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１．はじめに

近年 , 木材利用促進法の施行や建築基準法の改正（学校

の耐火認定緩和）などの法的対応, CLT（直交集成板）※1

の性能認定や耐火構造材等の技術検証に加え, 地方公共

団体では県産材利用における補助金交付が行われるなど, 

木材普及に向けた取組みが活発化している。一方, 今後木

造建築が社会的要請（CO2 固定化 /未利用木材の活用 等）

により重要視されるにつれて, 木質化による室内居住空間

の快適性向上（美観 /手触り/芳香 等）にも注目が集まる

ものと思われる。そこで, 木材が有する特徴の中でも, と

くに防虫・抗ウィルス効果などが期待できる木材由来の芳

香成分の活用を目的として, 木材生産工程の調査および現

状の問題点を調査し, より有効に木材芳香成分を活用する

方法に関する検証等を行ったので, 本稿にて報告する。

※ 1   CLT(Cross Laminated Timber): ひき板を並べた後, 繊維方

向が直交するように積層接着した木質系材料

２．木材芳香利用の動向調査

2.1　芳香利用の 2つの方策（芳香散布用設備

機器利用と木材利用）に関するヒアリン

グ調査

木材由来の芳香を居室内で利用する場合 , 大まかに分

類して , 以下の 2点による方策が考えられる。

A. 内装材として従来品（壁紙等）を用いて , 芳香散布

用の設備機器を設置して利用する方法

B. 内装材として香りを有する木材を施工し , 空調条件

を調整することで利用する方法

方策 Aの場合は , 内装材を変える必要がないため , イ

ニシャル /ランニング共に低コストであり , 設備機器内

の芳香剤を変えることで , 様々な用途における雰囲気作

りなど , 顧客の幅広いニーズに対応できる長所がある。

一方 , 方策 Bでは内装材自体を壁紙から木材に変える

必要があるため , 全体的に高コストである上 , 改修等に

より建物用途が変わる場合は別途工事が発生するため , 

顧客負担が大きくなる。また , 流通等の問題で木材が入

手しにくい際には , 対応が難しくなることも考えられる。

そのため, まず提案に伴う障壁が小さいと思われる方策

Aに対応するため, 業務用に幅広く用いられている芳香散

布機器取扱業者（㈱アントレックス）にヒアリングを行った。

㈱アントレックスが保守管理を行っている芳香散布機

器「AirQ シリーズ」の外観を写真－ 1に示す。主な特徴と

して , タバコ臭などの悪臭を防臭（マスキング）し , 適量

の芳香成分を超微粒子として室内に散布することにより, 

より効果的に室内空気質の改善をもたらす効果がある。 

アパレル /ホテル業界をはじめとした様々な業界で実

績を有しており , 居室内の床面積に応じた機器の選定

や , 芳香成分の選定や維持管理など , 保守サービスにも

対応している。また , オリジナルの香りを調合すること

で , 自社ブランドイメージに基づいた独自の香りを演出

する「ブランドセント」サービスも行っており , 売上高
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論 文 上書きモードにして入力して下さい。 

写真1  業務用芳香散布機器 AirQシリーズ 

AirQ 270 AirQ 570 

写真－ 1  業務用芳香散布機器 AirQ シリーズ
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の上昇や顧客満足度の向上に繋がる事例も見られている。

