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エンジニアリングや科学で他者が見過ごす問題を解決するダイソンは、解決
方法をうみだす過程で、取り組む「問題」をしっかりと理解したいと考えます。
ハウスダストもそうした問題のひとつです。

皮膚片、髪の毛、ダニの死骸、ダニのフン、カビ、昆虫類やその他の繊維類と
いった微小な生物や物体が混在するハウスダストは、世界中のあらゆる
家庭に存在します。その一方、一般的にハウスダストが暮らしや生活空間に
どのように関わるのかという興味や関心度合いはあまり高くはありません。

快適、衛生的な住空間への関心がかつてないほど高まる昨今、掃除習慣や
行動について調べると同時に、ハウスダストに対する理解と、ハウスダスト
が快適な暮らしや住環境に与える影響をも調査しました。

本調査は、日本を含む主要10カ国、10,754人を対象に実施し、掃除頻度の
増加、またハウスダストへの意識や知識、そして掃除行動に関する各国の
特徴などをまとめました。回答内容に目を向けると、ハウスダストは懸念する、
意識すべき問題として捉え、掃除を行う理由となっている一方で、住宅内の
ハウスダストの構成内容への意識は低いことがわかりました。

ダイソン グローバルダスト調査とは



世界保健機関（WHO）の推定によると、一般的に1日の約90%を室内で
過ごしていわれています。*1そして、新型コロナウイルス感染拡大以降、各国
ロックダウンや緊急事態宣言などを経て自宅、室内で過ごす時間が増えて
いると考えられます。

実際に、屋内環境と室内のハウスダストにさらされる時間が増えたことが、
快適な生活空間、住環境に影響を与えている可能性も複数の研究で示唆
されています。*2

25年以上にわたり掃除機テクノロジーの研究開発を行い、自社内に微生物
研究ラボ施設を有するダイソンでは、掃除習慣や行動変容に加え、ハウス
ダストそのものやハウスダストが人々の日常生活や快適な住空間づくりに
及ぼす影響や意識を理解することが重要であると考えます。

長きにわたり、一般家庭から収集したハウスダストを用いて研究を続けて
いるダイソンの微生物研究ラボ施設では、ハウスダストの実態を詳しく理
解すると同時に、ホコリを除去し、快適で健やかな住環境を維持するため
のテクノロジーがどのようなものであるべきかをダイソンのエンジニアと
ともに開発するために、ダニの培養や飼育も行っています。

実際のハウスダストには、ダニのフン、皮膚片、髪の毛、ダニの死骸、ダニの
フン、カビ、昆虫類やその他の繊維類といった微小な生物や物体が混在して
います。こうした微細物資の多くは100ミクロンにも満たないサイズのため、
肉眼では捉えにくく、顕微鏡を用いて確認ができるサイズです。それらが床、
ソファーや寝具ベッド等、一般的な生活空間に存在しているため、ハウス
ダストやその除去対処方法に意識をむけることで、健やかかつ快適な暮ら
しに向けた掃除の実践につながります。

なぜホコリやハウスダストの調査を行うのか

*1 Klepeis NE, Nelson WC, Ott WR, et al.(2001), “The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS): a resource for assessing exposure to environmental pollutants（国民活動パターン調査(NHAPS)：環境汚染物質へのばく露評価のためのリソース）”, KJ Expo Anal Environ Epidemiol;11:231-52.

*2 Gelardi, M., Trecca, E.M.C., Fortunato, F., Ianuzzi, L., Marano, P.G, Quaranta, N.A.A., Cassano, M.(2020), “COVID119: When dust mites and lockdown create the perfect storm（COVID119：イエダニとロックダウンが最悪の事態を招くとき）”, GLaryngoscope Investigative Otolaryngology, 2378-8038. 
掲載URL: https://doi.org/10.1002/lio2.439



新型コロナウイルス感染拡大以降、各国ロックダウンや緊急事態宣言など
にてニューノーマルな生活様式が一般的にとなった今日、多くの回答者が
掃除の回数や頻度を増やした一方、ハウスダスト内に100ミクロンにも満た
ないサイズの微小な生物や物体が存在する可能性があることに気づいて
いなかったと回答した人も少なくありません。

