビオロギーと環境医学の協働
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ています。彼らの報告によれば、何

年も通信マストのすぐそばに住んで

いても何ら問題がなかったのに、既

存のマストにさらにパルスを発する

携帯通信網の設備が付加されたとた

ん、状態が変わったといいます。該

当者には何が付加されたのかも最初

は知ることがありませんでした。し

かしたしかにそこから健康問題が始

まったのです。

生物学的に原因を遡及していく

と、電磁場の強度のほかに、その種

類、発生方法を評価する事も大切で

す。デジタルはアナログではなく、

周波数変調（FM）は、振幅変調（Ａ

Ｍ）ではなく、Ｃ−ネットはＤーネッ

トではなく、ラジオはレーダーでは

ありません。

事例と限界値

デゥイスブルクの病院の経営者

は、家のそばに携帯通信送受信設備

を取り付けた後、数週間して病気に

なりました。彼の寝室は送信局と向

かいあわせであり、ベッドから設置

された送信設備をみることができま

した。多くの窓、特に古いものは電

磁波放射を都合よく透過し、石やコ

ンクリートのようなマッシブな建築

材料は透過しないか、少しだけにす

ぎません。家の主人はそれゆえ、寝

室を送信機の見えない、家の反対側

へ移動しました。実験したい好奇心

もあって。その結果は、ほぼ電磁波

強度を 98％削減することができ、

健康を取り戻しました。

デュッセルドルフでは、10歳の

女の子が、およそ20m離れたとこ

ろに設置された携帯通信用のタワー

から頭痛、耳鳴り、めまい、不快感

を訴えるようになりました。その子

の寝室における電磁波強度は脳波図

の効果に導く値を超えたものでし

た。窓は特殊フィルムによって遮蔽

されたことによって、数値は95％

削減されました。女の子の苦しみは、

あっという間に、ひどくなったのと

同じように、あっという間になくな

りました。

あるいは痛みから夜に眠れなく

なり、医者にずっとかかっていた先

生は、もともとナイトテーブルにお

いた恒常的に電波を発するデジタル

コードレス電話からのことでした。

このパルスを発する源を遠ざけたこ

とで、すぐさま症状は改善されまし

た。

デジタルコードレス電話に関する

事例はたくさんありますし、症例は

ますます現れています。何千、何万

台と機器が販売されているのですか

ら。いつもパルスを発しない機器が

あるにも関わらずです。人々は苦し

み、それなのに誰も行動をおこしま

せん。

一般の方は過大な要求をされ、

様々な周波数と変調方法をもった無

数の発信機を考慮し、眺望を見失っ

ています。

そのような方は生物へのリスクを

評価できません。問題ある発信機と、

そうではないものとの区別をするこ

とができません。たいてい危険にみ

えるアンテナの構造と、送受信用皿

型アンテナが比較的危なくない、と

いった程度です。

公的な限界値を信頼すれば、彼

は見捨てられるでしょう。私たちの

限界値は産業界を守っているのであ

り、該当する人間を守っているので

はありません。残念ながら。ただ身

体の温度上昇がみられることだけが

評価の基礎にあり、健康や傷みとは

関係ありません。梗塞、ガン、アル

ツハイマー、子供ができない、快適

性や生活の質の向上とも関係ありま

せん。

（次号に続く）
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2015 年 6月 21日　第 41回定例セミナー

「群馬の古民家をたずねる－養蚕集落の現在」

石 田 寿 信

今回のセミナーは、120 年の歴史を持つ蔵を改装した日本茶喫
茶「棗（なつめ）」	（高崎市、http://tabelog.com/gunma/A1001/
A100102/10010073/）と、現代も養蚕集落の景観を維持する山王
集落（前橋市）を見学する会としました。
講師には、山王集落の研究をされてきた石田寿信氏（建築家、智恵

蔵研究所）をお迎えしました。配布資料をご厚意から掲載させていた
だきます。（石川	恒夫）
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　（石田 寿信）
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総社町山王地区を歩いて

番外編

養蚕農家の暮らし

かなり予定より遅れ、15時前に集落外れの駐車場からスタート。

まずは地駐車場間近の A邸。昭和 12年生まれのご主人に家のことは

もちろん、養蚕に関わる暮らしや業務の話などを、面白く聞かせていた

だいた。1850年頃（嘉永年間）に移築された大きな家である。間口11軒、

奥行き6.5間、建築面積70坪余り。出桁造りなので2階はさらに数坪広い。

総面積 150坪、500㎡に及ぶ大型民家である。大黒柱は 30cm角のケヤ

キか。お話を聞いた応接の天井は表しで、2階床板がそのまま天井板になっ

ている。

この地域では、おそらく江戸時代末期から養蚕が主産業。当家でもその例にもれず、建物のつくりそのものが養蚕向

きになっている。昭和 44年に父上が亡くなられて相続税を 150 万円課せられたが、それも春の養蚕の上がりで払え

たという。それほど豊かな産業だったわけだ。したがって、どこでも養蚕が第一。畑はほとんどが桑。田んぼは自家消

費分のみで、せいぜい 2、3反。それでも 20俵前後がとれる。一人年間 3俵ぐらいの消費だから、それだけあれば家

族には十分。野菜などは桑の木が枯れたところで作ったという。

繁忙期には女の人を雇ったが、ニコヨン（日給 240 円）の時代に 380 ～ 400 円。標高の高い村からくれば、平地

の繁忙期を終えて帰るとちょうど山では忙しくなる時期。好都合な出稼ぎだったようだ。そんな仕組みが養蚕業を支え、

その象徴が富岡製糸場であった。

庭のイトヒバは市内で最大。指定樹木になっている。補助が出ているそうだが、わずかに 2000 円。持ってくる人

の人件費の方が遙かに高い。ちゃんと維持されているかを確認するための持参だそうだが。

家の造りと由来

次はB邸。ここでは奥様に対応いただいた。

この家も昭和 33年に榛名山の麓の村から移築された。創建は不明だが、比較的新しいのではないかとの見立てであ

る。この地域の多くの家が移築されているが、このことは、大きな家が資産備蓄の手段になっていたことを示している。

余力がある時に家を建て、お金が必要になるとその家を売ってまかなう。山王地区の家は、多くがそのパターンで購入、

移築された。ということは、純粋にこの地で発達した構法、建て方ではないともいえる。もちろん、はるか遠く離れた

場所から来ているわけではないので、地域の気候風土を反映していることに違いはない。養蚕への対応という共通項も

ある。例えば、大屋根に設けられた通風・排気のための越屋根は共通する仕組みであるが、A邸のように屋根全体に及

ぶ長大なものもあれば、B邸に見られるいくつかに分割されたものもある。山王地区ではそれらが混在しているが、各々

が元あった場所・地域の特徴を表しているのではないかと思われる。

B邸の北と西と東には立派な「かしぐね」。その機能を存分に発揮できるように、よく手入れされている。北東の隅

には氏神様も祭られ、小さな赤い祠が印象的である。

道路沿いのかしぐねには補助が出ているそうだが、たかだか 1万円。A邸の指定樹木への補助の少なさをみても、

維持管理を積極的に支援する金額にはなっていない。

写真 1　A 邸〈長い腰屋根〉



Baubiologie 2015. 10 No.41&42　39

歴史に彩られる

白鳳期の創建とされる山王廃寺には礎石と石製の鴟尾。鴟尾は昭和 11年に国指定重要美術品に指定。対になる鴟尾

は畑から発見され五千石用水脇のC邸に保存されている。この地域は、1300 年以上前から旺盛な政治経済活動が営

まれた歴史地区でもあることがわかる。

最後の見学場所は小栗上野介が建てたという家。やはり移築されてD邸になっている。文化財としての指定を目指

しているそうだが、決め手となる小栗の家だったことの証拠がないのが弱みという。式台付きの立派な家である。式台

奥と居住部分が仕切られ、公私が区分されているという。が、残念ながら痛みが進んでいる。幕末期に日本の近代化に

偉大な功績を遺した人物の居宅であれば、これまた大きな歴史遺産の一つに違いない。

　　　　　