こちらの業務用芳香散布機器を用いることにより , 木

材芳香を利用した居室環境を提案 /創出することは可能

と思われる。しかしながら , 方策 Aを行った場合 , 以下

のデメリットがあるものと考えられる。

・  建物の保守管理に伴う利益を得られない。（全て設備機

器取扱会社が利益を得る形となる）

・  直接木材を建物に利用している訳ではないため, 社会的

課題（余剰木材の有効利用）の解決には寄与していない。

・  取扱業者のノウハウをベースとして提案/対応する形に

なるため , 他社との差別化には繋がらない。

そこで, これらの課題を解決することで, 当社として

のメリットを享受しつつ社会貢献を図るため , 方策 Bに

よる検討を開始した。

まず , 静岡県浜松市の天竜川流域で伐採から製材を

行っている天竜 T.S ドライシステム協同組合（以下 , TS

ドライ）にヒアリングを行った。

TSドライでは全国で数少ない取り組みとして, 木材の

有効性（強度 , 色彩 , 芳香など）を引き出す葉枯らし工

程（写真－ 2）および天然乾燥工程（写真－ 3）について , 

研究機関と共同で検証を行っており , 現在の一般的な木

材乾燥方法である人工の高温乾燥時と比べて , 木材芳香

成分濃度の上昇による二酸化窒素の吸着量向上効果が得

られることが示されている 1)。

また , 木材産地および流通・加工工程を明らかにする

「木材トレーサビリティ」（図－1）も行っている。こちら

は , 近年公共建築物においても産地証明に関するニーズ

が増加しつつある上 , 木材芳香の放散性能や種類は, 材

の種類（スギ /ヒノキ等）のみならず , 産地および乾燥工

程により大きく変化するため, 今後木材の有効性に特化し

た内装材としての利用が進むにつれて , 製品に関する信

頼性の高い情報に関するニーズは大きくなるものと考えら

れ , 流通工程において必須の技術になるものと思われる。

2.2　社内設計者へのアンケート調査

関係者とのヒアリングを通して, 木材利用の意義および

有効性について理解を深めたが , これらを社内業務とし

て実施する場合 , 当社が目指す木質化施工および提案に

おけるコンセプトの作成や, 木材利用の担当者が抱える意

識について調査し , 今後木質化施工において当社が目指

す方向性について, あらかじめ確立させておく必要がある。

そこで, 上記の課題に対応するため , 当社設計者を対

象として木材利用に関するアンケート調査を行った。

アンケート配布及び回収期間は , 2015/9/10 ～ 9/25 の

16日間とした。配布対象は当社の設計部職員とした。質問

内容として , 回答者の属性（年齢 /所属）および木質化

施工における考えや長所 /短所となる部分 , 木質化にお

いて理想とするデザインの方向性について確認した。調

査結果を図－ 2に示す。
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工程において必須の技術になるものと思われる。 

 

2.2 社内設計者へのアンケート調査 

 関係者とのヒアリングを通して, 木材利用の意義および

有効性について理解を深めたが, これらを社内業務として

実施する場合, 当社が目指す木質化施工および提案におけ

るコンセプトの作成や, 木材利用の担当者が抱える意識に

ついて調査し, 今後木質化施工において当社が目指す方向

性について, あらかじめ確立させておく必要がある。 

そこで, 上記の課題に対応するため, 当社設計者を対象

として木材利用に関するアンケート調査を行った。 

アンケート配布及び回収期間は, 2015/9/10～9/25 の 16

日間とした。配布対象は当社の設計部職員とした。質問内

容として, 回答者の属性（年齢／所属）および木質化施工

における考えや長所／短所となる部分, 木質化において理

想とするデザインの方向性について確認した。調査結果を
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木質化施工に対する取組については , 「積極的に進め