ニューノーマルな生活様式下において、31%の日本人が掃除の回数や頻度が
増加したと回答（グローバル回答は59%）、多くの人がこの行動変容の一つ要因
として、自宅を安全で衛生的に保ちたいと思ったことを挙げています。

衛生かつ快適な生活空間への意識が高まったこの1年で、ハウスダストの量が
減少することで健やかかつ快適な住空間になるであろうと回答する人が多い
傾向が見られます（グローバル回答77%、日本単体67%）。

一方、ハウスダスト内に10–20ミクロンといわれるダニよりも小さい、100ミクロン
にも満たないサイズの、微小な物体や物質が存在する可能性があることに
「驚いた」と回答した人の割合は5人に1人でした。

ダイソン グローバルダスト調査結果の概要 
ニューノーマルな生活様式と掃除習慣



29% 30%全体の平均

大幅に増やした 少し増やした

そう思う そう思わないどちらともいえない

スペイン 34% 33%

中国 32% 34%

米国 41% 23%

イタリア 25% 35%

英国 23% 31%

韓国 17% 37%

オーストラリア 19% 23%

フランス 16% 25%

日本 9% 22%

77%

9%

15%

ドイツ 9% 22%

31%がニューノーマルな 
生活様式下、掃除頻度が 
増加したと回答  
（グローバル回答59%）

77%の人が、ハウスダストが減るほど 
健やかかつ快適な住環境になると思うと回答 
（グローバル回答）

特に掃除回数や頻度が 
大幅に増加したと回答したのは、 
スペイン、中国、米国、イタリア

5人に1人が、ハウスダスト内に100ミクロン
にも満たないサイズの微小な物体や物質が 
存在する可能性を知らなかったと回答 
（グローバル回答）

多くの人が、微細なゴミやホコリを 
除去することが掃除頻度の増加の 
主な動機だと回答

屋外から持ち込まれる微細なゴミやホコリが気になるため、 
生活で実際に触れる頻度が多いエリアの掃除が増えました 
 – スペインの回答者



10軒中9軒のお宅が、少なくとも週に1度掃除をし、3分の1の回答者がホコリ
や汚れが目につくと掃除をすると答えています。（日本単体は40％）

掃除機を用いた掃除は、ハウスダストを除去する効果的な1つの方法として
推奨されています。

掃除機をかけるのに費やす時間に関して、グローバルの全体平均は24.2分
でした。最も長かったのは、スペインの平均30.5分であり、日本人が掃除機を
かける時間はそれより12.1分も少なく、平均18.4分でした。

ダイソン グローバルダスト調査結果の概要 
世界の掃除習慣



掃除をする理由として最も多かった回答は、 
定期的な掃除習慣と、 
目に見えるホコリや汚れの除去

グローバルでの、 
掃除機の平均使用時間は
24.2分

24.2 
分

最も長い掃除機の使用時間なのが 
スペイン（平均30.5分）で、 
日本の回答はそれより12.1分も少なく、 
平均でわずか18.4分でした。

スペイン

イタリア

韓国

30.5

28.4

21.7

英国

米国

日本

30.3

27.0

18.4

オーストラリア

フランス

29.1

26.8

ドイツ

中国

28.8

22.1

定期的に、決まったスケジュールで 
掃除している（掃除を依頼している）から

家がホコリっぽいと感じる、 
または床に汚れやホコリがあったから

家が散らかっていたから

達成感を感じたかったから

来客があったから

居住者の健康維持のため

54%

33%

21%

18%

17%

17%

掃除の動機として、 
目に見えるホコリや 
汚れを挙げた人は 
3人に1人
（日本単体回答40%）



多くの回答者が、ハウスダストが「気になる」、「心配だ」と考える一方、ハウス
ダストの構成物質、物体を認識するまたは認知している割合はあまり高く
ありません。

ハウスダストに何が含まれるのかを自発的に想起できる人の割合は全般的に
低く、ほとんどの回答者がハウスダストは主に「ホコリ」で構成されていると回答
しました。また、ハウスダスト内の物質を「まったく知らない」と答えた人は、21%
でした。