写真 5　石製の鴟尾〈山王廃寺の鴟尾と対をなす〉 写真 6　旧小栗邸？

かしぐね

この地域の景観を特徴づけるのは「かしぐね」と「大型養蚕農家」であろう。防風林と民家の特徴的な組み合わせは

少なくない。代表的なものとして、東北地方の「いぐねと大型民家」、砺波平野の「カイニョとアズマダチ」、斐川平野

の「築地松と反り棟の民家」などが知られる。これらは、日本を代表する三大防風林である。

写真 2　B 邸　〈腰屋根が 3 つに分かれる＞ 写真 3　かしぐねと民家 写真 4　B 邸のかしぐね
〈氏神様が祭られる〉

ぼうがき　かずあき
兵庫県姫路生まれ。1973 年、北海道大学建築工学科卒業後、建設省
建築研究所入所。室内環境とその快適性、エネルギー消費、省エネ
ルギー技術、シックハウス対策、などの研究開発に従事。2001 年の
機構改革による独立行政法人建築研究所所属。2008 年より東京都市
大学教授。日本バウビオロギー研究会理事。本年より東京都市大学
名誉教授。
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山王地区のかしぐねと民家も日本代表に劣らない。高さ 10m程の樫の木の連なりが上州の空っ風から民家を守る。

北と西に、さらには東にも延びてコの字でがっちり守る例もある。道路沿いにかしぐねが続く景観は美しい。維持する

のは並大抵ではないと思うが、地域に根ざした機能と景観はサステナビリティーの象徴に他ならない。

地上 1.5m程がブロックないしは石積みに替わっている例もあるが、きっと夏は風の通りが悪くなって暑くなったに

違いない、などと思いながら歩く。ブロックは強い風も弱い風も止めてしまう。一方で生け垣は、強風はさえぎるが弱

い風は通すという、願ってもない対応力を持つ。加えて、樹木の環境緩和効果も見逃せない。

　　　　　

写真 10　2 段のかしぐね 写真 11　石垣とかしぐね

おわりに

このかしぐねと大型民家群は、文化庁が選定する重要伝統的建造物群

保存地区となる価値があると考える。かしぐねの美しさや状態の良い大

型民家は、一般の人にとっても魅力的な存在ではないかと思う。重伝建

への動きもあるようだが、選定されることのメリットとデメリットを住

民の皆さんがどのように受け止めるかであろう。選定済みの110地区（平

成 27年 7月現在）と比較して、文化的な価値は見劣りしない。できる

ことであるならば、よい状態で維持され、活用されることを強く期待し

たいと思う。

写真 7　いぐね 写真 8　カイニョ 写真 9　築地松

　　　　　　　

写真 12　かしぐねと民家の佇まい
〈重伝建の価値は十分〉
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1. はじめに

群馬県は古くから養蚕業が盛ん

であり、屋根に「櫓」と呼ばれる越

屋根を設けた養蚕農家が県内各地に

数多く現存している。櫓は、清涼育

という養蚕方法が開発された際に、

櫓からの排熱換気により 2階の蚕

室温度を養蚕に適正な範囲（27～

30℃）に調整するために設けられた

といわれている。また、これら養蚕

農家では、1階は和室を「田の字型

プラン」に配置することにより開放

的な間取りとし、玄関は「通り土間」

と呼ばれる南北に貫通した土間床と

なっているほか、建物周囲には冬期

の季節風である空っ風から建物を守

る「樫ぐね」と呼ばれる屋敷林を植

栽するなどの特徴がある。これらの

手法は、「櫓」による排熱換気、「田

の字型プラン」による通風の促進、

「通り土間」による蓄熱・蓄冷効果、

「樫ぐね」による日射遮蔽・防風など、

特に夏期における防暑対策として有

効となることが予測され、これらが

室内環境へ与える影響を明らかにす

ることは、今後の住環境を検討する

上で有意義であると考えられる。ま

た、2014年 6月には、「富岡製糸場

と絹産業遺産群」が世界文化遺産に

登録され、その中には、田島弥平旧

宅などの養蚕農家も含まれており、

今後、昔の状態が残されている養蚕

農家は文化財としての価値が高まる

ことも予測される。

そこで、本研究では、前橋市内に

現存する養蚕農家6件を対象とした

室内環境の実測調査を行うことによ

り、養蚕業が衰退した現在、主に住

居として使用されている養蚕農家の

室内温熱環境と住まい方の実態を把

握し、今後の建物保存や改修を検討

するための基礎資料として整備する

ことを目的とする。なお、本稿では、

第41回定例セミナーで見学した2

件（A邸、B邸）の結果を中心に詳

細を報告する。

2. 調査方法

2.1 調査対象住宅の概要

表 1に調査対象建物の概要を示

す。調査対象は、群馬県前橋市総社

町山王地区にある養蚕農家6件であ

る。これらの養蚕農家では1970年

代まで養蚕業を営んでいたが、現在、

養蚕は行っておらず、主に住居とし

て使用されている。当初の建築時期

は、江戸末期から昭和期にわたり、

他地域からの移築や曳家も含まれて

いる。いずれの農家も一部または全

面的な改修・建て替えが行われてい

るが、A、B、D邸の 3件は、改修

箇所が少なく、建物の外観・内観と

もに古材が見える状態となってお

り、比較的昔の状態で残されている。

一方、C、E、F邸の 3件は、間取

りは以前の名残が残されているもの

の、大規模な改築や建て替えが行わ

れており、外装はトタン板や吹付け

塗装、内装はビニルクロスなどの現

代的な仕上げ材が使用されている。

また、2階の蚕室は、いずれの農家

も一部または全部を居室に改修して

使用している。櫓の状況は、A～D

邸の4件は櫓が残されているが、E、

F邸の2件は建て替え時に撤去され

ている。櫓は養蚕が行われていた頃

は、板状の戸により開閉が行われて

いたが、現在では風雨の浸入を防ぐ

ために窓サッシを取り付けたり、ト

タン板などで完全に塞ぎ、開閉でき

ない状況となっている。A邸は棟方

向に小さな櫓が3つある「3つ櫓」

であるが、現在は1箇所のみが部分

的に開放されており、残り2箇所は

完全に塞がれている。B、C邸は棟

方向に長く連続した1本の「総櫓」、

D邸は「2つ櫓」であり、いずれも

全面閉鎖されている。土間は、現在

はコンクリートを打設したり、玄関

周りの改修により、元々あった広い

通り土間を小さくして、一般的な住

宅の玄関と同様に改修した農家もみ

られる。A、D、F邸では通り土間が

残されており、このうちD邸はコン

クリートを打設せず、三和土となっ

ている。その他の農家は玄関周り

の改修により、昔ながらの通り土間

は残されていない。暖房器具は、各

農家とも石油ストーブや石油ファン

ヒーターが主に使用され、エアコン

や電気ストーブを併用している農家

もみられるほか、A邸を除く5件で

は、こたつが使用されている。冷房

器具は、C、D邸ではエアコンが設

置されていない、または、設置され

ていても使用されておらず、主に扇

風機や窓の開放による通風で暑さを

しのいでいる。その他の農家では、

エアコンは設置されているが、E邸

以外は扇風機を併用している。各農

家とも敷地の北西方向に建物の高さ

と同程度の樫ぐねが残されている。

写真1に調査対象建物の外観を示す。

2.2 測定方法

測定項目は、室内の温湿度とし、

原則として、①居間、②玄関付近、

③寝室、④櫓付近（または 2階の

居室）とする。測定には、温湿度セ

2015 年 6月 21日　第 41回定例セミナー

～前橋市総社町山王地区における養蚕農家を対象とした室内温熱環境の実測調査～

三田村 輝章（前橋工科大学）
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ンサー付き小型データロガー（ティ

アンドディ製、TR-72Ui）を使用

し、床上 1m付近に設置して、15

分間隔でデータを記録する。測定時

期は、2012年 6月に開始し、E邸

は2013年 2月まで、C邸とF邸は

2013 年 4月まで、その他は 2013

年 8月まで実施した。

また、2012年 8月下旬の1週間

を対象として、PMVの測定を行った。

測定には、WBGT指数-PMV値計（デ

ルタオーム製、HD32.3）を使用し、

居間の床上1m付近の温度、相対湿

度、グローブ温度、風速を1分間隔

で測定し、着衣量を0.7clo、代謝率

を1.0met としてPMVを算出する。

なお、PMVの測定は、居住者の了

承を得られたA～C邸の 3件のみ

で実施した。

3. 調査結果

3.1 年間の日平均温度変動

図 1に各農家の 1･2 階居室にお

ける年間の日平均温度変動を示す。

夏期では、農家間の温度差は小さく、

外気と同様な変動傾向を示している

ことから、冷房の使用は少なく、窓

を開放している時間が長いことが推

察される。秋期から冬期にかけては、

室温と外気温の差は徐々に大きくな

り、冬期では、農家間の温度差は大

きく、5℃以下となる室がある一方

で、15℃以上となる室もみられる。

これは、2階の蚕室や書斎など実際

には殆ど使用していない室も含まれ

ていることや各農家で断熱性能や暖

房の使用に差があることが考えられ

る。

3.2 冬季一週間の温湿度変動

（1）A邸

図2にA邸における冬季一週間の

温湿度変動を示す。台所を改修した

仕事場では、朝、昼、晩の3回にわ

けて暖房が使用され、20～ 23℃程

度まで上昇するが、夜間の温度低下

は大きく、5～ 9℃程度まで低下し

ている。その他の居室では、日中の

表 1　調査対象建物の概要

A 邸

C 邸

E 邸

B 邸

D 邸

F 邸
写真 1　調査対象建物の外観
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図 1　各農家の 1･2 階居室における年間の日平均温度変動