るべき」「取り組んでも良い」との回答が 90% 以上を占め , 

概ね好意的との回答が得られた。

住みたい /提案したい木質化インテリアのデザインに

ついては、「落ち着いた感性に響く優雅で知的なスタイ

ル」および「木のぬくもりを感じる自然派志向のスタイ

ル」との回答が多く見られ , 木質化施工を提案するので

あれば , 「癒し」「リラックス」出来る空間を想定したデ

ザインや用途を想定することが望ましいとのコンセプト

を得た。

木質化における長所として 「リラックス」「デザイン」

「手触りの良さ」など , 快適性 /環境対応など経理上の

数値化が難しいが , 利用者が価値を感じる「間接的」な

コストメリットが高いとの回答結果が得られた。

一方 , 短所としては「木材が腐る」「割れの発生」「耐

火性」「取り扱いのノウハウ不足」など , クレーム発生 /

法的対応など , 比較的数値化しやすい「直接的」なコス

トデメリットが高い回答結果が得られた。

今回のアンケート結果から, 当社で木質化に関する顧客

提案を行う際に必要な課題として, 以下の点が挙げられる。

a) 「直接的」なコストデメリットの低減

b) 「間接的」なコストメリットの定量化

c) 木材取扱ノウハウの共有化

なお , これらの取組については長期間に亘る検討の

継続が必要になると考えられるため , 以下の 3 段階の

フェーズを想定して , 課題の解決および技術展開を図る

ことが重要と思われる。

1) まずは「普通」にできるフェーズ

 （顧客に提案が可能な知見獲得・体制作り）

2) より「進んだ提案」が可能なフェーズ

 （同業他社への優位性確立）

3) 「工業化」によるコストダウン

そこで , フェーズ 1への取組の一環として , 木質化施

工による顧客提案に関する外部資料作成のため , 当社の

測定機器を用いて , 同じ産地で得られた木材を対象とし

て , 乾燥条件を変えたサンプルの比較による , 木材芳香

成分の定性 /定量評価を行った。

図 2 に示す。 
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3．木材芳香成分の測定／評価試験

3.1　材料及び方法

千葉県産の山武杉を産地とした , 乾燥条件の異なる 2

種類のサンプル（N=3）を用いて , 各材料からの芳香成分

の定性および定量分析を行った。各サンプルの乾燥条件

を表－1に示す。高温乾燥には㈱大井製作所のO-MAX 高温

減圧タイプ（写真－ 3）, 低温乾燥にはアイ・ケイ・ケイ

㈱の愛工房（写真－ 4）を用いた。なお , 木材の含水率が

JAS 適合品質となる 10% に達した時点で乾燥を停止した。

木材サンプルを 5cm 角（厚み 2cm）に分割し , 1 面のみ

残してアルミホイルで巻いた後 , 5L のサンプリングバッ

グ（スマートバッグ PA, ジーエルサイエンス㈱）内にサ

ンプルを静置した。

その後 , 窒素ガスでサンプリングバッグを満たした

後, 20℃条件で24時間静置した。サンプル静置時の写真

を写真－ 5に示す。

Tenax-TA 管に 0.1（L/min）の流量で, 0.1（L）分のサン

プリングバック内のガスを吸着させ, GC-MS（ガスクロマト

グラフ質量分析器）で成分分析を行った。ガスサンプルの

採取は1h/3h/6h/24h静置時に1回ずつ, 計 4回行った。

分析機器は , 島津製作所㈱の GC-MS QP2010 Plus を用

いた。キャピラリーカラムは芳香成分を測定対象とする

ため , Rtx-Wax（長さ 60m, 内径 0.32mm, 膜厚 0.50mm, ㈱

島津製作所）を選択した。

昇温条件は50℃（ホールド5分）→ 昇温 5（℃ /min） → 

150℃→ 昇温 10（℃ /min） → 220℃（ホールド20分）とし

た。また, イオン化方法は EI（電子イオン化）法を用いた。

なお , 木材から拡散する芳香成分全体を総量として評

価するため , 木材芳香成分の一つであるセスキテルペン

類の代表物質として , β-カリオフィレンを用いて検量

線を作成し , ピーク全体の中からセスキテルペン類とさ

れるピークの総面積値を求め , この値をβ-カリオフィ

レンの検量線の面積値を用いて定量した値を「TVOCβ」と

して , 定量時の評価指標とした。

3.2結果及び考察

一定温度条件下で24時間静置した際の木材芳香成分の

ピーク形状について , サンプル Hの結果を図－ 3に , サ

ンプル Lの結果を図－ 4に示す。
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線の面積値を用いて定量した値を「TVOCβ」として, 定量 
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また, 各サンプル中のピーク面積を総量として, セス

キテルペン類が各木材芳香成分の中でどの程度の割合を

示すか , 24 時間静置後の測定結果を用いて比較した結果

を図－ 5に示す。

ピーク形状を比較した結果 , サンプル Hとサンプル L

の両者ともにδ-カジネン等のセスキテルペン類の検出

が見られたが , 酢酸など芳香成分以外のものも見られた。

同時に , セスキテルペン類が芳香成分全体の中でどの

程度の割合を示すか比較したところ , サンプル Hの場合

は 40% 程度の割合となり , サンプル間のばらつきも 18%

程度となった。一方 , サンプル Lの場合は 96% 程度とな

り , サンプル間のばらつきも 2%程度と , 木材芳香成分

の検出において安定した結果が得られた。

この事から , 木材芳香を利用した内装木質化提案を行

う場合 , 低温乾燥木材を用いることで , 木材からの芳香

利用における品質の安定化が期待できると考えられる。

各サンプル中のセスキテルペン類のピーク面積値の総

和値を , β-カリオフィレンの検量線を用いて TVOCβと

した定量結果を図－ 6に示す。

静置後 1時間の時点で , 特にサンプル Lにおいてサン

プリングバッグ内の TVOCβ値は急激に上昇し、サンプル H

のTVOCβ値は1.96(μg/L), サンプルLの値が45.48(μg/

L) となり , 約 23 倍の濃度差が見られた。

その後 , 窒素ガス中の芳香成分濃度が上昇するに従

い TVOCβ値の変化も安定するが , 24 時間経過時点でサ

ンプル H の TVOCβ値が 9.54(μg/L), サンプル L の値が

130.06(μg/L) となり , 約 13 倍の濃度差となった。

この事から , 高温乾燥木材の代わりに低温乾燥木材を

内装材として利用することで , 高温乾燥木材の 1/13 ～

1/23 程度の施工面積で , 木材芳香による快適な居住空間

を設計できる可能性が示された。

4. 木質化施工実証試験

4.1はじめに

当社では , 技術研究所に隣接する形で研修用宿泊施設

｢TTC つくば ｣（TTC：Technology Training Center）を竣

工し , 今年度から当社新入社員を対象として運用を開始

している。写真－ 6に建物外観を示す。

本施設は ｢ものづくりをする人づくりの場所 ｣を第一

のコンセプトとして設計し , 今後も人材育成の拠点とし

て活用する予定である。建設にあたっては , PCa（プレ

キャスト）工法を採用するとともに , 当社の様々な保有

技術を積極的に活用する試みがなされている。

図－4　木材芳香成分ピーク形状（サンプルL,24時間後）
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程度の施工面積で, 木材芳香による快適な居住空間を設計

できる可能性が示された。 

 

4. 木質化施工実証試験 

4.1 はじめに 
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その一環として , 3.1 にて室内試験を実施した木材を

