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１ はじめに 

国内で壁材として広く利用されている建築材料のひとつに石膏がある. 石膏は硫酸カルシウム

を主成分とした，強度，耐火性，遮音性，施工性にすぐれる非常に有用な建築材料である 1). 本課

題では，先行研究で食品廃棄物である鶏卵卵殻の内膜が持つ微細で丈夫な網目構造 2)に着目した研

究を推進してきたが 3)，本研究では，その特徴を利用した建築物におけるシックハウス症候群を抑

制する応用研究に関して卵殻の機能を適用することにした.   

シックハウス症候群の原因は，接着剤塗料の成分であるホルムアルデヒドや，カビやダニなどの

生物による直接的なアレルギー作用が挙げられる. シックハウス症候群が問題になる以前には，

1980 年代にヨーロッパを中心とした先進国で「シックビル問題」という言葉で認知されていた. こ

れらは，近年の省エネルギー対策の流行として進んだ建築物の換気削減等がもたらした問題 4)でも

あるが，日本では国の一般建築物においては「建築基準法」あるいは「建築物における衛生的環境

の確保に関する法律」5)によって換気量削減に歯止めがかけられていたため人体に深刻な影響を与

える事態には至っていない. しかし，一般住宅においては省エネルギー化を目指して自然換気の減

少が推奨されている他，効率的に建築物を建てるために接着剤や防虫剤に化学物質が使われている. 

日本ではシックハウス症候群への対策として 2003 年 7 月に先述の法律等が改訂されて，建築物中

の原因物質であるホルムアルデヒドとクロルピリホスの規制，ならびに喚起措置の義務付けが求め

られるようになった. 具体的には防蟻剤および木材保存剤に用いられていたクロルピリホスを添

加した材料の使用禁止と，また合成樹脂や接着剤に用いられていたホルムアルデヒドは，室内で 0. 

08 ppm（約 0.1 mg/m3）以下となる様に，建築物を作る際の制定がなされている 6). 

本研究では，既存の建築材料に卵殻の有する機能性を付与することで建築材料を新しい複合材料

とすることを目指し，特に，シックハウス症候群の原因物質として最も知られているホルムアルデ

ヒドをはじめとした有害物質を低減させるための実用的建築材料が開発できるかについて機能を

検証することにした. それによって，実用化可能で，コスト的にもリサイクル産業として成立する

建材開発を目指した.

２ 活動内容 

２－１ 耐火性試験 

1) 前処理として，卵殻 500 g を水 2 L，ドメスト 50 ml を混合した溶液で一晩静置した後に，乾燥
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機を用いて 110 ℃で 2 日乾燥させ，卵殻の生臭さを取り除いた. 

2) 石膏 35.8 g に水を 30.4 mL 加え，精製したスラリーに卵殻を 1.8 g 加えて 30 秒混合したものを

「ふんわり厚型ホットケーキ型」に流し込み，卵殻 5%混合試料板を作製した（図-1）.

3) ハンドバーナーの炎で，作製した試料板中央部分に炎を当てて，試料板の変化を観察した（図

-2）.

4) 卵殻の混合割合を変えて作製した，卵殻 33%，50%，66%，80%混合試料

板（円形）を作製し，ブランクとして作製した 100%石膏と合わせて 3)と

同様の比較実験を行い，石膏の変化を観察した.

図-1 石膏試料板の作製（その１） 図-２ 耐火性試験 

２－２ 曲げ強度試験

1) 実験 1 と同じ手順で，角形の試料板を作製して（図-3），50 ℃条件のもと 3 日間静置した.

2) 1)で作製した試料板について，卓上型精密万能試験機を用いて三点曲げ試験を行った. 下部始

点距離 10 cm で中央上部から 1 mm/min の加圧速度条件で曲げ強度測定を実施した（図-4）

図-３ 石膏試料板の作製（その２） 図-４ 曲げ強度評価試験 

２－３ ホルムアルデヒド吸着試験

1) 30 cm 角の水槽中にマイクロシリンジを用いてホルムアルデヒド標準液を 30 μL 導入した.

2) その後速やかにふたを閉じて，30 分間水槽内の濃度を均一にした.

3) ホルムアルデヒドを拡散させた後に，試料板を四枚静かに水槽内へ入れて，24 時間静置した.

4) ホルムアルデヒド検知器を入れて TAB No.009（測定レンジ 0-1 ppm，測定時間 900 秒，図-5）

でガスの濃度を測定した. 測定は各 3 回行い，それぞれの平均値を測定値とした.

２－４ 煙の吸着試験

1) 実験 2 の手順で 100%石膏及び卵殻 5%混合試料板を作製した.

2) 作製した試料板を別途作製した石膏スラリーを用いて接合させて，口の字型の筒を作製した.

