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あ 

エアコン（クーラー） 

 ＣＳ患者の中には、エアコンを問題なく使えている方もいるで

しょう。しかし、化学物質の揮発が多い夏、エアコンも使えず、

窓を開けることもできず、暑さに耐えなければならないＣＳ患者

もいることでしょう。そのような方に、いくらかでも参考になる

こともあるかと思い、私が窓用エアコン（クーラー専用機）２台

を使ってみてのＣＳ対策やカビ対策を書いていきたいと思います。 

  

○エアコンの購入 

 年々暑さが増していくようなので、札幌の我が家でもクーラー

を買いました。２０１０年に鉄筋コンクリートのマンションに引

っ越してから、木造の時とは違った暑さ（熱感）を感じるように

なりました。昼間、日光に照らされてあたたまったコンクリート

が、夜間、室内に熱を放出するらしく、むしろ昼間より夜の方が

暑さを感じます。また、２００７年頃から、ｐｍ２．５などの大

気汚染物質が大陸から流れてきて、年々ひどくなり、夏場いつで

も窓を開けていられるというわけにはいかなくなってしまいまし

た。そのため、室内に風を取り込んで涼をとるのが難しくなった

ので、クーラーを導入することにしました。２０１４年のことで

す。  

 クーラーを購入するときに重視したのは、カビの問題です。ク

ーラーは内部で室内の水分を結露させる仕組みになっており、常

に濡れているので、使っているとあっという間にカビが生えてき
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ます。クーラーのカバーをはずして内部の金属部品やファンを見

てみれば、真っ黒にカビているのが見えるはずです。私はカビに

対して強いアレルギーがあるので、この問題がとても重大です。 

  かつて、２００２年まで仙台の実家に住んでいたときには、と

きどき業者に頼んで、エアコンの洗浄をしてもらいましたが、内

部から真っ黒な水が出てきて、ぞっとしたものです。そしてここ

が重要な点なのですが、業者に洗浄してもらっても、すべてのカ

ビが取れるわけではないようで、私のアレルギー症状（息苦しさ、

鼻づまり、皮膚のピリピリ感）は、すっきりとは良くなりません

でした。  

 

○窓用エアコンを選択 

 今回、札幌でエアコンを購入するにあたり、一番に決めたのは、

工事が必要な据え付け型のエアコンではなく、窓に自分で設置で

きる窓用エアコンを買うことです。インターネットの情報では、

「据え付け型は自分で分解洗浄できないが、窓用なら自分でメン

テナンスが可能」と書いてあったからです。ネットでさらに詳し

く調べて、窓用エアコンの内部構造や、分解の仕方、洗浄の方法

などを、ひととおり頭に入れました。 

 

 これまでエアコンは２台買っています。 初に買

ったのは、トヨトミの TIW-A160F（W）です。これ

を選んだ理由は、ネットで詳しく洗浄方法を書いて

いるサイトで扱っていたのが、トヨトミの窓用エア

コンだったからです。１台目のトヨトミのマシンに

ついては、カビ対策を詳しく書いていくつもりで

す。 

 各部屋にということで、あとからもう一台買っ

たのが、ハイアールのJA-18P-Wです。こちらは、

使用開始時にＣＳ反応を起こしてしまい、対策が

必要でした。分解して一つ一つの部品を検討し、

原因を探りながら対策していった様を書いていき

ます。 

 

○分解してみた！ 

 トヨトミのエアコンを購入して、まず 初に、本当に分解でき

るのかやってみました。いざカビが生えたときに、カビの胞子を

吸いながら試行錯誤するのを避けるためです。ネット情報では、

ネジをはずして引っ張ると、すぐにカバーがはずれるように書い

てありましたが・・・。プラスチック同士をかみ合わせている爪

ががっちり食い込んでいて、夫と二人がかりで引っ張りましたが、

ビクともしません。爪のところにマイナスドライバーを押し込み、

ぐいぐい引っ張ってみたところ、「バキ

ッ」という猛烈な音と共にカバーが外

れました。ドライバーで無理矢理引っ

張ったので、カバーの縁がヘロヘロに

なっています。 初から覚悟の上とは

いえ、これではっきりメーカの保証対

象外となりました。当然返品もできま

せん。 



 3

 カバーをはずしたので、

内部構造が見えるように

なりました。掃除するに

は、フィンにエアコン用

洗浄剤を吹き付ければい

いということですが、私

にそのような洗剤が使え

るでしょうか？ 多分無

理でしょう。これについ

ては、よくよく検討して

みなければなりませんで

した。洗剤については、

後ほど詳しく書きます。 

 

 

 分解するときは、

ネジをなくさないよ

うに注意します。私

ははずした順に紙に

貼り付けています。

同じ型の共通のネジ

でも、別の場所に使

わない方がいいです。

近の電化製品は安

普請の作りなので、

分解や組立なおしのことは、

あまり考えられていないよ

うです。製造時に歪んでい

ても、無理矢理ネジどめさ

れていたりします。はずし

たとおりに同じネジを使わ

ないと、はまらないことが

あります。 

 

○トヨトミ・エアコンの使い心地 

 だいたい分解の仕方がわかったので、カバーを戻し、運転をは

じめました。初期不良などなく、部屋がちゃんと冷えるので安心

しました。カバーをはずす（破壊する）前に、試してみるべきだ

ったと思いました。 

 このマシーンで、購入前に気になっていたのは、「銀イオンで抗

菌」という唄い文句です。私はたいていの銀イオン製品で、強い

目の痛みを起こすので心配でした。しかし、この製品は、ちょっ

とイヤな感じがするものの、何とか使うことができました。 

 

