
 
＜主な調査結果＞   
① 空気中の有害物質に関する問題についての調査 

⇒ 最近話題になっている問題：1 位「中国の大気汚染」、2 位「PM2.5」、3 位「花粉症」 

⇒ 気になる問題：「中国の大気汚染」、「PM2.5」、「花粉症」、「インフルエンザなどのウイルス」、「タバコ」が全て 7 割超 

② 空気清浄機の所有に関する調査：所有率は 52%、購入意向者も含めると 74% 

③ 「お金を払ってでも、空気のキレイな場所に行きたいと思う人」は 74% 

④ これから冬にかけ偏西風の影響が強くなり、PM2.5 に関する話題が再燃すると予想 

⇒ 空気中の有害物質に対する人々の意識はより高まり、「空気を買う時代」への流れはますます加速すると予測 
 

＜神原 サリー 氏へのインタビューの要点＞  
① 空気清浄機の発展には、3 つのステージ 

② 現在の空気清浄機は、“一家に 1 台”から“各部屋に適切なタイプ”という流れに 

③ 空気清浄機のタイプにより、目的に応じて、上手に使い分けることが重要 

⇒ 空気が乾燥しがちな日本では、加湿機能付きの空気清浄機が多いのが特徴 

⇒ オフィスのパーソナルスペースではイオン式の空気清浄機が人気 

⇒ 静電気が気になる美容院などでは、プラズマクラスターなどの静電気除去機能のある空気清浄機を利用 

配信代行会社へのお問い合わせ／トレンダーズ株式会社 TEL：03-5774-8871 FAX：03-5774-8872 
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※マーケティングリサーチ「“空気を買う時代”に関するトレンド予測」 

 
 

トレンド予測レポート 「“空気を買う時代”がもうすぐ到来!?」 

集塵・除菌から加湿、静電気除去、52%が「空気清浄機 所有」 

高まる“空気の価値”、神原サリー氏に聞く「空気清浄機」 
 

 

2013年はじめ、騒動を呼んだ「PM2.5」の脅威。中国の大気汚染に端を発したこの問題に対して、自身の、家族の健康に不安を感

じたという人も多いのではないでしょうか。また、アレルギー患者の増加が報じられる昨今、多くの人が、「ハウスダスト」などのワード

に対して、非常に敏感になっているように見受けられます。これらの問題は、いずれも、空気中の有害物質が原因です。他にも、花

粉症、黄砂問題、化学物質過敏症（シックハウス症候群）、タバコの副流煙など、同様の問題は尽きません。それどころか、近年、目

や耳にする機会が増えているように感じます。 

こうした中で、空気清浄機の出荷台数は増加傾向にあるそうです。一家に複数台を設置する人も少なくなく、多くの人がお金を出

してでも、キレイな空気を手に入れたいと思うようになってきていると言えます。ミネラルウォーターや浄水器にお金を払い、キレイ

な水を手に入れているように、「お金を払ってでも、キレイな空気を手に入れる」、そんな時代を迎えているのかもしれません。 

そこで、今回、トレンド総研（東京都渋谷区）では、“空気を買う時代”の到来というテーマの下、「空気のキレイさに関する意識・実

態調査」を実施。空気のキレイさや空気清浄機に対する、生活者の意識や実態について調べました。また、同調査で過半数の人が

「購入経験あり」と回答した、空気清浄機について、家電コンシェルジュ・神原 サリー氏に取材を行いました。 
 

■ レポート内容  
   

1. 生活者500 名に聞く、キレイな空気に関する意識・実態調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.2～P.4 
   

 世はまさに“空気を買う時代”！ 空気に関する問題意識の高さ、キレイな空気に感じる価値の高さが明らかに。 
   

2. 家電コンシェルジュ・神原 サリー氏に聞く、「空気清浄機」の歴史とこれから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4～P.5 
   

 一家に 1台から、場所・シーンごとの使い分けの時代へ。空気清浄機のタイプと使い方を紹介。 
   

 

 Summary   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

2013 年9 月26 日 

トレンド総研 

1 / 5 



 