用いて , 一部居室内に内装材として腰壁施工による木質

化施工を行い , 実証試験データ（居室内空気質測定試験

及び利用者アンケート調査）の取得を行っている。木質化

を行った室内状況を写真－ 7に示す。なお , 腰壁の面積

は床面積の 0.5 倍とした。

4.2　空気質測定試験

(1)材料及び方法

木材は千葉県産の山武杉を利用し , 平衡含水率（高温

および低温乾燥では 10%, 自然乾燥では 15%）まで低下さ

せるための乾燥処理を , 高温乾燥（85℃条件）/低温乾燥

（40℃条件）/自然乾燥の 3ケースで行った。

高温乾燥 / 低温乾燥については , 表面処理材として

ユーロオイルクリヤー（大阪塗料工業㈱）を用いたケース

も含めて , 計 5パターンの木材による木質化施工を行っ

た。木材乾燥・施工条件を表－ 2に示す。乾燥条件は 3.1

と同様に , 高温乾燥には㈱大井製作所の O-MAX 高温減圧

式を , 低温乾燥にはアイ・ケイ・ケイ㈱の愛工房を用いた。

なお , 自然乾燥については発注先の倉庫内で 36 日間

（2016/3/15 ～ 4/20）の間だけ日陰干しを行い , 含水率

を平衡値まで低下させた。

施工については , 壁の一部（床面積の 0.5 倍）に施工

条件1ケースにつき3部屋ずつ, 計 15部屋の居室内に木

質化施工を行った。

竣工前の室内VOC検査方法（アクティブサンプリング法）

に準拠して, 各居室内にて30分間以上換気を行った上で, 

5時間以上の密閉を行い, 居室内の空気質測定を行った。

サンプリング条件は , アルデヒド類については DNPH

カートリッジを用いて , 流量 1（L/min）かつ 30 分間 , 

VOC 類は Tenax-TA 管を用いて , 流量 0.1（L/min）かつ 30

分間のサンプリングをそれぞれの居室内で行った。測定

状況を写真－ 8に示す。

分析機器は , ホルムアルデヒドには高速液体クロマト

グラフィー（LC2010, 島津製作所㈱）, VOC 類にはガスク

ロマトグラフ質量分析計（QP2010-Plus, 島津製作所㈱）

を用いた。カラム昇温条件は 3.1 と同様とした。

なお , VOC 全体における木材芳香成分の定量評価手法

として , 木材芳香の主成分とされているモノテルペン類

/セスキテルペン類について , 前者の代表物質を「α-ピ

ネン」,後者の代表物質を「β-カリオフィレン」として , 

ピーク全体の中から各々の成分とされるピークの総面積

値を求めた。

モノテルペン類については「α-ピネン」, セスキテル

ペン類については「β-カリオフィレン」の検量線の面積

値を用いて定量した値を、それぞれ「TVOCα」（モノテルペ

ン類の総量値）,「TVOCβ」（セスキテルペン類の総量値）

として , 本検討における定量評価時の指標とした。

(2)結果及び考察

各施工ケース間におけるホルムアルデヒド測定結果

（図－ 7）/TVOCα測定結果（図－ 8）/TVOCβ測定結果（図

－ 9）/居室内の TVOC 成分構成割合結果（図－ 10）をそ

れぞれ示す。

なお , Blank 条件は木質化施工を行わなかった室内空

気質の測定結果を示しており , グラフ内の縦棒は各施工

ケースにおける標準偏差（N=3）を示している。
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木質化施工状況 
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ホルムアルデヒドの平均値はケース C/D/Blank では高

かったが , 居室間における標準偏差は小さくなった。

TVOCαについては, 居室内濃度の平均値はケースC/Dで

高くなる傾向を示し , 標準偏差は施工ケース Eで最も大

きくなる結果となった。一方, TVOCβについても居室内濃

度の平均値は施工ケース C/Dで高くなり、特に施工ケース

Dでは 6.0（mg/m3）を超える結果となり、各居室間におけ

る標準偏差も小さくなった。

一方 , 自然乾燥を行ったケース Eでは居室内濃度が低

くなり, Blank条件下ではTVOCβが見られない結果となっ

た。 

居室内空気質全体の結果を見ると , 木材芳香成分の割

合は最も多い施工ケースでも 10% 未満となり , 新築時に

床面積 0.5 倍分の木質化施工を行った場合 , 居室内空気

質の 90% 以上は建材由来の VOC 成分で構成されることが

確認された。

この事から , 新築時の室内空気質において木材芳香成

分の割合を増加させる際には , 低温乾燥工程で木材を乾

燥させつつ , 内装施工面積を増やす必要があるが , 居室

内の木材芳香成分濃度は必要以上に高すぎても , 居住者

が不快感を示す可能性が考えられる。

この点については , 居住者の大半が快適と感じやすい

居室内の空気質濃度に関する検証および換気回数などの

設備条件など踏まえて , 今後も検討を進めていく。

4.3利用者アンケート調査

上記 4.2 にて , 内装木質化の実証試験による各居室内

の空気質測定結果を示したが , 木材は芳香のみならず視

覚や触覚など , 様々な点において居住者が快適に感じる

要素を有している。

また , 低温乾燥木材は芳香成分濃度が高くなる傾向を

有しているが , 香りに対する居住者の感性や好みの違い

により , 成分濃度が高くなることにより , 居住者が不快

に感じてしまうケースも考えられる。

そこで , 木質化施工を行った際の快適性（見た目 /手

触り /香り）向上に関するエビデンスおよび価値向上効果

に関する , より客観的かつ総括的なデータを取得するこ

とを目的として , 木質化施工を行った宿泊施設利用者へ

のアンケート調査を行った。

(1)方法

木質化施工を行った居室利用者を対象として , 入居後

1週間経過後にアンケートを配布した。設問内容は回答者

属性（年齢 /性別 /喫煙暦）および部屋番号 , 木材から

受ける印象（見た目 /手触り /香り）および CVM 評価（仮

想的市場評価法）※2 を行った。なお , 現在は当社新入社

なお, Blank 条件は木質化施工を行わなかった室内空気

質の測定結果を示しており, グラフ内の縦棒は各施工ケー

スにおける標準偏差（N=3）を示している。 

ホルムアルデヒドの平均値はケース C／D／Blankでは高
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居室内空気質全体の結果を見ると, 木材芳香成分の割合