○オリジナルの設置方法 

 窓用エアコンを買うと、窓に設置するための金属の枠が付属品

として付いてきます。しかし、この枠に設置してしまうとメンテ

ナンスがしにくいので使わず、段ボールで枠を自作しました。段

ボールを使ったのは、加工がしやすいからです。段ボールの匂い

も苦手なので、部品をつくったあと、全面をビニールで覆いまし
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た。ベランダに面した掃き出し窓に設置しています。 

 

各部の説明 

（１）床から窓枠までの高さに合わせて、台をつくりました。雑

誌を重ねて段ボールの箱の中にいれました。クリアホルダーを切

り開いたもので表面を覆っています。側面は、私が使える粘着テ

ープで段ボール面をカバーしました。 

（２）エアコンの幅に合わせた段ボールのボードを窓枠に設置し

てあります。 

（３）段ボールでつくった柱 

（４）ビニール 

（５）エアコンの背面をはめる段ボールの枠 

 

使い方 

（１）窓を開ける 

（２）エアコンの背面を枠にはめる 

（３）スイッチを入れる 

 

スイッチを止めるときは、逆の操作をします。 

 

○過敏性に配慮した使用方法 

 たいていの人は、エアコンを設置しっぱなし、設定温度を決め

て常にスイッチをつけっぱなしにしておくものなのでしょうが、

私はその方法を避けました。使う度にスイッチを入れ、ある程度

室温が下がったら、スイッチを切ります。つけっぱなしにするの

は、いろいろと問題がありました。 

 

（１）エアコンの電磁波の影響を受け続けることになり、電磁波

過敏症の症状が出やすくなる。 

（２）窓を開けっ放しにするので、エアコン本体や隙間から、外

気の汚染物質が入ってくる。 

（３）外の音がうるさく感じる。 

（４）外からの電磁波の影響が続く。（我が家のマンションの窓に

は、鉄線が入ったガラスを使っているので、これがある程度シー



 5

ルドの役目を果たしています。開けっ放しにすると無効になりま

す。） 

 スイッチをオフにしたら、エアコン本体を室内に引き込んで、

窓を閉めます。エアコンを枠に設置したまま窓を閉めると、背面

の通気が悪くなり、カビが生えやすくなります。 

 カビ対策として、背面の排水口にホースをつけました。窓用エ

アコンは排水しなくてもいいように、背面の放熱フィンから水分

を蒸発させる仕組みになってい

ます。しかし、排水せずに使うと、

内部に水がたまりっぱなしにな

り、カビる原因になります。私は

常にホースをつけて排水するこ

とにしています。 

 

○分解洗浄のしかた 

 このようにして２週間ほど使用していると、だんだんと吹き出

し口から出てくる冷気がカビ臭くなってきました。目で見たとこ

ろ、カビているようには見えないのですが、アレルギー反応が出

ます。息苦しさが も顕著に出た症状で、他に鼻づまりや、皮膚

のピリピリ感が出ました。前カバーをはずして、冷却フィン（小

さな金属の板がたくさん並んでいる部品）を歯ブラシでこすって

みたら、目に見えるようなカビは確認できませんでしたが、ブラ

シにカビ臭い匂いが付きました。シロッコファン（室内に空気を

送り込む部品）を歯ブラシでこすってみると、うっすらと黒いカ

ビが付きました。（エアコンのシロッコファンは、カビが付いても

目立たないように黒い樹脂でつくってある場合が多いです。もと

もとカビが生える前提のようです。）他に、排水ホースから出る水

を観察してみると、茶色いゼラチン状の塊が混ざっていました。

内部にもカビが生えているようです。 

 

掃除の仕方 

（１）前カバー、後ろカバー、フィルターは水洗いします。ジャ

ージャー水をかけます。カビがひどいときは、洗剤で洗います。 

（２）上部プレートは水拭きします。 

（３）冷却フィン、放熱フィンは、いったん水をかけたあと、洗

剤をつけた歯ブラシで丁寧にこすります。そのあとすすぎます。

紙コップに水を入れて、フィンの上からそーっと水をかけていき

ます。 

（４）底部の水受け。ここは赤紫色のカビが生えやすいところで

す。常に濡れているからです。排水ホースをつけているにもかか

わらず、排水しきれず、常にいくらか水が残っていてカビます。

メラミンスポンジを薄く切り、割り箸で押さえながら、移動させ

てこすり洗いしていきます。洗剤を泡立てながらこすります。そ

のあとすすぎます。 

＊工程（３）と（４）は、同時にすすぎます。「冷却フィン→放熱

フィン→水受け→排水口」と、水が流れていくからです。 

（５）室内側と屋外側のシロッコファン。ブラシに洗剤をつけて

こすり、水ですすぎます。 

（６）断熱材の発泡スチロール部品は、メラミンスポンジに洗剤

をつけてこすり、すすぎます。 
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 洗い終わったら、元通りに組み

立てて終了です。 

 以上のように、分解洗浄を行う

と、格段にカビ臭さが減ります。

カビがはえたと感じるたび（２週

間に１回くらい）、分解洗浄を行

っています。 

 

 
 

洗剤について 

 ＣＳ患者であれば、せっけんしか使えない方もいると思います。

私もその考えで暮らしてきました。しかし、エアコンの掃除の際

には、あえてせっけん以外の洗剤を使っています。理由は、せっ

けんを使うとカビやすくなるからです。詳しくは「スモール・デ

ータ・バンク２ 洗剤」で書く予定ですが、せっけんはいくらす

すいでも、すすぎきれずに残ります。せっけんが水道水のミネラ

ル成分と結びつき、金属せっけんとなってエアコン部品に残りま

す。これがカビのもとになります。 

 洗剤はいろいろ試して、 終的に「フロッシュ 食器用洗剤 パ

フュームフリー（香りなし）」に落ち着きました。合成洗剤の中で

も、エコ洗剤と呼ばれている安全そうなのをいくつか試

してみましたが、私が使えそうなのは、フロッシュだけ

でした。金属部品が腐食しないように、できれば中性洗

剤を使いたかったのですが、フロッシュは弱酸性でした。

今のところ、金属部品に影響は出ていないようですが、

長期的にはどうでしょうか。少し心配です。 

 