図 2　A 邸における冬季一週間の温湿度変動 図 3　B 邸における冬季一週間の温湿度変動
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外気温度の上昇に伴い10～ 15℃ま

で上昇するが、仕事場と同じく夜間

は4～ 7℃程度まで低下する。2階

居間では夜間に温度上昇がみられ、

生活パターンとして、日中は1階仕

事場に滞在し、夜間は2階居間で過

ごしていることが考えられる。相対

湿度は30～ 60%RHの範囲で変動

し、温度の高い居間で他室よりも低

い傾向がみられる。絶対湿度は、仕

事場ではエアコンと加湿器を併用し

ていることから、おおよそ暖房の使

用時間帯に合わせて急激に上昇して

いることがわかる。

（2）B邸

図 3に B邸における冬季一週間

の温湿度変動を示す。事務所の温度

が最も高く、暖房器具として石油ス

トーブを使用している時間帯では

20℃程度まで上昇するが、夜間の温

度低下は大きく、7～10℃程度まで

急激に低下する。2階寝室は就寝時

間帯において14～ 19℃の範囲にあ

り、エアコンによる暖房の影響がみ

られる。1階寝室（別棟）の温度は

最も低く、日中は殆ど暖房を使用し

ない1階居間と同程度まで上昇し、

図 4　A 邸における夏季一週間の温湿度・風速・PMV 変動 図 5　B 邸における夏季一週間の温湿度・風速・PMV 変動
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夜間は4～6℃まで低下する。相対

湿度は、最も室温の低い1階寝室（別

棟）で最も高く、40～ 60%RHの

範囲で変動し、その他の部屋では、

25～ 45%RHの範囲で変動してい

る。絶対湿度は、石油ストーブを使

用する事務所で急激な上昇がみられ

るほか、エアコンを使用する2階寝

室でも暖房時間帯に緩やかな上昇が

みられるのは、在室者による影響で

あると考えられる。

3.3 夏季一週間の温湿度・風速・

PMV 変動

図4にA邸における夏季一週間の

温湿度・風速・PMV変動を示す。A

邸では、測定期間中の日中や夜間に

一時的に冷房が使用されており、そ

の時間帯は26～ 27℃まで急激に温

度が低下している。また、冷房使用

時と就寝時以外は窓を開放している

ため、その時間帯では、室温及び相

対湿度は外気とほぼ同程度である。

空気温度とグローブ温度の差は小さ

く、1℃未満であり、特に窓を開放

している時間帯では、殆ど重なって

いる。室内の風速は、窓を開放して

いる時間帯では0.5～ 1.2m/s であ

り、風通しの良さが伺える。一方、

測定したPMV値は、日中は室温が

34℃程度まで上昇するため、最高で

3.0（暑い）付近まで上昇し、室温

の低下する夜間で1.0～ 1.5（やや

暖かい）であり、快適域とされる±

0.5の範囲に入るのは、冷房使用時

のみである。しかしながら、居住者

へのヒアリングでは、1階では冷房

を使用しなくても十分に過ごせると

のことであり、PMV値と居住者の

温冷感覚に乖離がみられる。

図5にB邸における夏季一週間の

温湿度・風速・PMV変動を示す。A

邸と同様に日中や夜間に一時的に冷

房が使用されており、その時間帯は

24～ 26℃まで急激に温度が低下し

ている。また、日中は窓を開放して

おり、室温は外気とほぼ同程度まで

上昇するほか、室内の風速は0.5～

1.0m/s で変動しているが、8月 22
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4. まとめ

実測調査により、養蚕農家では冬

季における居室の室温低下が懸念さ

れたが、夏季では開放的な間取りに

よる風通しの良さや土間の蓄熱・蓄

冷効果を確認した。以上より、今後、

住居としての養蚕農家を維持・保存

していくには、夏季における建築的

な利点を活かしつつ、冬季の温熱環

境を考慮した断熱改修が重要になる

と考えられる。

あとがき

本稿は、文献1）及び2）を元に

再編集したものであることを追記す

る。
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何十年もの歳月をかけて木材
になる、その過程のうちかな
り早い段階のしかも人の手に
よって行われる作業ができて
貴重な体験になった。
当たり前に身の回りにある木
材が、はじめは木の芽だった
ということを改めて理解でき
た。

まだ細く弱弱しいコナラの苗
木がいずれ大木になると思う
と、この作業もとても深いも
のに感じたし、機械でなく人
の手で行うことに意味がある
と思った。

はじめはこんなに量が多くて、
長い草だとは思わなくてこん
なにたくさん刈れるかと不安
だった。でもはじめると刈る
のがすごく楽しくて、どんど
ん刈り進めることができた。
この作業を何度も何度も繰り
返していくと思うと、1本の
木にものすごく時間と手間を
かけていることがわかった。
大きな木になるのに 50 年も
かかるのも知らなかった。

植林された苗木を切らないよ
うに注意しながら、刈り進め
ていくのはなかなか大変だっ
た。でも自分たちで作業する
ことで、木を育てることの大
変さと木材の大切さを実感す
ることができた。

草刈をするのは久しぶりで土
や草に触れる機会も減ってい
たので土を踏みしめて水滴の
ついた草をかきわけながら草
を刈るのは楽しかった。リボ
ンのついたコナラを守りなが
ら、急斜面をのぼって振り返
ると、自分が草を刈ったその
痕跡が目に見え達成感を感じ
ることができた。

植林されている場所は雑草がかなり生い茂り、
これを全部刈るのは無理だと感じた。まだ木は
若く、細く、ほかの雑草と間違えて切ってしま
うような幹事で、このような下草刈りを 8年
間すると聞き、「気を育てる」ことはかなり大
変なことだと思った。林業の復興はものすごく
大変だと思った。機械に頼ることがあまりでき
ないこの下草刈は斜面にあり、足元が悪く、高
齢者にはとても大きな負担になるだろうと感
じ、若い力がたくさん必要であると感じた。

本来機械でやる作業を鎌を使って手作業でやったわ
けだが、あれだけの人数が一時間近く動いてもあの
一帯をやるのが精一杯で、昔の林業はどれほど大変
だったのだろうかと途方にくれる。またあの一帯の
木が材木として使われるのに 40 ～ 50 年かかるわ
けでさらに途方もない。木が立ち、根を張ることで
地盤を強くすると聞くが、あの急斜面でどのように
伐採されるのか気になる。調べねば…

小
井
土
製
材
所

下草刈りの後、はじめに聞い
た、木を全て無駄なく使うと
いうことばに安心感を覚え
た。
木くずを燃やしてボイラーを
稼動して、それで木を乾燥さ
せるというのは自然への配慮
もあり良いと思った。

無駄のないように主となる部
分や皮、木屑まで有効活用し
ていた。後々寸法が狂ったり
しないように水分を抜く作
業、CO2 削減のために行っ
ていることなど、一つ一つの
工程に様々な工夫があること
を学ぶことができた。

丸い木が四角くカットされる
工程を知った。レーザーを機
械で木、それぞれが違うので
操作してうまく枠に納めてい
るのを見て驚いた。無駄が出
ないように木の部位や木の種
類に応じてそれぞれ役割がき
ちんとあった。乾いた木は軽
かった。四面背割りなど工夫
がされていた。

50 年以上かけて育った木の
皮をはいで、木材として必要
な大きさにカットしていく作
業をはじめてみて感動した。
日本中で大量の木材が使われ
ているけれども、製材所では
1本 1本丁寧に調節しながら
カットしていた。またはいだ
皮をバイオマスエネルギーや
キノコの菌床として再利用し
ているという合理的な面も知
ることができた。

機械を使って木を加工するも
のの、木の形はそれぞれ違う
ため人の手で一つ一つ操作を
して加工していることや、材
木の大きさによって乾燥時間
を変えるところなどが、手間
や時間が多くかけられている
ことを感じた。材木にならな
い木の皮や切れ端でも燃料や
菌床に使われていて、資源を
無駄にしない工夫を感じた。

