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●２０２０年を目標に社会環境の禁煙化を！

こどもをタバコから守る会・代表

室内空気の偽装はコリゴリ
加藤一晴

動喫煙の有害性」を知らないからで

しそうで、すんでのところで達成で

Ｎ氏が時々利用する旅行会社の利
はないかとしみじみ想う。Ｎ氏は微

に喫煙行為は「大人社会への登竜門」

用者窓口対応にも、如実に表れてい
かに“ぷん”と漂うタバコ臭を感じ

きなかったのは、
国民一人一人が「受

今から６年前のことである。ニコ
る。未だに喫煙の有無を、珈琲が良
ながら、ベッド上で天井を眺めなが

なのである。

チネルパッチで禁煙したＮ氏は、そ
いか？ 紅茶にするか？ 的に捉え
らため息をつく。

宿泊先ホテルで想うこと

の後は喫煙容認社会とは別路を歩ん
るので、喫煙者は増長している。

実際、男性 歳～ 歳までの喫煙

宿泊施設の完全禁煙化は遅れてい

煙対策は進まないままである。特に

少しているが、何故か社会環境の喫

んでいる。国民喫煙率は ％まで減

で食事をし、宿泊は禁煙ルームを選

ごとく禁煙車両を選び、禁煙飲食店

煙室のメインテナンス料金まで入っ

負担するホテルの宿泊料金には、喫

は当然である。いっぽうで、我々が

な車両には、コストアップされるの

検などでも、メインテナンスが必要

系のままなのだ。例えば自動車の車

のかかり方が違うのに、同じ料金体

では、清掃やメインテナンスに手間

ホテル側にしても喫煙室と禁煙室

の臭いが消臭剤で何とかなるような

困さに驚く。また最近ＴＶで、全て

如きで消えると思っている発想の貧

受動喫煙の有害性が、防臭スプレー

夫です……」のコメントに脱力する。

室は消臭剤対応してあるので、大丈

旅行代理店で、
しばしばＮ氏は「客

が、医学的根拠に基づく法的な執行
力があれば別である。残念ながら我
が国では、生命より経済なのだ。
いっぽう諸外国では、禁煙室で吸
った場合、室内環境が清廉に戻るま
での慰謝料を請求される事例もあ

現状では、我が国のホテルは季節

違反であり、ホテル側の慰謝料請求

になるためだ。これらは立派な契約

うでは、フロア共通の

に喫煙と同じくらい有害であるとい

最近、タバコの三次喫煙は、実際
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コーヒー

でいる。例えば、新幹線では当然の

率は ％以上あり、 歳を過ぎた新
ているのかと疑いたくなる。これは

ＣＭが流れるのを見て落胆する。
タバコ煙には化学物質４０００種

消臭剤対応の疑惑

成人が、堂々と「どこが悪いのだ？」
従来から謎であった。

うかが

これまで、ホテル喫煙対策は進展

いま

ることができる。彼らにすれば未だ

の事情を勘案して、客室に「ここは

三次喫煙（ thirdhandsmoke
）を避
けるには、建物ごと禁煙措置にする

禁煙」の表示ができないのが実情だ

への働きかけ）されてしまう。室内

動車の排気ガスを浄化するのに、防

しかないのが世界水準だ。

はないのだ。もし真顔で、自動車の
排ガスにスプレーをかけていたら、

によって宿泊客の予約はまちまちで

も順当であるが、我が国ではこうは

る。喫煙行為により客室が使用停止

劣悪な大気汚染環境の根本的対処

ある。特に女性やこどもが多く宿泊

行かない。ホテル側にとって、
“吸

「お前は何がしたいのだ？」と思わ

は、強制換気しかないのだが、タバ

する季節には、禁煙の客室を増やす

わせて持てなす”ことが至上命令な

れてしまう。

コ産業の企業イメージ戦略は巧妙

箇所もある。Ｎ氏が残念に思うのは、

理不尽な共通換気ダクト

臭スプレーをかけるのと何ら変わり

プレーで解決できるわけがない。自

超えるとされるが、消臭剤・防臭ス

はつがんせい

以上、人体に有害なものは２５０を

る。

的に喫煙していることからも窺い知

20

超え、発癌性の疑われるものは を

20 50

環境で一次喫煙（
）
、
passivesmoke
二 次 喫 煙（ Secondhandsmoke
）
、

30

で、見事にサブリミナル（潜在意識

のだ。このように経営者の身勝手な

換気ダクトでもタバコ

う報告がある。三次喫煙とは煙が無

ほん

フロア毎禁煙であれ

思い込みにより、 ％の利用者は翻

煙で汚染されること

くなった後に、その空間の物体の表

危険な三次喫煙

弄されているのが実情だ。

ろう

ば、そのフロアの換気
ダクトは許容できる
が、その都度、宿泊客
のニーズによって喫煙

だ。これが三次喫煙に

ることだが、有害物質が時間を経て

面などに残留した有害物質を吸入す
ホテル側のその辺り

なる。

室か禁煙室が変わるよ

80
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全客室を禁煙ルームとした
ホテルモントレ グラスミア大阪。