○エアコンを空気清浄機に接続 

 このように、定期的にカビ掃除をしてきましたが、分解洗浄を

しても完全にはカビを取りきれないようです。私が過敏すぎるの

かもしれませんが、アレルギー症状を完全に抑えることができず

にいます。問題は、フィンと水受けだと思います。フィンは複雑

な構造をしていて、細かい金属板の集合体に、冷却ガスが通るパ

イプが張り巡らされています。ブラシが入りきらないところなど、

カビを取り切れていない感じです。水受けは、掃除するなんてこ

とは一切考えていない作りとなっており、いくら丁寧に掃除して

も、どこかしらにカビが残ってしまうようです。もっと強力な洗

剤を使えればまた違うのかもしれませんが、私にはこのくらいが

精一杯です。 

 １年目のシーズン終わり頃になると、だんだん過敏性も増して
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きてつらくなったので、エアコンを空気清浄機につないで使うこ

とにしました。 

 

アタッチメントの作り方 

（１）エアコンの吹出口に合わせてボール紙を切り、組み立てる。 

（２）空気清浄機の吸込口に合わせてボール紙を切り、組み立て

る。（３）２０リットルの透明ビニール袋２枚の底を切り、筒状に

したものをつなげる。 

（４）ビニールの筒の両端に１，２のボール紙部品を貼り付ける。 

  
 

 空気清浄機については、「スモール・データ・バンク２ 空気清

浄機」に書く予定です。バルミューダのエアエンジンを使ってい

ます。黄砂やｐｍ２．５の対策としてこの空気清浄機を買いまし

た。 

 

使い方 

（１）アタッチメントの両端をそれぞれエアコンの吹出口と空気

清浄機の吸込口に、マスキングテープで留める。 

（２）エアコンと空気清浄機のスイッチをつける。 

（３）エアコンと空気清浄機の風量を調整して、空気がスムーズ

に流れるようにする。 

 

 これでカビの影響を 小限にで

き、アレルギー反応を起こすこと

なく使えています。バルミューダ

はＣＳ専用の空気清浄機ではない

ので、ガス状の化学物質を浄化す

ることはあまり期待できません。

カビのような粒子状のものであれ

ば、かなりきれいになります。エ

アコンから発散するガス状の化学

物質に悩まされている方でも、Ｃ

Ｓ対応の空気清浄機につなげば、

症状が楽になるかもしれません。 

 

○２台目のエアコンで CS 症状 

 トヨトミの窓用エアコンは、運転音がうるさいのと、大きくて

かさばるのが不便で、次はハイアールのものを買いました。コン

パクトで、音も静かです。１台目で分解に慣れていたので、ハイ

アールの方も難なく分解できました。 

（分解の方法・参考サイト：http://修理方法.com/eakonn.html） 

 このエアコンは、届いて箱を開けた瞬間から目の痛みを感じま

した。「内部に金属部品があるから、多少の目の痛みは仕方ないの

かな・・・」などと考えていました。（私は金属製品で目の痛みの
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症状を起こすことが多いです。詳しくは、「第２部 第４章 目の

痛みの症状」をご覧ください。） 

 運転してみると、確かに目の痛みは感じるのですが、だんだん

慣れてきて「大丈夫かな？ 問題の物質は排出されて薄れたので

はないか」と考えていました。しかし、１日半ほど運転していた

ら、今度は首筋の痛みや、頭痛、胃のむかつき、吐き気の症状が

出てきてしまいました。まるで車酔いの症状に似ています。食欲

がなくなって、何も食べられなくなりました。 

 

○対処法 

 原因を究明するために、エアコンを分解してみることにしまし

た。前カバー、後ろカバーをはずし、それぞれの匂いを嗅ぎます。

上部プレート、シロッコファンもはずし、これもそれぞれ嗅いで

みます。分解できる部分は、バラすだけバラして、別々に嗅いで

みるのがコツです。 

気になった点 

（１）前カバーの裏側に貼ってある緩衝材のウレタンが化学成分

を発していて、吸い込むと頭痛がします。 

 

（２）シロッコファンの上部にグリースが塗ってあって、これを

吸い込むと目の痛みや頭痛がします。 

 

（３）全体的にムカムカする化学成分が発散している感じがしま

す。しかし、どこから発生しているのかは確認できません。 

  

対策 

 まずはじめに（２）から対策することにしました。２つのシロ

ッコファンをはずして、上部のグリースを拭き取ります。上部プ

レートの軸受けもよく拭きます。グリースの代わりにワセリンを

塗りたくって、もとのように組み立てます。ワセリンは普段肌に

塗って使っているもので、私にとっ

て安全なものです。 

 運転してみました。少しマシにな

ったような気がするものの、あまり

変わりません。原因は他にあるよう

です。 

 もう一回分解して、再び各部分を

嗅ぎます。やはり前カバーの緩衝材

は頭痛がします。ゴムのような匂い
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で、胸がムカムカします。ここをビニールとテープで封入してい

きます。（写真は上下逆さまになっています。） 

 組み立てて運転してみました。少しマシになったような気がす

るものの、あまり変わりません。原因は他にあるようです。 

 さらに各部を嗅いでみると、どうも冷却フィンのあたりが怪し

い感じで、気持ちの悪い匂いがしています。すでに体調が悪いの

で、その中で原因部分をかぎ分けるというのが難しく感じられま

す。冷却フィンが原因のような気もするし、他の部分が原因のよ

うにも感じられます。冷却フィンを洗浄してみればいいのだろう

か？ けっこう大がかりな作業になってしまいます。 

 

