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煙防止条例を2020年４月より施行しまし
た。これによって飲食店を始めとする多くの
施設は原則屋内禁煙となり、都内の飲食店
うち約84％が規制の対象になります３）。
　また、新型コロナウイルス感染症と喫煙
との関連について、WHOが2020年４月に
招集した専門家によるレビューにおいて、
喫煙者は非喫煙者と比較して新型コロナ
ウイルスへの感染で重症となる可能性の
高いことが明らかになったことなどが報告
されたと公表しています（WHO 2020年５
月11日） 。
＊２：SDGs目標３「あらゆる年齢のすべての

人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進す

る」

３　三次喫煙とは？
　喫煙には、能動喫煙、受動喫煙がありま
す。能動喫煙はたばこを吸うことで、その際
に発生する主流煙を吸い込むことえをい
います。受動喫煙は、たばこの先端から立
ち上る煙（副流煙）と喫煙者が吐き出した
煙（呼出煙）を第三者が吸い込んでしまうこ
とをいいます。これに加え、受動喫煙の一
つの形態として、三次喫煙（サードハンドス
モーク、以下THS）というものがあります。こ
れはたばこを吸い終わって、火を消した後
に残留する有害物質,化学物質等を吸入す
ることをいいます（図２）。
　たばこ煙に含まれる様々な成分（揮発性
有機物質VOC、準揮発性物質SVOC、粒子
状物質PM）は、喫煙終了後に環境中で
様々な過程を経てTHSに変化します。喫煙
終了後のたばこ煙の成分は、空気中に長
時間残留するものも存在しますが、大部分
は壁紙や衣服などの固体表面に付着しま
す。付着したたばこ煙成分は長期間にわた
って徐々に空気中に再放散され、人体に取
り込まれる可能性があります。
　THSは喫煙室の臭いや変色などから日
常的に認知されますが、喫煙環境の問題と
して取り上げられたのは2009年と比較的
新しいものです。その翌年、2010年に
Sleimanらが、固体表面に付着したニコチン
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１　はじめに
　最近「SDGs」がよく話題に上り、図１に
示すようなカラフルなアイコンを目にす
る機会も多いと思います。SDGsとは、
Sustainable Development Goals（持続可
能な開発目標）の略称で、2015年９月の
国連サミットで世界のリーダーによって
決められた2030年までに達成すべき国
際社会共通の17の目標です。
　今や世界中の企業がSDGsを経営の中
に取り込むことでESG投資＊１を呼び込も
うと力を注いでおります。日本においても
SDGsと経営を結びつけることで価値を高
めるべく取り組みを進める企業や自治体
が多くみられるようになりました。弊社も
環境にかかわる企業として、日々、人々の
健康、食生活の安全・安心、また快適な生
活環境の創造と保全に貢献出来るように
取り組んでいます。
　今回、私たちの身近にあるSDGs目標の
一つである“すべての人に健康と福祉を”
の中から受動喫煙『サードハンドスモー
ク』について紹介します。
＊１：ESG投資「財務情報だけではなく、企業

の環境（Environment）・社会（Social）・ガバナン

ス（Governance）に関する取り組みを考慮した

投資」

２　たばこの規制
　SDGs目標３＊２の具体的なターゲット

の一つとしてたばこの規制が設定されて
います。
　WHOによると、世界で喫煙や受動喫煙
による死者は年間少なくとも800万人に達
し、その40%以上が肺がんなど肺の疾患で
亡くなっていると推定されています。2017
年には150万人が慢性呼吸器系疾患、120
万人が肺や気管などのがん、60万人が呼
吸器系の感染症や結核で死亡したといわ
れています。また、受動喫煙が原因で死亡
する人は年間100万人に上っており、５歳
未満の子どもも６万人以上が呼吸器感染
症で犠牲になっていると発表しています
（WHO 2019年５月）。
　たばこによる健康被害も地球温暖化と
同様、人々の健康を守り、豊かな世界を次
世代に残すためには、世界規模で取り組ま
なくてはならない喫緊の課題です。世界の
受動喫煙規制の中、WHOは医療機関や学
校、交通機関など人の多く集まる場所８カ
所で禁煙義務の法律があるかを調査し、４
段階で評価しています。今までの日本は最
低レベルに分類されていましたが１）、2020
年４月に改正された健康増進法の全面施
行によって、受動喫煙対策が強化され、そ
れにより評価が１ランクアップしました。し
かし、個人や、中小企業（資本金5000万円
以下）が経営する飲食店のうち、客席面積
が100平方メートル以下の既存店は例外