3) 2)で作製した筒の上下を水切りガラスでフタをした構造の測定箱を作製した



4) 火をつけた線香を上部の水切りガラス 2 枚の隙間から線香を入れて煙を 2 分間導入した.

下部の文字マーカーが見えなくなったことを確認した後に，線香を抜き水切りガラスを閉じて，線

香の煙が出ないように 15 分間静置しながら，ビデオカメラと目視で変化を観察した. （図-6）

図-５ ホルムアルデヒド吸着特性評価試験 図-６ 煙吸着評価試験 

２－５ 結果と考察

2-1 では，バーナーで 2 分間炎をあてたことによって 100%石膏は大きなひびが入りながらも表

面の変色は見られず，ひび割れも裏側に達していない浅いものだった.（図-12,13）その一方で，卵

殻 33%および 50%のものは試料板が強く加温された際に，卵殻膜の有機成分による黒変，卵殻膜が

はじけとんだことによる表面剥離等が見られたが，それ以外に目立つひびは入っておらず割れるこ

ともなかった. この結果から，卵殻膜を添加することによって石膏自体の耐火性は失われないこと

がわかった.卵殻を添加した石膏の耐火性が失われなかった理由としては，卵殻の主成分が炭酸カ

ルシウムであり，熱による構造変化は分解だけが起こったためであると考えられる．炭酸カルシウ

ムは 898 ℃で二酸化炭素と酸化カルシウムに分解する 7)が，生成した酸化カルシウムは融点が

2572 ℃と炎に対して強い物質 8)となり形状を大きく変える因子にはならないため，試料板の構造は

保持したと考えられる． 2-2 では，各卵殻含有率の試料 5 個ずつの平均から強度を求めた. その結

果，卵殻含有率が多いほど強度は下がっている傾向がみられたが，卵殻 10%までの混合試料板の曲

げ強度はブランクである100%石膏と遜色ない強度の石膏板になることがわかった.比較として試料

を少し削るなどの処理を減らす等，製法を変えて作製した試料板の曲げ強度を行い，また比較実験

としてカニ，ホタテを添加した試料板で同様の実験を行った結果，いずれも卵殻を添加した試料板

に比べて強度は低くなることがわかった．2-3 では，卵殻を混合して作製した試料板のすべてにお

いてホルムアルデヒド吸着能が確認された.卵殻の含有率を 10%，5%と下げた試料板において，一

定のホルムアルデヒド吸着能は認められた. 卵殻 5%以上の試料板 1 枚で，ホルムアルデヒド濃度

0.20 ppm の測定室内環境を建築基準法が定める 0.08 ppm 以下に低減させることができると分かっ

た卵殻の導入によってホルムアルデヒドの濃度の低減が起こった理由は，卵殻の成分中の卵殻膜の

吸着特性の寄与が大きいと考えている．卵殻膜はタンパク質を主成分とする繊維質 9)で，アミノ酸

がアミド結合で繋がれた構造である．その側鎖は様々な官能基を有しており，ホルムアルデヒドは，

セリンやトレオニンなどの OH 基とはヘミアセタール結合 10)，リジンやアルギニンとはイミン 11)

を形成可能であり，その反応によって化学的に取り込まれると予想される．実際に，他にもコラー

ゲンというタンパク質を主成分する革系の素材が，ホルムアルデヒドを吸着した報告 12)も存在する

ことから，アミド結合もホルムアルデヒドの吸着に寄与している可能性も考えられる. すなわち，

本研究では卵殻は石膏との混合で強度の高い試料板を形成しながら，副成分の卵殻膜はホルムアル

デヒドを取り込む作用を示すような複合材料を作製できたと考えている．2-4 では，100%石膏と卵

殻 5%混合試料板の煙の吸着を比較して，卵殻 5%混合試料板のほうがボックス内の充満した線香

の煙が速く消失することを，ボックスの底においた「米子」の字で確認した（図-7）. 線香などの

植物の燃焼中に出る煙の成分は，生成物である可燃ガスの冷えたものが液体や固体の小さな粒にな

り，それが目の前で煙として捉えられる．その粒子には，シックハウス症候群の原因物質が含まれ

ており，それを低減する作用の有する卵殻を混合させた試料板は，有用であると考えている．



図-７  煙吸着特性評価試験の結果 

３ まとめ 

食品廃棄物の卵殻の有する機能を応用した複合材料の作製を試みた結果，石膏ボードへの卵殻導

入によって，ホルムアルデヒドのようなシックハウス症候群を引き起こす化学物質を低減する建材

を開発することに成功した．この製法は，工場から廃棄されたままの粉砕卵殻を石膏スラリーへ混

入させるだけの簡便な手法で作製でき，曲げ特性や耐火性で従来の石膏の性能を落とさずに，新た

に化学物質に対する吸着機能が発現するメリットが生みだされた．  
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