は最も多い施工ケースでも 10%未満となり, 新築時に床面

積 0.5 倍分の木質化施工を行った場合, 居室内空気質の

90% 以上は建材由来の VOC 成分で構成されることが確認さ

れた。 

この事から, 新築時の室内空気質において木材芳香成分

の割合を増加させる際には, 低温乾燥工程で木材を乾燥さ

せつつ, 内装施工面積を増やす必要があるが, 居室内の木

材芳香成分濃度は必要以上に高すぎても, 居住者が不快感

を示す可能性が考えられる。 

この点については, 居住者の大半が快適と感じやすい居

室内の空気質濃度に関する検証および換気回数などの設

備条件など踏まえて, 今後も検討を進めていく。 
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る印象（見た目／手触り／香り）および CVM 評価（仮想的

市場評価法）※2を行った。なお, 現在は当社新入社員のみ

が利用しているため, 回答者の年齢は全て 20 代, 回答者

数は 30 人となっている。 

※2 CVM(Contingent Valuation Method): アンケート調査を用い

て, 人々に支払意思額（WTP）等を直接尋ねることで, 市場で取

り引きされていない財（効果）の価値を計測する手法。 

 

(2) 結果及び考察 

 木質化施工において居室利用者が受けた印象について, 

各施工パターンに分けて, 見た目の印象（視覚）／手触り

の印象（触覚）について 6 段階で評価した結果を, 図 11
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定結果を示したが, 木材は芳香のみならず視覚や触覚など, 様々な

点において居住者が快適に感じる要素を有している。 

また, 低温乾燥木材は芳香成分濃度が高くなる傾向を有している

が, 香りに対する居住者の感性や好みの違いにより, 成分濃度が高

くなることにより, 居住者が不快に感じてしまうケースも考えられ

る。 

そこで, 木質化施工を行った際の快適性（見た目／手触り／香り）

向上に関するエビデンスおよび価値向上効果に関する, より客観的

かつ総括的なデータを取得することを目的として, 木質化施工を行

った宿泊施設利用者へのアンケート調査を行った。 

 

(1) 方法 

 木質化施工を行った居室利用者を対象として, 入居後 1

週間経過後にアンケートを配布した。設問内容は回答者属

性（年齢／性別／喫煙暦）および部屋番号, 木材から受け

る印象（見た目／手触り／香り）および CVM 評価（仮想的

市場評価法）※2を行った。なお, 現在は当社新入社員のみ

が利用しているため, 回答者の年齢は全て 20 代, 回答者

数は 30 人となっている。 

※2 CVM(Contingent Valuation Method): アンケート調査を用い

て, 人々に支払意思額（WTP）等を直接尋ねることで, 市場で取

り引きされていない財（効果）の価値を計測する手法。 

 

(2) 結果及び考察 

 木質化施工において居室利用者が受けた印象について, 

各施工パターンに分けて, 見た目の印象（視覚）／手触り

の印象（触覚）について 6 段階で評価した結果を, 図 11

／図 12 にそれぞれ示す。さらに, 香りの印象（嗅覚）に

７ 

図9  施工ケース間 室内TVOCβ濃度測定結果 

図10  施工ケース間 居室内TVOC成分構成割合比較結果 

図8  施工ケース間 室内TVOCα濃度測定結果 

 