となるなど、実際に規制の
対象になるのは飲食店全
体の45％にすぎず２）、世界
基準の規制からみるとまだ
遅れていると言わざるを得
ません。
　東京都は、受動喫煙によ
る都民の健康への悪影響
を未然に防止することを目
的に、改正健康増進法より
も更に厳しい独自の受動喫図１　17の持続可能な開発目標（SDGs）
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前頁のつづき
は空気中の亜硝酸HONOと反応して発がん
性を持つニトロソアミン類（Tobacco-specific 
nitrosamines）を生成すると報告してから、
THSに関する研究は飛躍的に進みました５）。
　この10年程の間にTHSに対する関心が急
激に高まり、カリフォルニアのTHSコンソーシ
アムを中心にTHSに関するレビューが2011
年にMattら６）、2017年にJacobら７）により出
版されています。
４　三次喫煙の研究
　THSに含まれる物質としては、様々な
VOCs、SVOCsの他、多環芳香族炭化水素類
（PAHs）やたばこ煙特有ニトロソアミン類が
Sleimanら８）や大貫ら９）により2014年に報告
されています。副流煙とTHSに含まれる成分
は種類と組成比が大きく異なります（図３）。
THSからの放散成分中にはアセトアルデヒド
や酢酸のような臭気成分の含有率が高く、
THSの臭気が副流煙とは異なることを裏付
けています。ニコチンは、THSからの放散成
分にも検出されています。これはSVOCに分
類される物質で、たばこ煙中ではタール成分
に溶解していると考えられるため、THSから
長期間にわたり放散され続けると考えら
れます。また、固体表面に吸着したニコチ

ンは、様々な化学変化を受けて、例えば、
オゾンとの反応によって、酸化生成物であ
るコチニンの他、ホルムアルデヒド、n-メチ
ルホルムアルデヒド、ニコチンアルデヒド
などのアルデヒド類に変化します。また、オ
ゾン酸化反応によって、微小粒子が生成さ
れることもPetrickら10）やSleimanら11）によ
り報告されています。
　THSのヒトへの曝露を評価するために、
実際のフィールドでTHSからの放散物質
の測定方法が研究されています。測定手
法としては、固体表面付近の気相を直接
サンプリングして分析、定量する方法８）、
気中のダストをサンプリングしてダストに
付着したTHS成分を分析定量する方法
12,15）、被験者の指に付着した成分を採取、
分析する方法、壁紙などの表面をふき取
り、付着しているTHS成分を分析定量する
方法13,14）、さらには尿中の濃度を測定する
方法７）などがあります。THSから放散され
る物質の室内空気質への寄与を調べた
研究では、喫煙者のいる住居では、住居内
の非喫煙室でも、喫煙者のいる部屋と同
レベルのニコチンが壁面から放散されて
いることが示されています４）。これは、住居
内で喫煙を行った場合、たばこ煙が全体に

拡散し、THSを生成することを示します。ま
た、喫煙者がいない住宅でも、微量ながら
ニコチンの放散がみられ、屋外からのたば
こ煙の侵入や居住者の持ち込みが考えら
れます。
　アメリカのWELL認証＊３（建物の環境性
能の評価制度）においても、THSについて
問題提起をしており、基準を満たすため、
建物の全面禁煙（電子たばこを含む）及び
建物出入口・開閉可能な窓・建物の外気取
り入れ口から7.5m以内での禁煙をそれぞ
れ規定しています。
＊３；WELL認証「WELL Building Standard建物の

性能としてLEEDやCASBEEで評価されてきた環

境・エネルギー性能と対になるべく、建物内で暮

らし、働く居住者の健康・快適性に焦点を当てた

世界初の建物・室内環境評価システム

５　おわりに
　近年の研究で、THSの、特に乳幼児に対
する影響の大きいことがようやく明らかに
なりつつあります。THSは換気による排除
が難しく、空気中の物質と反応して発がん
性物質に変化する可能性もあり、それらの
有害物質は、その影響が長期にわたって持
続するため、受動喫煙（二次喫煙）以上に
毒性が高いというBahl V.ら16）による報告も
あります。
　THSは新しい概念であるため、日本での
研究事例はまだ少なく、今後の研究の進展
が待たれます。受動喫煙問題は私たちが取
り組める身近にある環境問題でもあり、解
決すべきSDGsの目標の一つでもあります。

（文責　色摩　操）

図２　たばこ煙の概念図；能動喫煙、受動喫煙、三次喫煙 （THS）  ４） 

図3　副流煙と三次喫煙 (THS) の成分  ４） 
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