○原因を突き止める 

 その前に、それまで手をつけていなかったコンプレッサー室を

開けてみようと思いました。コンプレッサー室のカバーをはずし

て、内部を露出させます。するとその瞬間、鋭い目の痛みが起き

て、思わず後ずさってしまいまし

た。強烈な目の痛みです。 

 コンプレッサー室には様々な

部品が所狭しと詰め込まれてい

ます。はずれる部分ははずして嗅

いでみることにしました。 

 カバーの裏にはウエスが貼っ

てあります。嗅いでみると少し目

の痛みが出るものの、それほどで

はありません。コンプレッサーを

取り巻いているウエスもはずして嗅いでみました。それほどの刺

激はありません。あとはバラせない部分なので、鼻を近づけて嗅

いでいってみると、銅製の配管から目の痛みを起こさせる物質が

発散しているようです。私は金属が腐食しているものに強い目の

痛みを感じることがあるのですが、それと同じ反応のようです。

銅管は各所に張り巡らされていて、かなりの分量です。これに対

策なんてできるものなのだろうか？と悩みました。 

 

 さらに念入りにかぎ分けてみる

と、銅管の全体が問題ではないこと

がわかってきました。どうやら銅管

のうちのごく一部、写真の四角でか

こんだ範囲が問題のようです。ここ

だけ何らかの理由で表面がうっす

らと腐食して、目の痛みを起こさせ

る物質が発散しているようです。胃

のむかつきも車酔いのような症状

も、この物質が原因のようです。 

 

 ためしに粘着テープでこの部分を覆ってみます。形状が複雑な

ので、うまく覆いきれないのですが、できるだけ覆ってみました。

この日は、目の痛みがひどくてうまく効果を判定できないので、

そのままカバーをかぶせて、１日置くことにしました。 

 

 次の日、眼痛の症状が若干治まった感じなので、また分解して
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コンプレッサー室を開けてみました。前日よりは、開けた瞬間の

目への刺激は少なくなったように感じました。しかし、まだ痛み

があります。このまま運転するのは難しいでしょう。また車酔い

の症状が起きてしまうに違いありません。 

 ためしに前日貼った粘着テープをはがしてみると、徐々に目の

痛みが強まりはじめ、全部はがし終わる頃には、強烈な痛みにな

ってしまいました。間違いなくここが原因のようです。はがした

粘着テープに黒っぽい粉が付着していて、ここから強い刺激物質

が発散しています。銅管の表面が腐食してサビのような物質がで

きているようです。 

 

○問題部分を被覆 

 私はじっくりと考えて、ここにアクリル絵の具を塗って封入し

てしまうことにしました。粘着テープでは、複雑な形状に対応し

きれず、どうしても隙間ができてしまいます。絵の具を塗れば、

アクリル樹脂の皮膜ができるので、うまく有害成分を封入できる

のではないかと思いました。アクリル絵の具そのものにも反応し

てしまう可能性もありますが、かつて２０１０年の引越の時に使

った白いアクリル絵の具をとってあり、これにはＣＳ反応を起こ

さないことがわかっていました。（絵の具については、「第２部 第

６章 「引越」〔３〕」をご覧ください。） 

 問題は、あの複雑な形状の銅管に隙間なく絵の具を塗ることが

できるのか？ということです。筆を使って塗るにしても、まわり

の部品が邪魔になって筆先が入らない部分が出てきます。実物を

見ながら塗り方を考えたのでは、目の痛みが強くて無理なので、

問題の部分を写真にとって、パソコンの画面で拡大しながら、ど

こをどう塗るのかシミュレーションしました。 

 

 さて、作戦決行日になりました。またエアコンを分解して、例

の銅管を露出させます。道具は、クリアホルダーをはがき大に切

ったパレットと、プラスチック製のナイフ、アクリル絵の具です。

ナイフに絵の具をつけて、銅管にペタペタ塗っていきます。ナイ

フの他に、一部、厚紙を切ったものも使って塗りました。裏側に

絵の具をつけるのに苦労しましたが、何とか全体を樹脂の膜で覆

うことができました。 

 ２時間ほど乾かして、もう一回重ね塗りしました。乾かすとき

は、アクリル絵の具の匂いを嗅ぐのがイヤなので、エアコンを廊

下に出して、そこで乾燥させました。 

 大変見苦しい仕上がりです

が、しっかりと表面を覆うこ

とができています。完全に乾

いたら、組み立てて完成です。 

 この状態で運転してみたと

ころ、まだ若干目への刺激は

残るものの、吹き出す空気は

前と比べ格段によくなりまし

た。長時間運転しても、ほと

んど症状を起こさないレベル

です。対策が功を奏したよう

で、ホッとしました。 



 11

 ＣＳ対策の手順としては、 

（１）なるべくバラして各部をかぎ分け、原因を探り当てる。 

（２）対策を施してみて、その効果を判定する。 

（３）効果がないようなら、原因は他にあるので、（１）に戻って、

もう一回やり直し。 

これを繰り返しているうちに、いずれ真の原因を探し当てること

ができ、それに対して対策ができ、効果が現れるはずだと信じて

います。 

（2017 年 8 月） 
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火事 

 ＣＳ生活をしていると、日常のＣＳ対策の他に突発的な出来事

が起きることがあります。今回は、究極の突発事項、近所で起き

た火事の体験を書いていきたいと思います。 

 