4.2 空気質測定試験 

(1) 材料及び方法 

 木材は千葉県産の山武杉を利用し, 平衡含水率（高温お

よび低温乾燥では 10%, 自然乾燥では 15%）まで低下させ

るための乾燥処理を, 高温乾燥（85℃条件）／低温乾燥

（40℃条件）／自然乾燥の 3 ケースで行った。 

高温乾燥／低温乾燥については, 表面処理材としてユー

ロオイルクリヤー（大阪塗料工業㈱）を用いたケースも含

めて, 計 5 パターンの木材による木質化施工を行った。木

材乾燥・施工条件を表 2 に示す。乾燥条件は 3.1 と同様に, 

高温乾燥には㈱大井製作所の O-MAX 高温減圧式を, 低温乾

燥にはアイ・ケイ・ケイ㈱の愛工房を用いた。 

なお, 自然乾燥については発注先の倉庫内で 36 日間

（2016/3/15 ～ 4/20）の間だけ日陰干しを行い, 含水率

を平衡値まで低下させた。 

 施工については, 壁の一部（床面積の 0.5 倍）に施工条

件 1 ケースにつき 3 部屋ずつ, 計 15 部屋の居室内に木質

化施工を行った。 

竣工前の室内 VOC検査方法（アクティブサンプリング法）

に準拠して, 各居室内にて 30 分間以上換気を行った上で, 

5 時間以上の密閉を行い, 居室内の空気質測定を行った。 

サンプリング条件は, アルデヒド類については DNPH カ

ートリッジを用いて, 流量 1（L/min）かつ 30 分間, VOC

類は Tenax-TA 管を用いて, 流量 0.1（L/min）かつ 30 分間

のサンプリングをそれぞれの居室内で行った。測定状況を

写真 8 に示す。 

分析機器は, ホルムアルデヒドには高速液体クロマトグ

ラフィー（LC2010, 島津製作所㈱）, VOC 類にはガスクロ

マトグラフ質量分析計（QP2010-Plus, 島津製作所㈱）を

用いた。カラム昇温条件は 3.1 と同様とした。 

なお, VOC 全体における木材芳香成分の定量評価手法と

して, 木材芳香の主成分とされているモノテルペン類／セ 

スキテルペン類について, 前者の代表物質を「α-ピネン」,

後者の代表物質を「β-カリオフィレン」として, ピーク

全体の中から各々の成分とされるピークの総面積値を求

めた。 

モノテルペン類については「α-ピネン」, セスキテル

ペン類については「β-カリオフィレン」の検量線の面積

値を用いて定量した値を、それぞれ「TVOCα」（モノテル

ペン類の総量値）,「TVOCβ」（セスキテルペン類の総量 

値）として, 本検討における定量評価時の指標とした。 

 

(2) 結果及び考察 

各施工ケース間におけるホルムアルデヒド測定結果（図

7）／TVOCα測定結果（図 8）／TVOCβ測定結果（図 9）／居

室内の TVOC 成分構成割合結果（図 10）をそれぞれ示す。 

６ 

写真7 TTCつくば 一部居室内における木質化施工状況 

表2  TTCつくば 木材乾燥および施工条件 

図7  施工ケース間－ホルムアルデヒド濃度測定結果 

写真8  室内空気質計測時写真（210号室） 

図－ 7　施工ケース間－ホルムアルデヒド濃度測定結果 
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員のみが利用しているため , 回答者の年齢は全て 20代 , 