とても広い土地にあるこの工場にはとても大き
な音が響いていた。群馬県や他県から取れた丸
太が大量にあり、スケールの大きさに驚いた。
一本の丸太を無駄にしないように計算されて
カットされていた。レーザーを使い、人の目と
あわせて次々とカットしていく様子はとても巨
大な丸太を扱っているようにはみえなかった。
中心を大きな柱として、回りは皮からしっかり
と使っているこの
姿勢は、木を育てる
ことの大変さ、重要
さなどいろいろなこ
とを理解したうえで
行われていることが
わかった。

実際に伐採された木々が並ぶ姿は壮大の一言に尽
きる一つとして同じ木はなく、材木としてのカッ
トも職人さんが目で見て適した寸法のものに切り
出したりと、近代化の中に職人技が光った。ゴミ
を出さないように近くの酪農におがくずを提供し
たり、無駄を減らす努力もすばらしい。材木とし
て市場に出回るまでにもあれだけ多くの工程があ
ることを思うと、一年後期（の設計課題）に提出
した私の木造バス停がとんでもないものだったと
思われる。実際に触れ、嗅ぐことで材としての個々
の特質を身近に感じ、一方で自分の無知さに今後
の課題を感じざるを得なかった。

八
幡
幼
稚
園

遊戯室に入ると、みんな次々
に座りだして、木質の空間で
落ち着きだしたのが印象的
だった。
一日を通して、より木との親
密さが増したように感じら
れ、実際に建築の一部となっ
た木材の匂いや手触り、テク
スチャがとても心地よくやさ
しく感ぜられた。

遊戯室に入った時の木の香り
がとても心地よかった。木の
組み方、色合い、配置、使
う対象にあわせたスケール。
色々学ぶことが多かった。

本当に居心地の良い空間だっ
た。丸柱のあるステージは門
のようになっていて、壁はス
ポンジをつかって温かみのあ
る色になっていた。上のトラ
スが大きく存在感があった。
遊び心をくすぐられる場所が
いくつもあっておもしろかっ
た。木材の柔らかさが感じら
れて良かった。

実際に木材を使った幼稚園の
園舎はとてもいい香りのする
あたたかい場所だった。特に
2本の大きな丸太柱があるこ
とでより木の優しさと力強さ
を感じさせられた。子どもた
ちにとって安心で安全なデザ
インもたくさん学ぶことがで
きた。

ほとんどが木材がそのまま表
面に使われていて、あたたか
みのある空間だった。遊戯室
も広々としているが、アッ
パーライトやグラデーション
のカラーリングが柔らかい印
象を与えて落ち着く空間に
なっていた。教室の照明もす
りガラスや天窓に布をつけて
やわらかい光になっていて
ゆったりすごせるようだっ
た。少し掘り下がった読書ス
ペースも落ち着いて本を読め
るスペースになっていた。

建物の中に入ると、木の良い匂いがいっぱいに
広がっていた。建物の中はあたたかい色に包ま
れていて、入ってすぐに居心地の良さを感じて、
下草刈の疲れのせいもあるのか、眠たくなって
しまった。床はすべて木で、少し曲がっている
感じの心地よく足に伝わってきて、素足で生活
するのが容易に想像できた。教室にも木がふん
だんに使われていて、フローリングの硬さはな
く、やわらかい印象をもった。一段低くなった
絵本コーナーは一番気に入った場所である。縁
側のような外廊下は開放的で、すぐにでも外で
遊びたくなるようになっていた。木に囲まれた
この場所は園児たちにとってとても印象深い場
所であると考えられる。

木造には材としての質感が武器の一つだと私は
思っている。実際に寝そべったり、肌で材を感じ
ることで、熱の伝わり方や材として人の肌に与え
る安心感のようなものを感じていた。個々の教室
のあり方や動線などを考えた配置、階段下や舞台
下の収納など見せるべきものと隠すべきものの境
界、幼稚園といった小さい子どものための建築の
面白さを感じた。

2000 年から前橋工科大学建築学科 1年生／ 2年生で筆者が開講しているバウビオロギーでは建築材料のなかでもいうまでもな
く木材、そして木造が大切な学習内容です。7～ 8年前から座学としての講義だけではなく、五感を駆使して実物に接してほしい、
しかもただ建物を見るだけではなく、川上にあたる山の姿も見てほしいと願い、本研究会の賛助会員でもある下仁田の小井土製材
所の協力を得て、かぶらスギとして知られる、下仁田の山の現状、そして県下有数の小井土製材所の仕事を見せていただいています。
今年も梅雨の合間をぬって 7月 4日に挙行しましたが、今回は下仁田森林組合の全面的な協力を得ることができ、5月にコナラ
の苗を植えたばかりの斜面地の下草刈をさせていただく機会をえました。一週間前に現地視察したときとは一変して雑草が生い茂
り、学生ははたして大丈夫かと案じましたが、次第に作業に慣れて体も動き、楽しむ姿を見ることができほっとしました。勿論本

特別寄稿　山を知る・木を知る　バウビオロギーの実践的建築教育の試み 石 川 恒 夫　

現地下見の状態 赤いリボンのコナラを切らないように

小井土社長による説明 レーザーで角材にカット

遊戯室でくつろぎだす学生 遊戯室
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の課題を感じざるを得なかった。

八
幡
幼
稚
園

遊戯室に入ると、みんな次々
に座りだして、木質の空間で
落ち着きだしたのが印象的
だった。
一日を通して、より木との親
密さが増したように感じら
れ、実際に建築の一部となっ
た木材の匂いや手触り、テク
スチャがとても心地よくやさ
しく感ぜられた。

遊戯室に入った時の木の香り
がとても心地よかった。木の
組み方、色合い、配置、使
う対象にあわせたスケール。
色々学ぶことが多かった。

本当に居心地の良い空間だっ
た。丸柱のあるステージは門
のようになっていて、壁はス
ポンジをつかって温かみのあ
る色になっていた。上のトラ
スが大きく存在感があった。
遊び心をくすぐられる場所が
いくつもあっておもしろかっ
た。木材の柔らかさが感じら
れて良かった。

実際に木材を使った幼稚園の
園舎はとてもいい香りのする
あたたかい場所だった。特に
2本の大きな丸太柱があるこ
とでより木の優しさと力強さ
を感じさせられた。子どもた
ちにとって安心で安全なデザ
インもたくさん学ぶことがで
きた。

ほとんどが木材がそのまま表
面に使われていて、あたたか
みのある空間だった。遊戯室
も広々としているが、アッ
パーライトやグラデーション
のカラーリングが柔らかい印
象を与えて落ち着く空間に
なっていた。教室の照明もす
りガラスや天窓に布をつけて
やわらかい光になっていて
ゆったりすごせるようだっ
た。少し掘り下がった読書ス
ペースも落ち着いて本を読め
るスペースになっていた。

建物の中に入ると、木の良い匂いがいっぱいに
広がっていた。建物の中はあたたかい色に包ま
れていて、入ってすぐに居心地の良さを感じて、
下草刈の疲れのせいもあるのか、眠たくなって
しまった。床はすべて木で、少し曲がっている
感じの心地よく足に伝わってきて、素足で生活
するのが容易に想像できた。教室にも木がふん
だんに使われていて、フローリングの硬さはな
く、やわらかい印象をもった。一段低くなった
絵本コーナーは一番気に入った場所である。縁
側のような外廊下は開放的で、すぐにでも外で
遊びたくなるようになっていた。木に囲まれた
この場所は園児たちにとってとても印象深い場
所であると考えられる。

木造には材としての質感が武器の一つだと私は
思っている。実際に寝そべったり、肌で材を感じ
ることで、熱の伝わり方や材として人の肌に与え
る安心感のようなものを感じていた。個々の教室
のあり方や動線などを考えた配置、階段下や舞台
下の収納など見せるべきものと隠すべきものの境
界、幼稚園といった小さい子どものための建築の
面白さを感じた。

来１～２人工のところを 50人近くで作業しているのですから、真似事に過ぎないかもしれません。しかしそれによってでも、
苗木の生長を慈しみ、保護することの大変さ、つまり多少なりとも林業の現状を知ることができました。
さらに小井土製材所においては製材するプロセスを見聞することができました。樹皮のチップ化による自立循環的な経営が形
成されています。自然界で人間のみがゴミをつくりだしてしまっていることを考えると、小井土製材所は未来の企業モデルを先
取りしているともいえるでしょう。そしてこの製材所を経由した県産材を全面的に用いた筆者の設計による木造施設（高崎市、
八幡幼稚園 2010 年）の空間を体験するという、一連の川上から川下への流れを学生は体験することができました。学生に何か
大切なことが届いたと実感した一日でもありました。理想的にはプレカット工場を見ることができれば言うことないのですが。
以下に 7人の学生の感想を紹介し、ややもすると細切れになってしまう現代の分析的な学問に対して、ホリスティックなバウ
ビオロギーの本来的な学びの一旦を知っていただければ幸いです。