 1. 生活者 500名に聞く、キレイな空気に関する意識・実態調査                                          
 

今回行った「空気のキレイさに関する意識・実態調査」では、20代～50代の男女500名を調査対象にしました。はじめに、空気中

の有害物質に対する生活者の問題意識について探った上で、「空気清浄機の購入意向」や「空気が美味しいところの憧れ」など、

生活者が感じる“キレイな空気の価値”について調べました。 
  

［調査概要］ 調査名：空気のキレイさに関する意識・実態調査 

 調査対象：20 代～50 代の男女 500 名 （性別・年代別に均等割り付け） 

  ※ 20 代男性：63 名、30 代男性：62 名、40 代男性：62 名、50 代男性：63 名 

   20 代女性：62 名、30 代女性：63 名、40 代女性：63 名、50 代女性：62 名 

 調査期間：2013 年9 月4 日（水）～2013 年9 月9 日（月）    調査方法：インターネット調査 

 調査実施機関：楽天リサーチ株式会社  
 

◆ PM2.5、花粉症、インフルエンザ、… 「気になる空気の問題」、上位5項目がいずれも 7割超！  
 
近年、空気中の有害物質に関する話題は、非常に多岐に渡

ります。 

それでは、こうした問題の内、生活者が特に注目しているの

は、どういった問題なのでしょうか。「最近、話題になっている

と思う問題」を複数回答で聞くと、「中国の大気汚染」（61%）、

「PM2.5」（60%）の 2 つ問題が僅差で並びました。［グラフ 1］ 

やはり、今年の1月～7月にメディアを騒がせることの多かった、

この 2つの問題に、生活者の注目は集まっているようです。 

一方で、「空気中の有害物質に関する話題の内、その影響が

気になる問題」についても同様に聞いたところ、最も多くの人

が選んだのは、「PM2.5」（77%）でした。しかし、続く4つの問題

（「中国の大気汚染」、「花粉症」、「インフルエンザなどのウイル

ス」、「タバコの副流煙」）を選んだ人も、いずれも7割以上。［グ

ラフ 1］ 上位 2 項目は話題を集めた問題と同じ結果だったと

はいえ、生活者の問題意識は、特定の問題ばかりに向けられ

ている訳ではなく、空気中の有害物質全般に向けられている

と言えるかもしれません。 

これからは、徐々に空気が乾燥していく季節。影響が出やすい問題も変化していきます。それにともない、話題になりやすい問題

も変わっていくでしょう。「インフルエンザなどのウイルス」といった話題が、これから生活者の注目を集めていくと予想されます。 
 

◆ 所有率52%の空気清浄機、3人に 1人が求めるのは「加湿機能」  
 
こうした空気中の有害物質による問題への対策として活用されるのが、「空気清浄機」で

す。近年、その市場規模を急速に拡大していると言います。そこで、次に、この空気清浄機

に関する生活者の意識・実態を探ります。 

まず、家庭における空気清浄機の有無を聞くと、その所有率は52%。過半数を占めます。

さらに、空気清浄機を持っていない家庭でも、22%は「購入の意向がある」と回答。今後の

さらなる所有率の上昇も予想されます。［グラフ 2］ 

そこで、空気清浄機の「購入のきっかけ」についても、自由回答形式で調べました。この

質問に対して多かったのは、「花粉症がひどいため。（東京都・女性26歳）」といった回答。

空気清浄機については、PM2.5、ハウスダスト、新型ウイルス、インフルエンザなど、具体

的な悩みの解決策として購入する人が多いようです。その他には、「子供が生まれたから。

（愛知県・女性35歳）」、「子供の喘息がきっかけ。（東京都・男性47歳）」というような回答も

多くあげられ、子供のための購入も多いことが明らかになりました。 

次に、人々が空気清浄機に求める機能について調べました。「空気清浄機において、重要だと思う機能は何ですか？」とたずね

ました。その結果、「集塵、除菌」（82%）、「脱臭」（66%）という空気清浄機の中心的な 2 つの機能に加え、3 人に 1 人以上となる

36%の人は、空気清浄機に「加湿」の機能を求めていることが明らかになりました。 

ちなみに、空気清浄機の「集塵、除菌」機能により取り除きたいものとしては、「ホコリ」（85%）、「カビ」（85%）、「ウイルス」

（81%）、が上位 3 項目。［グラフ 3］ 同様に、「脱臭」機能により取り除きたいものとして多かったのは、「生ゴミ臭」（56%）、「料理

臭」（54%）、「タバコ臭」（46%）という結果になりました。［グラフ 4］ 

［グラフ 1］ 
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［グラフ 2］ 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