○出火 

 ２０１６年３月初めの午後、私

が住むマンションの近くの建物か

ら煙が上がりました。道路を挟ん

で、向かい側のビルです。はじめ

はボヤかな・・・と思って見てい

たのですが、煙はどんどん勢いを

増し、消防車が何台も駆けつけて、一帯は騒然となりました。２

階建てのビルの屋上から炎が上がり始め、本格的な火事だと気づ

いたときには、風下にあった私のマンションも煙に包まれていま

した。私はマンションの廊下の窓から様子を眺めていましたが、

建物全体が燻りくさく煙くなって、耐えられないくらいになって

きてしまいました。 

 私はハッと気づいて、すぐさま自室に戻り、手当たり次第に部

屋のものをビニールに詰めまくりました。一番 初に詰めたのは

寝具一式です。これに煙や焦げくさい匂いがついてしまったら大

変です。他には、部屋の中にあった布製品、紙類など、目につく

ものはビニールに詰めましたが、気が動転していて何をどこまで
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詰めたらいいのかわかりません。 

 そのうち、「自分が今着ている服はどうなのだ、これをビニール

に詰めるべきではないのか？」と思いました。この日は仕事が休

みだったので、いつもよく着ている室内着を着ていました。すぐ

さま外出用の服に着替え、室内着をビニールに詰めました。この

対策は、結果としては失敗で、室内着も外出着も煙で汚染されて

しまい、後でこの成分を除去するのに、２倍の手間を要してしま

いました。 

 煙の成分やいぶり臭さはどんどん室内に入り込んできて、ゴホ

ゴホと咳が出ました。そのあと、気管が閉塞したような猛烈な息

苦しさになりました。喘息の吸入薬を吸ってゆっくり休もうとし

ましたが、部屋も廊下も建物中が煙に包まれているように燻され

て、どこにも逃れようがありません。 

 マンションの住人が外に飛び出し、火事を見物し始めました。

外は野次馬がいっぱい集まって、人だかりがしていました。その

うち、マンションの廊下（屋内）で見物しながらタバコを吸い出

す人も出て、火事の煙かタバコの煙か、あらゆる煙が建物内に立

ちこめて、何が何だかわからない状態になりました。私は自室か

ら出るべきではないと思い、他に逃げ場もないものだから、じっ

と座って耐えていました。 

 毎年３月になると、大陸から黄砂が飛散してきます。この日は、

あらかじめ黄砂対策のために部屋の窓を目貼りしてあったのです。

それなのに、どこからともなく微細な粒子や煙が部屋に入り込ん

できて、喉や気管を燻します。もし目貼りをしていなかったら、

どんなことになっていたのかと恐ろしい気持ちでいっぱいでした。 

 火事は午後２時～６時まで４時間燃え続け、２階の内部を全焼

して終わりました。幸いなことに、この雑居ビルは昼間は無人で、

人的な被害は出ませんでした。両隣のアパートの人たちは、延焼

が危険だというので、住居から避難しなければなりませんでした。

私のマンションは避難する必要がなくて、助かったと思いました。 

 私は部屋にこもっていたので、夫がときどき様子を見に行って

は、状況を知らせてくれました。それを聞いても「なすすべはな

い」といった感じでした。火が消し止められたあとも、しばらく

一帯は煙に包まれている感じでした。マンションの建物に焦げた

匂いがついてしまって、それが至る所に充満しているように感じ

られました。 

 

○建物の解体工事 

 一夜明けて、早朝に若干焦げ臭さが収まった感じがしたので、

シャワーを浴びて髪を洗いました。とにかく火事は終わったのだ

から、燻り臭さはいずれ収まっていくだろうと考えました。しか

し、その後、長期間にわたって、私はこの火事の余波に苦しめら

れることになります。 

 翌日、窓から火事の現場を見てみると、建物の外形はそのまま

なのに、内部は真っ黒に燃えてしまったようでした。 

 ２日後、建物の外側に足場が組まれ、３日後から解体工事が始

まりました。職人が壁を壊していくと、建物の中は真っ黒に焦げ

ていました。壁を壊す前よりも、ずっと焦げ臭さが増しました。

肺が痛くなり、頭痛や吐き気もしました。 

 この日は、火事当日に着ていた外出着を一式洗濯したのですが、
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これは早まった処置でした。なぜならその日の解体工事で、どん

どん焦げ臭い物質（焼け焦げた建材が細切れに粒子状になったも

の）が発生し、飛散してきて私のマンションの建物の中まで入っ

てきたからです。服を干していた室内まで、その物質は入ってき

ました。せっかく洗ったのに、また焦げ臭い服に逆戻りしてしま

いました。それで、当日着ていた室内着は洗うのを延期しました。

気に入っていた化学成分の少ない室内着が、もとの安全な状態に

戻るのか気が気ではありませんでした。火事当日には汚染されな

かったものの、新たに出してきた衣類も、この解体工事の焦げた

粒子にさらされて汚染されてしまうのかと思うと、胸が苦しくな

りました。 

 

 ５日目になると、焼けた建物の足場に幌がかけられたので、焦

げ臭い粒子の発散はある程度抑えられたように感じました。これ

で、焦げた物質による症状が収まってほしいと思いました。 

 ところが、作業の都合なのでしょうか、翌日にはなぜか幌の一

部が取り外されていて、再び焦げ臭い粒子がマンションの方まで

漂ってきたのです。「何のために幌を張ったんだろう？」とぬか喜

びした自分を恨めしく思いました。 

 その後どんどん解体工事は進んで、焦げた建材も次々排出され

ていきました。「これがなくなっていけば楽になるに違いない」と

希望を持ちました。作業中は焦げくさい粒子が飛散して苦しいけ

れども、それが終わればすべてが楽になるはずだと。 

 作業が一週間ほど続くと、私のＣＳ症状も進んでいって、四六

時中肺が痛い状態になりました。喉や鼻の穴もヒリヒリと痛みま

す。しかたがないので、工事が行われている昼間に寝て、必要な

家事や仕事は夜中に起きてやるようにしました。 

 