下草刈終了時

2014 年の大雪後につくった資材置き場
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岐阜県

Q1： どういう経緯で現在のお仕事をするに至りましたか。

辻　大坂芸術大学の建築学科で建築家・三澤文子氏に出
会い、建物の設計だけでなく、暮らしをデザインするこ

とを学びました。

　卒業後は三澤氏のMs建築設計事務所に勤務した後、

岐阜県立森林文化アカデミーの自然と人との共生を目指

す基本理念に賛同し、開学時からの教員として現在に至

ります。

Q2： 現在のお仕事を紹介してください。自分の得意
分野（守備範囲）は？

辻　現場で求められる要素（実務）や最新の知見（研究）
をもって人材育成を行うために、教育、実務、研究の３

つの分野のバランスをとりながら仕事をしています。得

意分野は、主に地域材を用いた木造建築の設計と、研究

分野では温熱環境、省エネ関連です。

　現在は経歴や個性がさまざまで、いろいろな面で秀で

る学生と、自らも学びながら試行錯誤の毎日をおくって

います。

Q3： バウビオロギーとの出会いは？

辻　「健康な住まいへの道」に出会ったことがきっかけ
で、建築の材料や工法だけにとどまらず、人を中心とし

た電磁場や温湿度、空気質といった様々な環境を考え、

総合的な視点という考え方に衝撃を受けました。さらに

良い悪いという曖昧な言葉ではなく、科学的な視点で定

量的な評価を行っていることに共感しました。

　気になった箇所には付箋をつけ、さらに調べて、自分

が理解し納得できると付箋を外すという癖があるのです

が、この本には、いまだに大量の付箋が残っており、今

でも読み返しています。

Q4： 通信教育講座の受講理由は何ですか。

辻　初めて出会ってから１０年以上が経過し、途中い
くつかの書籍などで情報を得ていましたが、バウビオロ

ギーは常に進化していました。通信教育講座の開設を知

り、教育の体系的な構成のもと、最新の知見と、より深

い考え方を学べる機会と考えて受講を決意しました。

Q5： 受講によって何が変わりましたか？プラスに
なったことは何ですか？ 

辻　期待通り、幅広い分野で総合的な視点を持ちつつ、
考えるきっかけになりました。さらに、日本ではあまり

知られていない考え方なども吸収でき、得意分野もさら

に伸ばすことができました。

　逆に、いろいろ知りすぎたため、考えなければいけな

いことが増え、考え方をまとめるのに時間がかかるよう

になりました。早くテキストの付箋を外せるように咀嚼

して自分のものにできると、このジレンマも少し緩和で

きるのでしょう。

　また、スクーリングをはじめ、セミナーなどで全国の

同じ想いを持つネットワークが広がったことも大きなプ

ラスです。

バウビオローゲに聞く。

通 信 教 育 講 座 バ ウ ビ オ ロ ギ ー BIJ を

2013 年 9 月に修了された 辻
つじ

　充
みつたか

孝さん 

を紹介いたします。

tsuji@forest.ac.jp

現職場の森林文化アカデミーです。
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Q6： 日本でのバウビオロギーをさらに発展させる為に
必要な事。強化すべきこと？伸ばすべきことは？

辻　ドイツからの翻訳だけでなく、日本や地域独自の視
点を加え、各地の持ち味をより活かすように進化させる

ことが必要だと感じます。これは、私たち日本や各地で

活躍しはじめたバウビオローゲの役割です。

　特に、世界地震発生の 10％程度を占める地震国であ

る日本においては、構造に対する考え方を整理し、他の

要素とのバランスを考えたり、全国各地に残る地域のつ

ながりや文化資産との関係をどのように活かすのかを考

える必要もありそうです。

Q7： 今後の抱負、ヴィジョンをお聞かせください。

辻　常に考えているのは、住まいは単なる器ではなく、
人の暮らしが中心にあるべきであるということです。ど

んな生活がそこで営まれるのかがまず大事で、その理想

とする生活を実現するために、構造や温熱環境、省エネ

などの各種性能が必要で、私の目指す設計スタイルは、

インフォームド・チョイス（情報提供と選択）です。

岐阜県立森林文化アカデミー

http://www.forest.ac.jp

辻　充孝 　Tsuji Mitsutaka

〒 501-3714　岐阜県美濃市曽代８８
T/F：0575-35-3889

Email：tsuji@forest.ac.jp

　良い暮らしをつくるには、幅広い視点と知識、技術が

必要ですが、一人では、とうてい考えきれません。これ

まで知り合ったたくさんの方々とネットワークやチーム

をつくり、個々の力を合わせることで良い暮らしをつ

くっていきたいと考えています。

Q8： 古今東西、あなたのお薦めの建築を教えて下さ
い！

辻　浄土寺浄土堂です。私の生まれ育った兵庫県小野市
にある大仏様を体現する唯一のお寺で、私が建築に興味

を持つきっかけとなった建物です。

　人の暮らしがあるわけではありませんが、配置計画が

考えぬかれ、ため池の反射光を活かした太陽光の取り込

みによる光環境の演出、耐久性を考えた木材の扱い方、

長期にわたる災害に耐える構造の明快な考え方、飾り気

のない飽きのこない意匠など、幅広い視野で考えられ、

現在でも参考になる部分がおおいにあります。

　時間や季節と共に変化する美しさがあり、この地で

800年以上もの間、風景をつくってきました。このよう

な風景をつくっていける建築をつくりたいですね。

浄土寺外観 西の蔀戸
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■ 主たる活動の報告

1．定例セミナー
第37回定例セミナー（2014 年 6月14日・土）参加者 6名
テーマ：「古事記に学ぶ建築人間学」
講 演：「住宅の設計と供給の基本
　 　　−科学で読み解いた古事記は人の営みの羅針盤−」
　 　　樫野紀元（特定非営利活動法人「ミレニアム教育・環
　 　　境研究普及協会」理事長）
会員活動だより

第38回定例セミナー（2014 年10月24日・25日）
参加者15 名　

テーマ：「バウビオロギー建築を訪ねるat 宮城」
1泊 2日で、バウビオロギー建築を見学するツアーを開催い
たしました。宿泊：手のひらに太陽の家
コーディネーター：濱田ゆかり（ひと・環境計画、当研究会理事）
案内・解説：佐々木文彦氏（ササキ設計代表）

日本バウビオロギー研究会　2014 年度 収支・活動報告
日本バウビオロギー研究会の 2014 年度における収支内訳及び活動報告をご報告いたします。
会費収入が予定した額に至っていないことがあり、全体としては黒字になっていますが、会報誌印刷代が事情により
2015 年度に処理されているため、実際は、繰越はほとんどない状態です。なにとぞ会の趣旨をご理解の上、会費納入
をお願いする次第です。
3月に 10周年のお祝いを、ビヨックさんを招聘し、成功裡に終了することができました。
第二 10年期は、いかにバウビオロギーの裾野を広げるかが問われています。また会員の皆様にとって具体的な設計
指針が提示できればとも思います。今号のSBM2015 はその意味で一つの環境性能維持のための指針でありましょう。

日本バウビオロギー研究会　石	川	恒	夫
■ 2014 年度収支報告

収　　入 予　　算 決　　算 備　　　　考
会費 1,300,000 936,500 前年度の未払い年会費の支払い含む
セミナー 100,000 23,000 定例セミナー分。OZONEにて開催した特別セミナーなどはBAU会議付属行事として別途計上。
特別セミナー 801,268 第2回 B.A.U.会議開催における収入決算
会報誌 200,000 28,000 会報誌バックナンバーの販売
書籍売上 100,000 0
通信教育講座受講費 936,000 784,000 受講生全 23名分の受講費
その他 0 176,028 広告費、および銀行利息加入分
繰越金 563,950 563,950