回答者数は 30人となっている。

※ 2   CVM(Contingent Valuation Method): アンケート調査を用い

て , 人々に支払意思額（WTP）等を直接尋ねることで , 市場

で取り引きされていない財（効果）の価値を計測する手法。

(2)結果及び考察

木質化施工において居室利用者が受けた印象につい

て , 各施工パターンに分けて , 見た目の印象（視覚）/

手触りの印象（触覚）について 6段階で評価した結果を , 

図－ 11/図－ 12にそれぞれ示す。さらに , 香りの印象

（嗅覚）について 8段階で評価した結果を図－ 13, 木質

化施工を行った居室と未施工の居室のどちらかに宿泊し

たと仮定して , CVM 評価を行った際の回答者の平均値の

結果を図－ 14に示す。

見た目と手触りの印象については , 殆どの回答者が好

意的な印象を有していることが確認できた。一方 , 香り

の印象については , 一部の利用者に「やや不快」との回

答があり , 全ての利用者が木材の香りを好むわけでは無

いが , 概ね良い印象を持つことが確認できた。CVM 評価

の平均値を確認すると , 低温乾燥を行った居室を利用し

た回答者によるサービス価値の向上効果が2%程度である

のに対して , 高温乾燥を行った居室を利用した回答者の

結果が4～5%となり, 自然乾燥を行った回答者の結果が

8%と , 非常に高くなる傾向が見られた。

当社研修用宿泊施設「TTC つくば」を利用して , 木質化

施工を行った居室内について , 空気質測定および利用者

へのアンケートを行った結果 , 空気質は低温乾燥木材の

居室内の方が , 木材芳香成分割合が高くなる傾向が見ら

れた。一方 , 利用者へのアンケート調査では , 木質化に

よる快適性全般に関する結果は高評価が得られたものの, 

CVM の結果と居室内の芳香成分濃度と逆の傾向を示した。

この点については, 現在は回答数が少ないため , 回答

者の感性により結果にばらつきが生じていること , 低温

乾燥木材が散布する芳香成分が混合された居室内の空気

質環境が , 居住者が快適性を示すと思われる濃度範囲以

上に木材芳香成分濃度が高くなり , 不快と感じる居住者

の割合が増加していること , 新築時の 90% 以上を占める

建材由来のVOCによる臭気と木材芳香が混合することで, 

不快と感じる居住者が増えている可能性の 3点がおもな

原因として考えられる。

図－ 13　居室利用者アンケート結果（香りの印象 ,N=30）

ついて 8段階で評価した結果を図 13, 木質化施工を行った

居室と未施工の居室のどちらかに宿泊したと仮定して, 

CVM 評価を行った際の回答者の平均値の結果を図 14 に示

す。 

 見た目と手触りの印象については, 殆どの回答者が好意

的な印象を有していることが確認できた。一方, 香りの印

象については, 一部の利用者に「やや不快」との回答があ

り, 全ての利用者が木材の香りを好むわけでは無いが, 概

ね良い印象を持つことが確認できた。CVM 評価の平均値を

確認すると, 低温乾燥を行った居室を利用した回答者によ

るサービス価値の向上効果が 2%程度であるのに対して, 

高温乾燥を行った居室を利用した回答者の結果が 4～5%と

なり, 自然乾燥を行った回答者の結果が 8%と, 非常に高く

なる傾向が見られた。 

 当社研修用宿泊施設「TTC つくば」を利用して, 木質化

施工を行った居室内について, 空気質測定および利用者へ

のアンケートを行った結果, 空気質は低温乾燥木材の居室

内の方が, 木材芳香成分割合が高くなる傾向が見られた。

一方, 利用者へのアンケート調査では, 木質化による快適

性全般に関する結果は高評価が得られたものの, CVM の結

果と居室内の芳香成分濃度と逆の傾向を示した。 

この点については, 現在は回答数が少ないため, 回答者

の感性により結果にばらつきが生じていること, 低温乾燥

木材が散布する芳香成分が混合された居室内の空気質環

境が, 居住者が快適性を示すと思われる濃度範囲以上に木

材芳香成分濃度が高くなり, 不快と感じる居住者の割合が

増加していること, 新築時の 90%以上を占める建材由来の

VOC による臭気と木材芳香が混合することで, 不快と感じ

る居住者が増えている可能性の 3点がおもな原因として考

えられる。 

 

5. おわりに 

 社会的背景から利用拡大が進むと考えられる木材の有

効性に着目し, 特に木材が有する芳香成分に着目して, ヒ

アリングおよびアンケート調査, 芳香成分の計測試験を実

施し, 木材利用におけるトレンドおよびその効果について

確認した。また, 木材乾燥方法を変えることで, 芳香成分

の量および性質が変化することを確認した。 

今後は, 当社研修施設にて空気質測定および利用者アン

ケートを継続し, 竣工からの経年変化および妥当性の高い

調査結果を取得する。同時に, 当社設計部と連携して木質

化施工の実提案および適用物件の獲得に向けた取組みを

進めていく。 

 

８ 

図14  居室利用者アンケート結果（CVM評価, N=30） 

図13  居室利用者アンケート結果（香りの印象, N=30） 

図11  居室利用者アンケート結果（見た目の印象, N=30） 

図12  居室利用者アンケート結果（手触りの印象, N=30） 

図－12　居室利用者アンケート結果（手触りの印象,N=30）

ついて 8段階で評価した結果を図 13, 木質化施工を行った

居室と未施工の居室のどちらかに宿泊したと仮定して, 

CVM 評価を行った際の回答者の平均値の結果を図 14 に示

す。 

 見た目と手触りの印象については, 殆どの回答者が好意

的な印象を有していることが確認できた。一方, 香りの印

象については, 一部の利用者に「やや不快」との回答があ

り, 全ての利用者が木材の香りを好むわけでは無いが, 概

ね良い印象を持つことが確認できた。CVM 評価の平均値を

確認すると, 低温乾燥を行った居室を利用した回答者によ

るサービス価値の向上効果が 2%程度であるのに対して, 

高温乾燥を行った居室を利用した回答者の結果が 4～5%と

なり, 自然乾燥を行った回答者の結果が 8%と, 非常に高く

なる傾向が見られた。 

 当社研修用宿泊施設「TTC つくば」を利用して, 木質化

施工を行った居室内について, 空気質測定および利用者へ

のアンケートを行った結果, 空気質は低温乾燥木材の居室

内の方が, 木材芳香成分割合が高くなる傾向が見られた。

一方, 利用者へのアンケート調査では, 木質化による快適

性全般に関する結果は高評価が得られたものの, CVM の結

果と居室内の芳香成分濃度と逆の傾向を示した。 

この点については, 現在は回答数が少ないため, 回答者

の感性により結果にばらつきが生じていること, 低温乾燥

木材が散布する芳香成分が混合された居室内の空気質環

境が, 居住者が快適性を示すと思われる濃度範囲以上に木

材芳香成分濃度が高くなり, 不快と感じる居住者の割合が

増加していること, 新築時の 90%以上を占める建材由来の

VOC による臭気と木材芳香が混合することで, 不快と感じ

る居住者が増えている可能性の 3点がおもな原因として考

えられる。 

 

5. おわりに 

 社会的背景から利用拡大が進むと考えられる木材の有

効性に着目し, 特に木材が有する芳香成分に着目して, ヒ

アリングおよびアンケート調査, 芳香成分の計測試験を実

施し, 木材利用におけるトレンドおよびその効果について

確認した。また, 木材乾燥方法を変えることで, 芳香成分

の量および性質が変化することを確認した。 

今後は, 当社研修施設にて空気質測定および利用者アン

ケートを継続し, 竣工からの経年変化および妥当性の高い

調査結果を取得する。同時に, 当社設計部と連携して木質

化施工の実提案および適用物件の獲得に向けた取組みを

進めていく。 

 