人々 は、ハウスダストを構成する「目視可能な」構成物質や物体に注目する傾向
があるようです。般的に、回答者にとって最も意外なハウスダスト構成物質は、
ダニのフンなどの顕微鏡レベルの微小、微細物質でした。

ダイソン グローバルダスト調査結果の概要 
世界におけるハウスダストに関する 
認識や認知度合い



ホコリ

ダニのフン わからない

髪の毛

ウイルス

皮膚

細菌

獣毛

ダニ

土

食品残留物

屋外の物質

皮膚片

衣服の繊維

料理で生じた 
粒子

泥

ペット由来の
微細物質

花粉
カーペット

ダニ
砂と微細粒子

粒子状物質
花粉

パンくずペットの鱗屑

細菌
どれも該当 
しない

砂わからない

21%23%

19%

16%

16%

13%

12%

12%

11%

10%

10%

9%

9%

15%

5%

11%

8%

7%

10%

7%

6%

6%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

3%

回答者の5人に3人が
自宅のハウスダストに
ついて気になる
（日本単体は41％）一方、
その中身を知っている
人はごくわずかです

ハウスダストの構成物質で 
多くの回答者が意外だと答えたのは、 
顕微鏡レベルの微小、微細物質でした

ハウスダスト内に存在しうる物質として 
回答者が挙げたものの中に、 
ダニのフンは含まれていません



形式 
15分間のオンライン調査

回答者数 
日本を含む主要10カ国、10,754人が対象

調査実施国 
オーストラリア、米国、英国、スペイン、イタリア、ドイツ、 
フランス、中国、韓国、日本

データ収集期間 
2020年10月23日—11月11日に回答を収集

グローバルなデータスコア 
本データはグローバルの観点を重視し、 
グローバルの結果は人口構成比に合わせて 
ウェイトバック集計を実施

英国

米国

フランス
スペイン

イタリア

オーストラリア

中国

日本

韓国

ドイツ

上記10カ国で調査を行い、回答を得ました。

ダイソン グローバルダスト調査結果の概要 
調査方法



パワフルな吸引力

ダイソン独自開発のDyson Hyperdymium™ 
（ダイソン ハイパーディミアム）モーターは、ダイ
ソンのコードレス掃除機テクノロジーの中核を
なす技術です。毎分最大120,000回転し、パワ
フルな吸引力を実現。目に見えるゴミだけで
なく、目に見えない微細なホコリまで取り除き
ます。

本モーターでは、シングルディフューザーが採
用されています。モーターから出る気流の流れ
を直線に整えて乱気流を低減し、強力な吸引
力を生み出すとともに、騒音を低減して音響を
改善します。

インペラーをモーターの前面から背面に移動
させることにより、軸流が冷たい空気を取り
込んで温度を下げ、モーターがさらに高速回転
できるようにしています。

先進的な５段階の捕集設計 

Dyson Digital Slim™コードレスクリーナは、
5層の捕集設計により、0.3ミクロンもの微細な
粒子を99.99％捕らえて逃さず*、優れた排気
性能を実現します。

吸引された大きなゴミや髪の毛をクリアビン内で回転し、
空気から分離します。

プレモーターフィルターとポストモーターフィルターが、
より微小な粒子を分離させ、Dyson Hyperdymium™
モーターを保護します。

11個のサイクロンが100,000gの遠心力を発生させ、
ゴミをクリアビンの中へと落とします。

化学エッチング加工の金属フィルターには、400ミクロン
の小さな穴が無数空いており、そこを通る際にさらにゴミ
と空気を分離します。

ポストモーターフィルターは、0.3ミクロンレベルの微細
な粒子も捕集し、きれいな空気を排出します。
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ダイソンの革新的なテクノロジー

* ASTM F1977-04に基づくSGS-IBR（米国）および自社による試験結果
（2020年に実施）。試験は0.3μm以上の粒子を使用し、強モードで実施。
0.3マイクロン未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができてい
ません。また、有害物質のすべてを除去できるものではありません。効果は
実際の使用状況により異なります。