計 3,199,950 3,312,746

支　　出 予　　算 決　　算 備　　　　考

研

究

会

セミナー 200,000 20,000 定例セミナーの講師謝礼、第 2回ＢＡＵ会議　総支出
特別セミナー 748,560 第 2回 B.A.U. 会議　支出決算
会報誌（年４回） 900,000 0 印刷代：37～40 号分　支払は 2015 年度
郵便・宅配便代 100,000 46,666 会報誌発送、案内発送
事務用品代 200,000 17,574 封筒、インク、コピー代
交通費 100,000 25,570 セミナー等の事務局交通費
事務局手当 480,000 480,000 事務局作業人件費として (通信講座テキスト作成費含む )
会報誌編集経費 360,000 360,000 会報誌編集用人件費として（ホームページ編集費含む）
書籍仕入 50,000 0

通

信

講

座

海外資料翻訳・通信教育 305,895 305,895 テキスト翻訳外注
通信教育契約料 80,000 115,300 契約料の支払い（6月 80,400 円＋ 12月 34,900 円）
通信教育郵便・宅配便代 100,000 22,878 テキスト及び受講証明書などの送付
通信教育事務用品代 150,000 226 ラベルなど
通信講座交通費 100,000 10,000
その他 74,055 235,895 事務局ＰＣ、振り込み料

計 3,199,950 2,388,564

収　　支 予　　算 決　　算 備　　　　考
収　　入 3,312,746
支　　出 2,388,564
残　　金 924,182

残金　924,182 円は、2015 年度に繰り越します。

平成 26 年度　日本バウビオロギー研究会　会計監査報告

平成 26 年度日本バウビオロギー研究会会計について、帳簿、口座振替受払書、領収

書等の監査を行い適正に処理されていたことを報告いたします。　　　　　　　　　
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＊通信教育講座（FLB）一括ライセンス料
一括ライセンス料は、日本語の通信教育講座（FLB）受講者ひとりあたりの受講料の15％とするとの条文に従ったものです。「1年に2回おこなわれる。
支払い期日は6月30日と12月30日とする。」ことから、6月及び12月に支払ったものがこれにあたります。

支出 予算 備　　　　考

研

究

会

セミナー 200,000 セミナー講師への謝礼として
会報誌（年４回） 1,460,000 会報誌印刷の一部をオンデマンド化することを検討中
郵便・宅配便代 100,000 会報誌発送、セミナー案内発送など
事務用品代 130,000 コピー用紙、プリンターインク、ラベル、切手など
交通費 100,000 セミナーの事務局員交通費として
事務局手当 600,000 会計処理、ホームページ運営など
書籍仕入 50,000 関連書籍購入のため

通
信
講
座

通信教育契約料 80,000 ドイツ IBNへの契約料支払い
通信教育郵便・宅配便代 100,000 テキスト、スクーリング案内、修了証書発送費用として
通信教育事務用品代 150,000 CD-R、梱包材、ラベル、ファイルなど
通信講座交通費 100,000 スクーリング講師の交通費として
その他 386,182 その他企画事業開催のための費用として

計 3,456,182

日本バウビオロギー研究会　2015 年度 予算・活動計画
・定例セミナー
第 41回	6月27日開催、第 42回	１１月、第 43回	12月、
第 44回	2016 年 3月	開催予定

・会報誌年 3回発行　41～44号
・通信教育の継続
第Ⅷ期　2015 年 4月開講　

第Ⅸ期　2015 年10月開講

第Ⅰクール・スクーリング　5月・11月　開講予定
第Ⅱクール・スクーリング　7月・ 1月　開講予定
第Ⅲクール・スクーリング　3月・ 9月　開講予定

■予算案

収　　入 予　　算 備　　　　考
会費 1,300,000 正会員90名、賛助会員15 社、学生会員 2名
セミナー 100,000 定例セミナーの参加費として
会報誌（年４回） 200,000 会報誌のバックナンバー購入費として
書籍売上 100,000 理事及び関係書籍の売り上げとして
繰越金 924,182 平成 26年度の繰越金
通信教育受講費 832,000 通信教育講座受講生　全 11名

計 3,456,182

第39回定例セミナー（2014 年11月22土）参加者18 名
第 1 部：講師　石川恒夫氏（前橋工科大学教授／日本バウビ

オロギー研究会理事／バウビオローゲ IBN）
テーマ：「バウビオロギーから見た健康な住まいづくり」
第 2 部：講師　土田直樹氏（株式会社レジナ代表／日本バウ

ビオロギー研究会理事）
テーマ：「現実に起こっている電磁波の実態とその対応について」
場　所：リビングデザインセンターOZONE（新宿）

第 40回定例セミナー（2015 年 3月10日・火）参加者19名
テーマ：「バウビオロギーとサスティナビリティ−健康な住まい

から健康な街へ−」
第 1 部：「魂の宿る場所−バウビオロギーこれからの展望−」
講　師：石川恒夫
第 2 部：「ローテクとハイテク−その融合・調和が開く未来−」
講　師：坊垣和明
第 3 部：「バウビオロギーとサスティ	ナビリティ	−健康な住ま

いから健康な街へ−」
講　師：クリストフ・ビヨック
通　訳：石川恒夫

2．日本バウビオロギー研究会設立 10 周年記念事業
　  第 2 回 B.A.U. 国際会議 の開催
開催日時：2015 年 3月6日（金）～8日（日）
開催場所：軽井沢・恵みシャレー
主　催：日本バウビオロギー研究会
後　援：ＩＢＮ（ドイツ・バウビオロギー・サスティナビリティ

研究所）
講　師：クリストフ・ビヨック（建築家／バウビオローゲ IBN）
　　　　三井所清典（理事／芝浦工業大学名誉教授）
　　　　土田直樹（理事／株式会社レジナ代表）
　　　　浦尾弥須子（日本鋼管クリニック）

　　　　辻　充孝（岐阜県立森林文化アカデミー准教授）
　　　　石川恒夫（理事 / 前橋工科大学教授、バウビオローゲＩＢＮ）
会員活動報告
石永節生（有限会社イシナガ建築工房・NPO法人代表）
阿部哲志（岩手県庁職員）
近藤佳奈（武庫川女子大学生活環境学部建築学科）

協　賛：有限会社　アトリエDEF　様
　　　　環境リサーチ株式会社　様
　　　　株式会社TERRACE　　　様
　　　　株式会社タニタハウジングウェア　様
　　　　落合　伸光　様

3．会報誌
第37号、38＆39号合併号および第40号を各1000部発行。

4．広報活動
会報誌 33～36号を県立、政令指定都市の図書館、建築系
大学に寄贈

5．教育活動
・通信教育テキスト翻訳
・通信教育講座　第四期　2013 年 4月開講　1名受講
第Ⅴ期　2013 年10月開講　4 名受講
第Ⅵ期　2014 年 4月開講　2名受講
第Ⅶ期　2014 年10月開講　4 名受講
第Ⅷ期　2015 年 4月開講　1名受講

※今年度より、3年間年会費の滞納があった方は休会扱いと
し、会報誌の発送を見合わせていただくこととさせていただき
ます。御了承下さい。
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■ アントン・シュナイダー博士
　 世界から届いた弔意
　　（ただし紙面の都合から全訳ではありません）