８ 

図14  居室利用者アンケート結果（CVM評価, N=30） 

図13  居室利用者アンケート結果（香りの印象, N=30） 

図11  居室利用者アンケート結果（見た目の印象, N=30） 

図12  居室利用者アンケート結果（手触りの印象, N=30） 

図－11　居室利用者アンケート結果（見た目の印象,N=30） 

ついて 8段階で評価した結果を図 13, 木質化施工を行った

居室と未施工の居室のどちらかに宿泊したと仮定して, 

CVM 評価を行った際の回答者の平均値の結果を図 14 に示

す。 

 見た目と手触りの印象については, 殆どの回答者が好意

的な印象を有していることが確認できた。一方, 香りの印

象については, 一部の利用者に「やや不快」との回答があ

り, 全ての利用者が木材の香りを好むわけでは無いが, 概

ね良い印象を持つことが確認できた。CVM 評価の平均値を

確認すると, 低温乾燥を行った居室を利用した回答者によ

るサービス価値の向上効果が 2%程度であるのに対して, 

高温乾燥を行った居室を利用した回答者の結果が 4～5%と

なり, 自然乾燥を行った回答者の結果が 8%と, 非常に高く

なる傾向が見られた。 

 当社研修用宿泊施設「TTC つくば」を利用して, 木質化

施工を行った居室内について, 空気質測定および利用者へ

のアンケートを行った結果, 空気質は低温乾燥木材の居室

内の方が, 木材芳香成分割合が高くなる傾向が見られた。

一方, 利用者へのアンケート調査では, 木質化による快適

性全般に関する結果は高評価が得られたものの, CVM の結

果と居室内の芳香成分濃度と逆の傾向を示した。 

この点については, 現在は回答数が少ないため, 回答者

の感性により結果にばらつきが生じていること, 低温乾燥

木材が散布する芳香成分が混合された居室内の空気質環

境が, 居住者が快適性を示すと思われる濃度範囲以上に木

材芳香成分濃度が高くなり, 不快と感じる居住者の割合が

増加していること, 新築時の 90%以上を占める建材由来の

VOC による臭気と木材芳香が混合することで, 不快と感じ

る居住者が増えている可能性の 3点がおもな原因として考

えられる。 

 

5. おわりに 

 社会的背景から利用拡大が進むと考えられる木材の有

効性に着目し, 特に木材が有する芳香成分に着目して, ヒ

アリングおよびアンケート調査, 芳香成分の計測試験を実

施し, 木材利用におけるトレンドおよびその効果について

確認した。また, 木材乾燥方法を変えることで, 芳香成分

の量および性質が変化することを確認した。 

今後は, 当社研修施設にて空気質測定および利用者アン

ケートを継続し, 竣工からの経年変化および妥当性の高い

調査結果を取得する。同時に, 当社設計部と連携して木質

化施工の実提案および適用物件の獲得に向けた取組みを

進めていく。 

 

８ 

図14  居室利用者アンケート結果（CVM評価, N=30） 

図13  居室利用者アンケート結果（香りの印象, N=30） 
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 社会的背景から利用拡大が進むと考えられる木材の有

効性に着目し, 特に木材が有する芳香成分に着目して, ヒ

アリングおよびアンケート調査, 芳香成分の計測試験を実

施し, 木材利用におけるトレンドおよびその効果について

確認した。また, 木材乾燥方法を変えることで, 芳香成分

の量および性質が変化することを確認した。 

今後は, 当社研修施設にて空気質測定および利用者アン

ケートを継続し, 竣工からの経年変化および妥当性の高い

調査結果を取得する。同時に, 当社設計部と連携して木質

化施工の実提案および適用物件の獲得に向けた取組みを
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5.おわりに

社会的背景から利用拡大が進むと考えられる木材の有

効性に着目し , 特に木材が有する芳香成分に着目して , 

ヒアリングおよびアンケート調査 , 芳香成分の計測試験

を実施し , 木材利用におけるトレンドおよびその効果に

ついて確認した。また , 木材乾燥方法を変えることで , 

芳香成分の量および性質が変化することを確認した。

今後は , 当社研修施設にて空気質測定および利用者ア

ンケートを継続し , 竣工からの経年変化および妥当性の

高い調査結果を取得する。同時に , 当社設計部と連携し

て木質化施工の実提案および適用物件の獲得に向けた取

組みを進めていく。
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Examination of Practical Use of Woody Aroma in the Interior Rooms of Buildings

Takahiro AOKI

If the use of woody materials in a building will advance in future, it is thought that they will attract 
attention for their good points (cozy feeling, pleasant aroma, etc.). Hearing investigations of wood 
materials usage were carried out with employees of our company. Building designers of our company 
were surveyed about the use of woody materials, by using wood samples of several dry-process 
conditions, and then the relationship between the influence of different dry-process conditions on the 
woody aroma and ingredients of woody materials was confirmed by GC-MS measurement. The result 
of changing some of the woody aroma ingredients and aroma concentrations was observed, and the 
better effectiveness of low-temperature-dried woody materials was confirmed. Moreover, at a dormitory 
of our company, the habitability of a room constructed using woody materials was investigated. The 
relationship between the answers to the questionnaire given to the residents exposed to these materials 
and the interior environment was examined.
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