◆ 7割が「お金を払っても良い」、高まる“キレイな空気”の価値  
 
このように、空気中の有害物質への対策として期待される、空気清浄機。その所

有率や購入意向率の高さも明らかになり、「“キレイな空気”のためであれば、あ

る程度お金を払っても良い」という消費者の意識が垣間見られました。そこで、

最後に、生活者たちが、“キレイな空気”に対して、どういった価値を感じているの

かを探りました。 

まず、「今までに空気がキレイだと感じた場所はありますか？」と聞いたところ、

「ある」と答えた人は、およそ 7 割にのぼります。さらに、この「ある」と答えた人に、

その「空気がキレイだと感じた場所はどんなところですか？」と自由回答でたずね

ると、多くの人が自然に囲まれた土地を答えました。具体的な地名をあげて答え

る人も多く、「屋久島。（山口県・男性 44歳）」、「立山。（兵庫県・男性 52歳）」、「北

海道の美瑛。（東京都・女性 35歳）」というように、いずれも豊かな自然を誇る土地

ばかり。やはり、こうした土地に比べて、都会の空気は汚れているということは、明

白な事実のようです。 

また、特徴的だったのは、「森の中や、清流の脇のマイナスイオンを感じる環境。

（秋田県・男性 46 歳）」、「山と滝と川など、イオン効果がたくさんありそうな場所。

（東京都・女性51歳）」といったように、生活者たちは、“イオン”、“マイナスイオン”

といったワードに空気のキレイさを感じるようです。 

そして、こうした結果を受け、最後に、「お金を払ってでも、空気のキレイな場所に行きたいと思いますか？」とたずねると、「はい」

と回答した人は 74%と 7 割にのぼります。「“空気を買う時代”の到来」というテーマで行った本調査ですが、キレイな空気に対して、

お金を払うことへの抵抗は小さいと言えそうです。 
 
 

～ 調査結果のまとめ ～ 
 
本調査では、“キレイな空気”に対して、生活者が非常に大きな価値を感じている様子が明らかになりました。そして、その背景に

は、空気中の有害物質への問題意識の高さがうかがえます。そして、こうした問題意識は、今後さらに高まっていくことが予測され

ます。その 1 つの根拠となるのが、今回の調査で「その影響が最も気になる問題」とされた「PM2.5」です。 

PM2.5については、環境省のWebサイトでも、「肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が心配

されている」と提示されています。そして、本年 2013年 2月 27日に開催された専門家会合では、注意喚起のための暫定的な指針

も示されました。［表 1］ 各都道府県自治体による注意喚起の実施体制も整備されています。 

夏の間は話題が沈静化していた PM2.5ですが、先日、9月 14日（土）には、福岡市において環境基準を超える濃度の予測が発

表されました。これから偏西風の影響が大きくなる冬にかけて、PM2.5 が再び大きな話題を呼ぶことが予想されます。注意喚起の

報道も大きく取りあげられるかもしれません。 

こうした中で、安心・安全のために、キレイな空気を求める声は、よりいっそう強まっていくでしょう。今回の調査で見られたような、

そのためにはお金を払うことをいとわないという人も増えてくるでしょう。世はまさに“空気を買う時代”。そう言って、過言ではないか

もしれません。 
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［グラフ 4］ 

 

 

［グラフ 5］ 

 

 

［グラフ 3］ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. 家電コンシェルジュ・神原 サリー氏に聞く、「空気清浄機」の歴史とこれから                                                   
 