さらに有毒性を増す。
三次喫煙は喫煙者の奥さんやこど

別化することで逆に集客が望めるか
も知れない。おそらく外部からの宿

ている。家庭においてその有害物質

者などに、深刻な影響があるとされ
ジ）によれば、２０１４年４月１日

した。同ホテルのＨＰ（ホームペー

Ｎ氏は次のニュースを観て小躍り

この時期は九州を中心に越境大気

泊客には評判が良いだろう。

は、こども部屋の家具や壁などの表
から全室を禁煙ルームに移行させる
汚染が問題になっている。実はＮ氏

ホテルモントレ
グラスミア大阪の英断

面そして塵や埃で確認されており、
という。以前より利用者から禁煙へ
はタバコ煙＝ＰＭ２・５という知識

も、また喫煙環境のある職場で働く

このような環境で育つこどもは二次
の要望が多く、禁煙ルームの増室を
がある。化石燃料をふんだんに燃や

ＰＭ２・５騒動も――

喫煙および三次喫煙による短・長期
行ないつつ、さらなる禁煙ルームへ
し続ける中国からであるが、かつて

ほこり

的健康被害を受けるのは必至だ。か
のニーズの高まりを受け、全室を禁
の高度成長時代の我が国も、ほぼ同

ちり

つてＮ氏も自分のこどもの周りで吸
煙ルームへ変更と記載してある。

率が４割高いことが分かっている。

そうでないこどもよりも学校の欠席
段階を経て、喫煙対策に邁進するホ

にして対応しているが、このような

用者には、 階の一部を喫煙ルーム

防止法の制定により、その後事態は

んよりしていた。しかし、大気汚染

トや、製鉄工場のある街の上空はど

四日市、川崎など沿海地コンビナー

経済なのだ。

が、残念ながら我が国では学問より

寄与するアカデミズムの影響がある

コを一掃したのだ。つまり、政策に

な見地に立って、宿泊施設からタバ

ＷＨＯは喫煙対策協定を結んでいる

如何にとらえるかだろう。ＩＯＣと

せた。問題は開催国がタバコ問題を

に、国家主導で国民喫煙率を低下さ

ー普及も進まない大阪であるが、識

喫煙防止条例も頓挫し、禁煙タクシ

しい。まさに世界水準である。受動

だきます」と記載してあるのが頼も

いかなる場合でもお断りさせていた

啓発し、国民運動の機運を盛り上げ

次なるステップは、正しい知識を

づいているのだと思った。

じみと、つまり大勢の日本国民は気

英国とほぼ同じである。Ｎ氏はしみ

て い る が、 喫 煙 室 は ６ ０ ０ ～

環境省は ㎍以上を外出自粛とし

実が驚きをもって伝えられている。

事実を隠蔽しているが、海外から真

とになる。マスコミもほとんどこの

ひ ばく

実は、国家としての動きが希薄な

ヤーの２０２０年に、東京のホテル

ければよい。もし、オリンピックイ

（気象予報士）愛知県小牧市

滴の集合体）が大陸から張り出す強

ら北東へと進み、
低気圧の伴う雲（雨

て、日本列島太平洋岸を発達しなが

～９日、２月 日～ 日と２週続け

通行止めなどが全国規模で起こるこ

降り、新幹線の遅れや、高速道路の

列島は太平洋側の広い範囲で大雪が

い寒気（注２）の影響を受け、日本
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っていたので、大変憂慮している。

研究者らは、このような研究が三次
テルは多くない。なお、同ホテルは
激変して行く。中国もいずれは本気

じようなものだった。北九州、尼崎、

喫煙の将来的な健康リスクを明らか
６月からは最終的にホテル全客室
で Ｐ Ｍ ２・５ 対 策 を す る だ ろ う が、

喫煙ルームで予約済みの一部の利

にし、有害物質への暴露や、三次喫
（３４８室）を全て禁煙ルームに変
そうすると我が国の喫煙室は、もっ

実際、喫煙者と暮らすこどもは、

煙による健康被害に対する政策決定
更するとのこと。

まいしん

に役立つと考えている。

１０００㎍あるのだ。因みに喫煙者

ので、阻むものは何もない。あると

ることだ。そして、理想は飲食店を

とも不名誉なＰＭ２・５値を示すこ

肺内には１万㎍で、危険極まりない

すれば、国民が陥っている強固な従

含め例外なき禁煙推進である。ホテ

なお、ＨＰに「ホテルでの喫煙は、

状態だ。しかし、２０２０年、東京

来からの「吸わせて持てなす」因習

ルにしても、
「ダイオキシンルーム」

先進諸外国では、これらの学術的

オリンピックというビッグイベント

だ け で あ る。
「吸っても良いです

や「内部被曝小屋」
「ＰＭ２・５室」

東京オリンピック開催を
キッカケに

いんぺい

がある。この世紀のイベントを利用

か？」は「あなたのＤＮＡを傷つけ

などの喫煙室は不要なのだ。街中で

ちなみ

しない手はない。

ても良いですか？」と同義語なので

Ｎ氏は、ソチ冬季五輪での喫煙対
で、プーチン大統領が禁煙化を推し

のに、我が国の喫煙率は ％まで低

が軒並み消臭剤対応すれば、世界の

タバコを売っていても、誰も買わな

進めたように、東京も追従すればよ

下した。これは、軒並みタバコ価格

笑いものになるだろう。

ある。

い。実際にブラジルは、ワールドカ

を上昇させ、公共空間を禁煙化した

策を関心を持って眺めていた。ソチ

70

ップおよびオリンピック開催を目標

●２月の大雪時に発生した１０００件以上の無謀なスリップ事故

20

雪道のノーマルタイヤ運転は飲酒運転と同じ
岩田政成

降雪道路でのスリップ事故を
甘く見ているドライバー
南岸低気圧（注１）が、２月８日
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