住まいと健康 2015 年 9 月 156 号
Wohnung+Gesundheit Nr.156 130p-132p
翻訳：石川 恒夫

ボスコ・
ビューラー

（建築家、バウビ

オローゲ IBN／

SIB、スイス）

「バウビオロギー運動のパイオニ

アの一人が亡くなった。私が最初に

出会ったのは1977年に当時のロー

ゼンハイムのバウビオロギー研究所

だった。1977年にスイスのフラビ

ルに「バウビオロギー ･インフォ」

の作業チームを立ち上げ、シュナイ

ダー博士とコンタクトをとり、バウ

ビオロギーを如何に建築的に実践し

ていくか、意見交換をたくさんした

のだ。

通信講座バウビオロギーの第一期

生として、1981年に私はバウビオ

ローゲ IBN になった。数年後、ス

イスのバウビオロギー研究所も、ス

イスの事情も加味しつつこの通信講

座を取り入れることになった。彼の

パイオニアとしての仕事、そして終

始一貫した、包括したバウビオロ

ギーに対する態度、そして彼のあき

らめない不屈の闘志を私たちは記憶

にとどめていくであろう。」

石 川 恒 夫
（建築家、バウ

ビオローゲ IBN、

日本バウビオロ

ギー研究会、日

本）

「バウビオロギーの父である、ア

ントン・シュナイダー博士の遺産を

私たちは心に受け止めました。シュ

ナイダー氏は精神界から私たちにこ

れからも力を送り続けてくれること

でしょう。」

ペトラ・
イエーベンス＝
ツィルケル
（建築家、スペイ

ン・バウビオロ

ギー研究所 IEB

代表、スペイン）

「スペインからアントン・シュナ

イダー博士の逝去の哀悼の意を表し

ます。私は個人的に博士を、バウビ

オロギーの父を知ることができた一

人でした。彼の明瞭なる精神、ダイ

ナミックな個性を心にとどめます。

しかしその個性は他方、実に繊細な

ハートをもち、ソフトで愛情に満ち

た話し方と対をなすものでした。

博士と出会った 20年前から、い

かなる時にもスペインでバウビオロ

ギーを知らしめることへの支援を惜

しみませんでした。通信講座をスペ

イン語に翻訳するときも、スペイン

の研究所（IEB）を立ち上げるとき

も、私たちの建築事務所でエコ建築

を実現するときも、講演するときも、

いつも、いつも、道を指し示す見者

（博士）がいたのです。

博士のビジョンが世界中で現実化

しますように、彼によって始められ

たバウビオロギーがスペインでも歩

みを進めていけますように。」

ヴォルフガング ･
メース
（SBM 編 纂責任

者、バウビオロー

ゲ IBN、ジャーナ

リスト、ドイツ）

「私は、それまで読んで、聞いて

いたあの偉大なバウビオローゲであ

るシュナイダー博士との最初の出会

いを忘れない。およそ 30年前、エ

コロジカルなイベントで彼と出会っ

たのだ。そこで彼は講演をした。そ

してシュナイダー博士は私の前に立

ち、「あなたがヴォルフガング ･メー

スさんですね。あなたは家屋の調査

をし、『住まいと健康』に記事を寄

せていただいていますね。」と感謝

のことばをもって私に語りかけた。

この雑誌は彼の愛すべき子どものよ

うな存在だったのだ。ほかの人には

聞こえないようなくぐもった声で

彼は私に言った。「バウビオローゲ

は『はしか』よりもっと（人に）伝

染させなきゃいけないよ。」私の耳

には彼のこのことばがいつも響いて

いる。「あなたがもう何度もここに

いるなら、明日、バウビオロギーの

測定技術に関してのあなたの体験を

報告する時間をつくってください。」

そこで私たちは即席で簡単につくっ

たプラカードを会議の予定ボードに

貼り付けた。それでも翌日 27名の

参加者があり、こうして後にずっと

続いていくことになる IBN測定技

術セミナーはそのスタートをきった

のである。

シュナイダー先生、ありがとうご

ざいます。あなたが私に伝染させて

くれたおかげで、あなたのバウビオ

ロギーが私に新たなる生きる意味を

与えてくれたことを。」

そして、私の魂は
翼を思いきり広げて
静寂な大地を飛んでいった
家路をいそぐかのように
　　　　　アイヒェンドルフ
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ペーター・
シュミット
（建築家、アイン