今回の調査からは、空気中の有害物質が引き起こす問題に対する人々の問題意識の高さが明らかになりました。また、“キレイな

空気”に感じる価値は大きく、その対策としての空気清浄機は、広く生活者に受け入れられ始めています。 

そこで、この空気清浄機について詳しく知るために、家電コンシェルジュである、神原 サリー氏に取材を依頼しました。 
 

◆ 各部屋1台の時代!? 多様化する空気清浄機のこれからの利用方法  
 
Q. 空気清浄機の広がりについて、お教え下さい。 

空気清浄機の歴史を振り返ってみると、そこには、3 つのステージがあったと思います。 

最初のステージは、タバコの臭いをなくしたいという思いから始まりました。一昔前はタバコを吸う人も多く、今のように分煙もされ

ていない時代です。その脱臭こそが、空気清浄機の原点になります。2 つ目のステージは、花粉症対策。ここで、空気清浄機は単

純な脱臭のためだけの道具から抜け出し、花粉を除去するフィルターを備えます。空気中の有害物質を取り除くという、現代の空気

清浄機と同様の役割を持ち始めたのです。そして、3つ目のステージは、「鳥インフルエンザ」や「サーズ（SARS）」といった話題とと

もに迎えます。これらのウイルスを除去するには、より高度な技術を要します。さらなる発展を遂げたステージだと言えるでしょう。 

これらのステージを経て進化した空気清浄機は、その時々のニーズの高まりに合わせて、徐々にシェアを拡大してきました。

「インフルエンザ」、「黄砂問題」、「PM2.5」といった話題が広まると、人々は「空気はキレイな方が良いかな」と感じます。その結果、

空気清浄機が購入されるのです。 

そして、1度利用し始めると、色々と気になり始めるという人も少なくありません。リビングだけに空気清浄機を置いていたところが、

子供部屋も、寝室も、それぞれに置かないと心配になってくるというのも人情でしょう。最近は、“一家に 1 台”から“各部屋に適切な

タイプ”という流れが見受けられます。実際に家電製品の売り場に行くと分かりますが、以前はリビング用の大きなサイズのものばか

り見掛けましたが、最近は、大きいものから小さいもの、イオン式、加湿機能の有無など、その種類は多岐に渡ります。 

また、利用を止めた途端に、効果が見え始めるのも、空気清浄機の面白いところです。これは私の体験でもあるのですが、節電

のために、空気清浄機を止めていた時期がありました。すると、棚や壁にすぐに埃が溜まり始めたのです。それまでは、その埃を空

気清浄機が吸い続けてくれたことに、初めて気付きました。空気清浄機は、その効果が見えづらいものなのですが、こんな形で、そ

の効果を実感するとは、驚きでした。 
 

◆ 乾燥対策から静電気除去まで、色々な用途に応じた空気清浄機の使い分け  
 
Q. 空気清浄機のタイプについて、お教え下さい。なお、今回の調査では、“イオン”という言葉に、空気のキレイさを感じる人が 

 多いことが明らかになりました。こうした背景を受け、“プラズマクラスター”など、イオン式については詳しく教えて下さい。 

空気清浄機には、「ファン式」と「電気集塵式」があります。しかし、多くは「ファン式」というタイプで、ファンを回して空気を取り込

み、フィルターを通じて、空気中の有害物質を除去するものです。ファンの空気を循環させるパワーとフィルターのタイプにより、空

気清浄機の機能が決定します。 
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［表 1］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※気象庁「最近の微小粒子状物質（PM2.5）による大気汚染への対応」より引用 

 



 

また、日本では、ウイルスや花粉症など、空気清浄機のニーズが高まる冬に、空気が乾燥します。こうした気候の関係上、加湿機

能付きの空気清浄機が多いのも特徴ですが、最近ではウイルスが生存しやすい乾燥・低温の環境になると、自動で加湿を強化す

る機能が搭載されているものもあります。 

最後に、イオン式についてですが、このタイプは、空気清浄機を通じてキレイになった空気を放出する際に、一緒にイオンを放

出します。放出されたイオンは、空気中のウイルスやカビを包み込み、その働きを抑えるそうです。その結果、イオンによる除菌、脱

臭などの効果が得られると言います。 

最近、よく聞くのは、オフィスのデスクなど、パーソナルスペースで小型のイオン発生機を使うといった話。これは、前述の“適切

なタイプ”による、空気清浄機の使い分けに当てはまるのかもしれません。その他に、こうした空気清浄機のタイプによる使い分けと

いう意味では、私の知り合いの美容院で、プラズマクラスターの空気清浄機を使っているという話が、それに当てはまると思います。

実は、イオン式の中には、静電気除去効果のあるものがあります。そのため、美容院のような、静電気が発生すると都合の悪いと

ころは、こうしたプラズマクラスターなどの空気清浄機が活躍する場所だと言えるでしょう。 
 
 
神原 サリー（かみはら さりー・Sally） 

－家電コンシェルジュ－ 
 
新聞社勤務、フリーランスライターを経て、顧客視点アドバイザー＆家電コンシェルジュとして独立。 

「企業の思いを生活者に伝え、生活者の願いを企業に伝える」べく、家電分野を中心に執筆やコンサルティングの仕事とする。 

モノから入り、コトへとつなげる提案を得意としている。 
 

一般社団法人日本睡眠改善協議会認定・睡眠改善インストラクター。 

日経トレンディネット「違いがすぐ分かる！家電コンシェルジュ」連載執筆、 

テレビ、ラジオ、雑誌、新聞等のメディアへの出演・掲載も多数。 
 

公式ブログ「Sally の家電研究室」 http://kaden.k-sally.jp/ 

Twitter https://twitter.com/KamiharaSally  （@KamiharaSally） 
 

 

■このリリースに関するお問い合わせや取材、資料ご希望の方は下記までご連絡ください■  

トレンド総研  http://www.trendsoken.com/ 

担当：川浦（かわうら）   TEL：03-5774-8871 ／ FAX：03-5774-8872 ／ mail：info@trendsoken.com 

 
 

～ トレンド総研の「マーケティングリサーチ」とは ～ 
 
トレンド総研の「マーケティングリサーチ」は、クライアントの依頼のもと、市場における生活者の意識・実態に関する調査を行っています。 

また、調査結果にもとづき、各業界におけるトレンドの予測・分析、トレンド商品の人気の背景などに関する情報を発信し、 

企業と生活者のコミュニケーションを後押しすることにより、経済の活性化を目指します。 
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