 火事から１０日ほど経つと、焼け焦げた２階部分の搬出はほと

んど終わって、１階部分の解体工事に移りました。１階はそれほ

ど焼けていなかったので、焦げの物質はほとんど搬出し終わった

ことになります。呼吸器の痛みも少し和らいだ感じがしました。 

 

 ホッとしたのもつかの間、１階の解体工事が進むにつれて、今

度は焦げによるものと違ったＣＳ症状が出てきてしまったのです。

１階部分は焼けていないので、つまりは一般の住宅の解体工事と

同じことなります。この木造ビルの合板の成分や、土台に使われ

ている防腐剤の成分などが粉々に砕かれた瓦礫から発散している

のでしょう、粘膜にピリピリとしたアレルギー症状や、頭痛やめ

まいなど神経系の症状が出てきました。 

 工事はその日によって始まる時間が違っていましたが、現場の

作業音を聞くまでもなく、工事がいつ始まったか症状で感知でき

るようになってしまいました。「いがらっぽい空気が漂ってきた

な」と思って現場を見てみると、作業が始まったばかりなのがわ

かりました。 

 １５日目、解体工事というのはもっと一気にやってしまうもの

だと思っていたのですが、すでに火事当日から２週間以上が経過

しています。「今日こそ終わりになるのでは？」と毎日期待してい

るのですが、夕方になるたび落胆させられました。 
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 工事から１８日目、ようやく 後の瓦礫を積んだトラックが現

場から出て行きました。 後まで作業していたユンボも、トラッ

クに乗せられて去っていきました。あとには何もない更地が残さ

れました。「ああ、本当に終わったんだ・・・」と感無量でした。 

 その後、私は、火事当日に着ていた服などを洗濯して、この事

件に、本当に幕を閉じることになったのです。服は洗ったら、焦

げ臭さが取れて元通りになったので、安心しました。 

 

○その後 

 この時点で、私はまだ不安に思っていました。更地になったと

いうことは、そこに新たに建物が建てられる可能性があるという

ことです。「解体工事に続けて、すぐに建築工事が始まってしまっ

たらどうしよう・・・」と心配でした。もうすでにダメージを受

けるだけ受けてきたのに、新築工事なんて耐えられるわけがない

と思ったのです。幸い、その後、建築工事が始まることもなく、

１年半後の現在でも、空き地のままとなっています。 

 

 今回の出来事を振り返って言えることは、火事による有害物質

は、日常的に出会うＣＳ原因物質とは桁違いに強いということで

す。計画的でもなく、法律を遵守するわけでもなく起こった突発

的な燃焼なので、無差別に焼き尽くして、大量の有害物質を発散

させます。その破壊力たるや、恐ろしいものでした。火事当日に

部屋のもの（特に布団）をビニールに包んだのは、とっさのこと

とは言え、よい判断でした。その後の経過は予想もできなかった

ことで、対策のしようもなく過ぎてしまいましたが、それもしか

たのないことだと思いました。 

 

 突発的な事故や災害などは、いつ起こるかわからず、考えると

不安になるものです。今回の件を経験してみて考えたことは、「突

発的なアクシデントは起きるときは起こる、でもそれは予想でき

ないのだから、心配するだけ無駄だ」ということです。まだ起こ

っていないうちには心配してもしかたがないし、起こってしまっ

たら、それなりに対処するだけです。どんな大変なことでも、い

つかは終わりが来ます。 

（2017 年 11 月） 
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空気清浄機 
  ２０１０年頃から、中国大陸からくる大気汚染に悩まされる

ようになりました。私が特に反応したのは黄砂で、ｐｍ２．５な

どの大気汚染物質よりずっと強い症状が出ました。息苦しさや、

目・鼻・喉・皮膚へのアレルギー症状です。特に息苦しさはひど

いもので、寝ても覚めても胸をかきむしるような苦しみがありま

した。室内にいても常に肩で息をし、夜眠ると溺れている夢を見

ました。２０１４年に限界を感じ、空気清浄機を導入することに

しました。  

 

○空気清浄機に求める条件 

 私はそれまで、ＣＳ対策で空気清浄機を使ったことがありませ

んでした。かつてＣＳ専用の空気清浄機を検討したことがあった

のですが、価格が高すぎたのと、効果が限定的に感じたので、購

入には至りませんでした。しかし、このときは日々溺れるような

苦しみの中で暮らしていたので、藁にもすがる思いで空気清浄機

を探しました。 

 ポイントはＣＳ対策ではなく、黄砂対策だということです。Ｃ

Ｓでは、建材や生活用品から出るガス（気体）状の化学物質が問

題となります。そのため活性炭などのフィルターで化学成分を吸

着させるのがメインとなります。 

 一方、私がこのとき問題としていたのは、はっきりと目にも見

える黄砂の粒状の物質です。これはガス状の化学物質とは違い、

物理的にフィルターで濾し取れるはずです。黄砂の大きさは平均

４ミクロンメートル（１０００分の４ミリメートル）、ｐｍ２．５

が２．５ミクロンメートル以下の粒子なので、ｐｍ２．５対策の

空気清浄機であれば対応できます。２０１３年にｐｍ２．５が注

目されて以来、対応の空気清浄機が各メーカーから出ています。 

 私にとって、ＣＳ・ＥＳ反応を起こしそうな成分・素材を避け

て、空気清浄機選びをする必要がありました。大手電機メーカー

の空気清浄機は、プラズマ・マイナスイオン・抗菌など、ＣＳ・

ＥＳ反応が起きそうな機能がついているものが大部分でした。私

はそういうのを避けて、ただ目の細かいフィルターがついただけ

のシンプルな空気清浄機がほしいと思いました。フィルターと部

屋中の空気をかき回すような大風量のファンが付いた空気清浄機

があれば理想です。 

 また、私はけっこう頻繁に活性炭に反応を起こしていたので、

できるだけ活性炭を使っていないものがほしいと思いました。活

性炭の独特の炭の匂い（焦げたような匂い）が苦手で、頭痛が起

きてしまいます。また、活性炭の粉末が飛散すると、目の痛みが

出ます。 

 