トホーフェン大

学名誉教授、オ

ランダ）

「アントン・シュナイダー氏の逝

去によって、インターナショナルな

建築世界は、健康な住まい作りに関

して、最初の、そして徹底したパイ

オニアの一人を失いました。精神界

から霊的なインスピレーションを受

けた彼の仕事や研究は、多くの講演

や、定期的に開催される会議・集会、

雑誌『住まいと健康』、ＢＡＵ（バ

ウビオロギー＋建築＋環境医学）財

団の設立、外国の関係諸団体の支援、

そして洗練され、吟味されつくした

通信講座に表明されています。手短

にいえば、これらすべては、アント

ン・シュナイダー博士が後世に遺し

た印象深きモニュメントといえま

しょう。」

ヨハネス ･
シュミット
（バウビオロギー測定

技術者、IBN スタッ

フ、バウビオロギー

連盟理事、ドイツ）

「『あなたが新しいスタッフです

か？』私が 1992 年にはじめて

IBN で仕事をすることになった初

日に、シュナイダー博士は私にこう

あいさつしてくれた。「どうぞ座っ

てください」と打合せテーブルを示

し、『ご存知のとおり、私たちは午

前中いつも、バウビオロギーの問題

に関する電話での問い合わせ、相談

を受けています。あなたは私たちの

通信講座を受講し、合格されました

よね。ですから何本か電話を受けて

みてください。』私には博士がどの

ように自分自身の仕事に集中し、ま

た私の電話の受け答えを聞いていた

のか、その意識の配分をはかりしる

ことはできなかった。いずれにして

も博士は私の電話のあとで、こう言

うこともできたね、あるいは私が言

い忘れていたことなど、多くのこと

を助言してくれた。私にとってとて

も勉強になる時間であり、また冷や

汗をかく時間でもあった。

ある朝事務所に行くと、博士はほ

かのスタッフ同様、私にも挨拶を

し、何か新しい情報は無いかねと決

まって聞くのだった。そのようなあ

る朝、私は前の日のＴＥＴＲＡ放送

電波の成り行きに失望したことを話

した。博士はそれを聞いて、『私た

ちにはますます忍耐が必要だよ。法

律で、政治で何かが変わるまでには

何年、何十年もかかるのだから。で

もあきらめちゃいけない。』と語っ

た。博士はそしてテーブルの書類の

山を示し、『私たちには忍耐が必要

だよ。このどんどん増えていく書類

の山も忍耐強く、一つ一つ片付けな

ければいけないね。』博士はそうし

て窓から庭を見て、私に言った。『庭

仕事にでていかなきゃ。机での仕事

より健康的だよ。1時間庭仕事をす

る時間はあるかい？』そしてその日

の午後、私たちは一緒に庭にでて、

雑草をむしってコンポストをつくっ

たり、果樹を収穫したり、新しい巣

箱を設置したりした。

私のシェフであるシュナイダー博

士は、あらゆる逆境にもめげず、彼

の研究所を経済や政治からの影響に

対していつも自由であれ、と自らの

道を歩んでいった。彼のストイック

な静けさをもって、博士はデスク

ワークを片付けていった。事務仕事、

庭仕事、読書、静けさ、そうした博

士は首尾一貫したリズムをもち、そ

の博士はいま地上を離れた。でも博

士は生き続ける。2人の息子に。5

人の孫に。そして彼の生涯の作品で

あるバウビオロギーに。この地上の

多くの国々に息づくバウビオロギー

に。なんと壮大な作品であろうか！

ハインツ・
シュタインマイヤー
（木材技工、家具

工房シュタイン

マイヤー、バウ

ビオローゲ IBN）

「大きなビジョンをもって、人間

と環境の社会的刷新のために尽くす

人間が幾度なく地上に現れてくる。

しばしばそのような人は、あえて精

神の暗闇の時代に生まれることにな

り、それによって人生の課題が彼に

は告げられている。このような人間

の一人がアントン・シュナイダー博

士であった。彼は 70年代にバウビ

オロギーやエコロジー運動の父に

なった。それ以降彼は、全エネルギー

を人間のために、自然のために、そ

して地球の生けるものへ、それらが

健康で生きるに値する環境を造形で

きるように費やした。

私がローゼンハイムの大学の学生

だったとき、経済主導の一面的なド

イツ社会の状況は、私の人生ではあ

る意味、気が滅入る、うつの時代で

あった。そのとき、選択講義であっ

たシュナイダー博士のバウビオロ

ギーは、私にも、多くの学生にも、

新しい生きる意味を与えてくれる扉

を開けてくれるものであった。

国際的なレベルで多くの若人が彼

からインパルスと刺激を得て、人類

や地球の幸福のために尽くそうと

し、博士の薫陶を受けた者は、一面

的でエゴイスティックな目標に傾か

ないよう、新たな意識を切り開くこ

とができた。

シュナイダー博士のビジョンは時

を経て国際的な広がりをみせ、多く

の人に種をまき、エコロジカルで、

環境に配慮した健康な生活状況をつ

くりだし、新しい職能の基礎をつく

りだした。それは未来の人類の進化

のための、希望に満ちた眼差しだ。

私たちはアントン・シュナイダー博

士に感謝したい。」
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事 務 局 よ り

（1）会員年度更新のお願い

2015 年度年会費の入金を済まされていない方は、入

金を願い致します。銀行より振り込まれる場合は、下記

の口座にお願い致します。

住所・メールアドレスなどの変更がある方は、事務局ま

でご連絡ください。

通 信 教 育 講 座 バ ウ ビ オ ロ ギ ー

通信教育講座バウビオロギーの第8期が2015年4月、

第9期が2015年 10月にスタートいたしました。

受講をご希望の方は会報誌25号に掲載されている案

内記事及び申込書、またはホームページをご一読の上、

お申込みください。

＊	ホームページから、「通信教育」にはいっていただくと、

「各巻の目次とさわり」をご覧いただくことができます。

今後の通信講座スケジュールに関しましては、下記を

参照下さい。その他お問い合わせはお気軽に事務局まで。

第4期（2013年 4月）よりPDFデータでテキストをお

渡ししています。

〈2015 年 スクーリング予定〉

❖	第Ⅰクール　スクーリング：5月・11月の土 ･日

❖	第Ⅱクール　スクーリング：7月・1月の土 ･日

❖	第Ⅲクール　スクーリング＋試験：3月・9月の土 ･日

但し3名以下の場合、不成立になる場合があります。

定 例 セ ミ ナ ー 予 定

年 4回（6月、9月、12月、3月）開催の定例セミナー

ですが、今号で紹介しています新しい SBM2015 を踏

まえて、化学的汚染(室内環境)、物理学的汚染（電磁波）、

生物汚染（カビ・真菌）の各テーマを取り上げ、秋は

見学会を基本に 1年間のセミナーを組んでいきます。

第 42 回定例セミナー

2015年 11月 28日　(土 )　予定

埼玉でのバウビオロギー建築をたずねる

古民家再生　吉見浄泉寺

川越の住宅（プレハブ工法の物件、土壁パネルの事例

など）＊詳細は別途ご案内します。

第 43 回定例セミナー

2015年 12月 12日（土）13：00～ 17：00

ところ：東京都市大学（東京都世田谷区）

テーマ：電磁波の現状と課題

講　師：土田直樹（レジナ）他

第 44 回定例セミナー

2016年 3月12日（土）13：00～ 17：00

ところ：東京都市大学（東京都世田谷区）

テーマ：人工照明の質について (仮 )

定例セミナー・番外編

早春の東北にバウビオロギー建築を訪ねる

「手のひらに太陽の家」（登米市）宿泊体験

宮城県内の古民家再生、住宅、幼稚園の見学

＊詳細は別途ご案内します。

第 45 回定例セミナー

2016年 6月11日（土）13：00～ 17：00

ところ：東京都市大学（東京都世田谷区）

テーマ：生物汚染の問題―カビ・真菌について

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

銀行名  ：ゆうちょ銀行
金融機関コード ：９９００
店番  ：０１９
店名（カナ） ：０一九店（ゼロイチキュウ店）
預金種目 ：当座
口座番号 ：０４４５５４２
カナ氏名 ：ニホンバウビオロギーケンキュウカイ

日本バウビオロギー研究会　事務局／前橋工科大学石川研究室気付 〒 371-0816 群馬県前橋市上佐鳥町 460 番地 1
BIJ 事務局メール　bureau@baubiologie.jp　Fax　027-265-7345　http://www. baubiologie.jp/

表紙の写真　　ヴィンフリート・シュナイダーの挨拶 ー 2015 年 5 月バウビオロギー会議にて
2015 年 5月にローゼンハイムの Ballhaus（バレエ学校）にて 2日間のバウビオロギー会

議が開かれた。冒頭のあいさつは、IBNの代表であるヴィンフリート・シュナイダー氏である。
2012 年の来日以降、親交を深めている。背後のスクリーンには、参加者の国旗が並ぶ。オー
ストラリア、日本、トルコ、スペイン、ノルウェー、ウクライナ、イギリス、フランス、イタ
リア、チェコ、スイス、オーストリア、そしてドイツ。270名の参加者があり、盛況を極めた。
プログラムを 2日間に圧縮したため、海外からの報告は IBNのヨハネス・シュミットがそれぞ
れの海外ゲストにインタビューする形式をとったこともあり、あっという間に終わってしまっ
た。健康な住まいを求める人々が世界中にいる、そのことに励まされる。　　　　（石川　恒夫）
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−コラム−

5 月にローゼンハイムの会議を経てミュンヘンに戻り、3月に来日された建築家クリストフ・ビヨッ

ク氏を訪ねた。自宅の階段から転げ落ち、足首を骨折し松葉杖で登場。しかし元気は元気！ 1年

ぶりに娘さんが旅行から戻ってくる直前であったからであり、どこか落着かない様子ではあった。

ビヨックさん宅から歩いて 10分もすると、イザール川に出る。ミュンヘンを貫く川であり、ド

ナウ川上支流にあたる。こちら岸は木々がうっそうとしているが、歩くにつれて風景は開け、対岸

の砂州に多くの人がいた。一部、川の流れを緩やかにして泳げる場もつくっている。以前は護岸を

固めていたが、イザール川をできるだけ自然状態に近づけるプロジェクトがこの 10年の間に進み、市民の憩いの場に

なっていることを説明してくれた。川とは生き物のような存在なのに、コンクリートなどによって一定の姿に固定し、

支配できると人間は思いあがっていた。ここには人間と自然との関わり方を変える試行（思考）がある。バウビオロギー

も人間と建築との関わり方を変える思考（試行）であろう。それはいずれにしても、人間社会のあり方や人の生き方

に変更を迫るものである。日曜の午後のひととき、ほとりに座っておしゃべりを楽しんだ。

日本バウビオロギー研究会の目的に賛同して
活動を支援していただいている賛助会員の皆様
をご紹介いたします。

株式会社バウハウス（群馬県）
あらいキンダークリニック（群馬県）
ホームドクターハクモン株式会社（千葉県）
株式会社林藤ハウジング（群馬県）
小井土製材株式会社（群馬県）
立見建設株式会社（群馬県）
岩原住宅販売株式会社（栃木県）
株式会社 TERRACE（長野県）
株式会社ビルアート（埼玉県）
大阪ガス株式会社（大阪府）
株式会社イケダコーポレーション（東京都）
株式会社レジナ（千葉県） 
エスエー企画株式会社（群馬県）
平澤建設株式会社（群馬県）
株式会社岡田木材（群馬県）
株式会社ゆい工房（岩手県）
アトリエＤＥＦ ( 長野県 )

編集後記

5 月にローゼンハイムでバウビオロギー会議があ
り、バウビオロギーの広がりを感ずることができ、また
SBM2015 の発表があったことから、関係資料を訳出す
るよう試みました。
パイオニアのアントン・シュナイダー博士は七夕の日

に逝去。あたかも 5月の新研究所のお披露目と会議を見
届けたかのような印象をもちました。

（石川恒夫）
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ちなみに翌月曜、目当ての美術館は休みだった。市内すべての美術館は月曜休館。奥さんのハンナから、しゃべっ

てないで日曜のうちに美術館に案内すれば良かったのに、と旦那を叱っていた。

イザール川の再自然化　　　
石 川 恒 夫



SBM最新 2015 年版について

「バウビオロギーの測定の範疇でのあらゆる行為の基準、尺度は
人間です。産業ではありません。政治でも、限界値でも、条令
でも、保健所でもありません。あまりに理論走った、利益依存
に巻き込まれた研究フィールドではありません。私たちバウビ
オローゲは自由であり、もし学問が人間や自然を視界からはず
すならば、それが計算できないリスクにも寛大なままでいるな
らば、それが満足を知らぬ産業界の助けになろうとしているな
らば、学問に笛をふく審判のような存在です。」

（13ページ参照）

お問い合せは

バウビオローゲに聞く　辻　充孝

「常に考えているのは、住まいは単なる器ではなく、人の暮らし
が中心にあるべきであるということです。どんな生活がそこで
営まれるのかがまず大事で、その理想とする生活を実現するた
めに、構造や温熱環境、省エネなどの各種性能が必要で、私の
目指す設計スタイルは、インフォームド・チョイス（情報提供
と選択）です。」

（48ページ参照）

山を知る・木を知る
　バウビオロギーの実践的建築教育の試み

「機械を使って木を加工するものの、木の形はそれぞれ違うため
人の手で一つ一つ操作をして加工していることや、材木の大き
さによって乾燥時間を変えるところなどが、手間や時間が多く
かけられていることを感じた。材木にならない木の皮や切れ端
でも燃料や菌床に使われていて、資源を無駄にしない工夫を感
じた。」

（46ページ参照）

第 41回定例セミナー

「このかしぐねと大型民家群は、文化庁が選定する重要伝統的建
造物群保存地区となる価値があると考える。かしぐねの美しさ
や状態の良い大型民家は、一般の人にとっても魅力的な存在で
はないかと思う。重伝建への動きもあるようだが、選定される
ことのメリットとデメリットを住民の皆さんがどのように受け
止めるかであろう。選定済みの 110地区（平成 27年 7月現在）
と比較して、文化的な価値は見劣りしない。できることである
ならば、よい状態で維持され、活用されることを強く期待した
いと思う。」

（38ページ参照）