○空気清浄機を購入 

 空気清浄機を探し回るうちに、私が求める条件に

合いそうなものが見つかりました。バルミューダの

「エアエンジン」という空気清浄機です。  

 

この製品の特徴は、 

・風量が大きい 

・ｐｍ２．５対応 
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・フィルターは紙のフィルタ

ーに活性炭を合わせたもの 

・この活性炭部分は取り外し

ができる（すばらしい！） 

 

 一つ問題がありそうなの

は、フィルターに抗菌加工を

しているということでした。空気清浄機本体を買うと、抗菌フィ

ルターがついてくることになっています。別売で抗菌のないフィ

ルターも売っているので、もし本体についてきたものがダメでも、

抗菌でないものを新たに買って試すことができると思いました。 

 

 エアエンジンが家に届き、使ってみることになりました。各部

を点検してみると、本体のプラスチック部分には、特に反応無し。

フィルターはやはり活性炭の部分に目の痛みが出ました。活性炭

のパーツをソーッとはずしてビニール袋に封入します。残った紙

フィルターに活性炭の黒い粉がついていて、こちらにも目の痛み

が出ましたが、掃除機でよく吸って黒い粉を取り除いたら、痛み

はなくなりました。その状態でフィルターの匂いを嗅いでみると、

特に問題はないようです。抗菌の成分に反応を起こすかと危惧し

ていたのですが、何も感じませんでした。 

 フィルターをセットして、いよいよ運転してみます。スイッチ

を入れてみると、静かな運転音で、微風が出てきました。これで

は効果が期待できないので、マニュアル運転の「強」にしてみる

と、ゴーッという音と共に部屋の空気をどんどん取り込んでいく

のがわかります。少しずつ少しずつ部屋の空気は濾過されていっ

て、ざらついた粒子状のものが減って澄んだ感じになっていきま

した。それと共に、私の息苦しさも緩和され、肩で息をしていた

のが、だんだんと通常の呼吸へと戻っていきました。「助かった」

と思いました。それ以来、毎日休むことなく運転しています。 

 

○私流の使い方 

 通常であれば、設定は「弱」や「オート」しておくもののよう

ですが、それでは全然足りないので、常に「中」か「強」で運転

しています。空気が比較的マシなときは「中」、汚染が強いときは

「強」です。２０１５年は体調が悪く、ほとんど丸一年「強」運

転にしていました。２０１７年は汚染も体調もマシになってきた

ので、たいてい「中」で運転しています。けっこう音がうるさい

です。「強」だと耳障りでひどく、「中」でもそれなりに気になる

音です。今は慣れて、「中」では気にならなくなりました。外の車

の音などがけっこううるさいので、空気清浄機のホワイトノイズ

でかえって緩和されている感じです。 

 部屋の空気が極まって汚れているときは、ジェットモードにし

ます。猛烈な勢いで部屋の空気を吸ってくれます。急速に空気が

きれいになる感じがします。しかし、ジェットモードはどうしよ

うもなく音がうるさいのと、ふだん掃除しきれない部分（照明の

傘やカーテンレールの上など）に積もったホコリを巻き上げてし

まう感じがするので、あまり使わないようにしています。巻き上

げたホコリを直接空気清浄機が吸ってくれるならかまわないので

すが、その前に私の鼻に入ってしまう可能性もあるわけです。 
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 エアエンジンの底に滑り止めのゴムがついています。移動する

ときにいちいち持ち上げていましたが、けっこう重い（８ｋｇ）

ので、底の四隅に「カグスベール」をつけました。これは、テフ

ロン加工が施してあるプラスチックのプレートで、つけると滑り

がよくなり、軽い力で動かすことができます。カグスベール自体

の素材の成分や、粘着材に反応するかと思いましたが、私には大

丈夫でした。その後、類似品の「スライドクッション」というの

も使ってみましたが、これも反応せずに済みました。空気清浄機

以外の家具にもあれこれつけて、移動しやすくしています。便利

です！ 

 空気清浄機の前面に、運転状態を表示するランプがついていま

す。この光が寝るときにまぶしいので、ここを厚紙で覆いました。

運転モードを目で確認することができなくなってしまいましたが、

ファンの回る音で判断できるので、問題なく使えています。 

 

○様々な用途に！ 

 エアエンジンを自分なりに工夫し

て使っています。 

・風向を変える 

 特別に息苦しいときは、自分専用の

クリーンな空気！通常の運転では、清

浄な空気が上に吹き上がりますが、写

真のようにビニールを設置すると、自

分の顔に向けることができます。  

 

設置のしかた 

（１）空気清浄機の４カ所にひもでクリップをつける。クリップ

は「サスペンダークリップ」とか「フィッシュクリップ」という

名称で売っているものです。手芸店のネット通販で買いました。

１つ１００円くらい。 

（２）３０×４０ｃｍのビニールを切り開いてクリップで留めます。 

 

 黄砂や大気汚染がひどいとき、空気清浄機を回しても息苦しい

ときなど、浄化された空気を直接吸えるのでかなり楽になります。

夏は涼しいので扇風機代わりにも！ 普通の扇風機は、部屋に入

ってきた黄砂やｐｍ２．５を巻き込んで吹き出す恐ろしいマシー

ンになってしまいますが、空気清浄機なら粒子が濾し取られたき

れいな空気を吹き出してくれます。夏は涼しくていいですが、冬

はけっこう寒い！ でも息苦しいときはそうも言っていられませ

ん。幸い、体に近づけても、この空気清浄機の電磁波には、ほと

んど反応が起きませんでした。 

 

・ホコリっぽいものやカビっぽいものを扱うとき 

 空気清浄機の吸込口の真ん前で行います。例えば、図書館から

借りてきた本をビニールに入れて読むのですが、封入作業をする

ときに空気清浄機の前で行います。本のホコリやカビをきれいに

濾し取ってくれるので、直接吸わずに済みます。本をビニールに

入れて読む方法については、「スモール・データ・バンク２ 読書」

で書いています。 
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・他の機器とつなぐ 

エアコンとつなぐ、除湿器とつなぐ、外気を取り入れるときに窓

につなぐなど、様々な場面で空気を浄化してくれます。 

 

（１）エアコンとつなぐ 

 エアコン（クーラー）

の内部にカビが生えてき

て、吹き出した冷気でア

レルギー反応を起こすの

で、空気清浄機を通して

カビを濾し取ります。詳

しくは「スモール・データ・バンク２ エアコン（クーラー）」に

書きました。  

 

（２）除湿機とつなぐ 

 除湿機の内部にもカビが生

えやすいので、エアコンと同様、

空気清浄機でカビを濾し取り

ます。  

 

（３）窓につなぐ 

 換気したいけど外気が大気

汚染で有害なとき、窓に段ボー

ル板を設置し、そこに開けた穴

にビニールをつなぎ、空気清浄

機に接続します。外気が空気清浄機を通して室内に流れ込むので、

大気汚染の物質（粒子状のもの）が空気清浄機のフィルターで濾

し取られます。  

 

・ドライヤー代わり 

 洗髪のあと空気清浄機の風で乾かします。普通のドライヤーは

室内の空気を取り込んで温めて吹き出すのですが、室内に黄砂や

ｐｍ２．５などの汚染物質があると、ドライヤーの吹出口から髪

に向かって直接吹き出されてしまうわけです。それを防ぐために

空気清浄機で乾燥させます。温風ではないので時間はかかります

が、風量を大きくするとけっこう乾きます。 

 他には猫舌なので、空気清浄機の上にビニールを設置して料理

を冷ましたり・・・など、こまこまと使っています。まるでペッ

トのように、いつも一緒です。でも冬は風が寒いから、ちょっと

距離を置いています。 

 

○フィルター交換について 

 フィルターがけっこう高価なので、ランニングコストがかかり

ます。１年に１回交換で、１万円くらい。うちは２台使っている

ので、２万円です。 初は１年後に交換しました。その後は、現

在まで２年半使いっぱなしです。大気汚染の状況がマシになって

きたので、もう少し持ちそうな感じです。 

 日々のメンテナンスについて書きます。フィルターは、通常使

用５００時間（約３週間）の運転でクリーニングランプがつきま

す。汚れ具合ではなく、単純に時間の積算です。フィルターをは
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ずして掃除機でガーッと掃除してまた設置し、手動でクリーニン

グランプを消します。私は５００時間ではなく、もっと頻繁にフ

ィルター掃除をしています。１週間に１回くらいです。うちの掃

除機は吸引力が強いので、かなりきれいになります。それがフィ

ルターの寿命を延ばしているのかもしれません。（掃除機について

は、スモール・データ・バンク２「掃除機」に詳しく書きました。） 

 

○分解掃除 

 ４年近く使っていたら、吸気口のアミ状の部分が汚れてきてし

まいました。パンチングメタルのように、プラスチックに小さな

穴がたくさん開いています。毎回フィルター掃除のたびにここも

掃除機で吸っているのですが、それでもだんだん汚れがついてき

てしまいました。黒ではなく、黄砂色に汚れているのがイヤな感

じです。水拭きしようにも、小さな穴を一つ一つ・・・など、と

ても無理です。 

 何とかはずして水洗いできないかとやってみました。本体を倒

して、底の四隅のゴムを取ります。底面のネジを１５本はずすと、

アミ状の部分がはずせます。プラスチックの柔らかさを利用して、

ずらしながら取り外す感じで

す。気をつけないと、プラスチ

ック部品が割れてしまいそう

なきわどい作業です。  

 洗剤を溶かしたお湯に入れ

て、つけ置き洗いをします。ブ

ラシでこすってすすいで乾か

したら、きれいになりました。元通りに組み立てて完了です。 

 

○バルミューダ・エアエンジンの適応について 

 この空気清浄機は粒子状の汚染物質には効果を感じますが、Ｃ

Ｓの原因物質であるガス（気体）状の汚染物質にはあまり効果が

ないようです。私の場合は、活性炭フィルターをはずして使って

しまっているので、ほとんどニオイ物質は取れないのですが、も

し活性炭フィルターをつけたままだったとしても、それほど吸着

力はないようです。この製品の取扱説明書を見てみると、Ｑ＆Ａ

のところに次のように書いてあります。  

 これを見ると、ニオイ成分の吸着容量が少なくて、すぐに飽和

し再放出する様子が見て取れます。ＣＳ患者が微量の化学物質に

反応することを考えると、このくらいの活性炭の量では室内の化

学物質の濃度を少ししか下げられないのではないかと思います。

やはりＣＳ対応には、活性炭などの吸着剤がたくさん入った空気

清浄機が適していると思います。私のように、粒子状の大気汚染

物質に特に強く反応しているという方には、この空気清浄機は効

果があると思います。 

（2017 年 11 月） 


