
表1 ISO8996 による代謝量測定方法 

Level Method 

Ⅰ 
A : Classification according to kind of activity 
B : Classification according to occupation 

Ⅱ 
A : Use of tables of group assessment 
B : Use of estimation tables for specific activities 
C : Use of heart rate under defined conditions 

Ⅲ Measurement 
 LevelⅠ:Rough information where the risk of error is very great 
 LevelⅡ:High error risk 
 LevelⅢ:Risk of error within the limits of the accuracy of the measurement  
 and of the time study 

 

図 1 呼吸代謝測定の様子 

Study on Adaptive Control System under Hot and Humid Climate（7）  
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SUDO Mine et al. 

1. 研究の概要  
従来の室内空間の温熱快適性評価において、物理的環

境及び着衣量、活動量などは定常状態を想定している。

しかし、温熱快適性評価に人間の空間移動に伴う温熱環

境体験履歴及び適応行動などを考慮するアダプティブ

モデルを導入する場合、物理的環境及び人間側の要素

（着衣量、生理量など）の時間変化を考慮する必要があ

る。 
本研究では、これらの諸要素の非定常的な変化が人間

の温熱快適性に及ぼす影響を検討する。本報では、上記

の諸要素のうち代謝量についての検討を行う。代謝量は

人の温熱生理に及ぼす影響が大きく、特に、物理的な環

境の変化が少ないオフィス環境のおいて、代謝量の変化

と人の熱快適性との相関は大きいと考えられる。しかし、

従来の温冷感評価では、他の諸要素に関しては比較的綿

密な検討が行われる反面、代謝量の変化については簡易

法（ASHRAE より提案された表による評価）などによ

りラフに評価されるのが現状である。そこで、本報では

実測・実験により、①オフィス環境における人間の活動

変化を解明し、また、②活動の時間変化が温熱生理・心

理に及ぼす影響を検討する。 

2. 代謝量の測定方法の検討   
2.1 ISO8996－代謝量による熱生産の測定 

ISO8996 では代謝量の測定に、6 つの方法を提案し

ている。この 6 つの方法は評価の手段により 3 つのタ

イプに分類される。最初の評価のタイプ（LevelⅠの

A,B、LevelⅡのA,B）は、1）活動記録に基づき、簡易

表を用いて代謝量を評価する方法である。これは、活

動を単純に強度（Resting, Low, Moderate, High, Very 
High）による記述、職業（例えば大工、農業など）に

よる記述等、作業を構成する要素の記述から代謝量を

①基礎代謝＋②姿勢＋③作業強度＋④行動などのよう

に合計して算出する方法などである。2 つめのタイプ

は（LevelⅡC）は、2）心拍数を用いて算出する方法

である。これは心拍数が 120 回／分以上のとき、心拍

数と代謝量との間にみられる線形関係を利用した方法

である。しかし、日常のオフィスワークでは心拍数が

120 回／分を超えることが殆どないため、この方法は

事務作業を前提とする室内温熱環境の快適性評価には

適していない。3 つめのタイプの方法（LevelⅢ）は、

3）人間と環境の熱収支を直接測定する直接測定法と

人間の呼吸による O2 消費量、CO2 排出量から代謝量

を求める間接測定法である。 

2.2 呼吸代謝量測定（間接測定法）：Ｏ2消費量と CO2

排出量より代謝量の測定 
呼吸代謝量測定法は、人間の活動の変化と呼吸の変

化の相関関係に基づき、例えばある期間にダグラスバ

ッグという袋を用い呼吸による O2消費量と CO2排出

量より代謝量を算出する方法である。ここで、人間の

呼吸の O2消費量と CO2排出量により代謝量を求める

実験式(1) （注1）が ASHRAE より提案されている（文1）。 

 M = 352(0.23RQ + 0.77)Vo2/AD            (1)  

ただし、M（注 2）：代謝量（W/m2）、RQ:呼吸商(消費され

たO2の体積) / (排出されたCO2の体積)、Vo2：酸素摂取

量（L/min）、AD：体表面積 

2.3 代謝量評価の問題点 
従来の熱快適性の評価において、代謝量の評価は

ISO や ASHRAE より提案された人間の活動量をいく

つかの代表代謝量としてまとめた表（文2）により一定値

を与える評価方法や、同表による代謝量に対して時間

の重み付けを行い平均化する（一定時間に対して一定

値をあたえる）方法により評価されることが多い（注3）。 
このような従来の代謝量の評価法には以下のような問

題点が指摘される。 
1) 測定者の偏差：表からの代謝量の評価における判
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図 2 日常の活動の結果例 

表 2 日常の活動変化の分類項目 

1. 場所 2. 状態

ⅰ.室内 
ⅱ.踊り場・廊下等 
ⅲ.半屋外 
ⅳ.屋外 
ⅴ.エレベーター 
ⅵ.トイレ 

a.座位 
b.立位 
c.歩行 
d.走行 
e.階段上る 
f.階段下りる 

3. 行動 

①静止（研究中） 
②静止（休憩中） 
③読書（研究中） 
④読書（休憩中） 
⑤タイピング（研究中） 
⑥タイピング（休憩中） 
⑦パソコンのディスプレイ読む 
⑧書く（研究中） 
⑨書く（休憩中） 
⑩話す（研究中） 

⑪話す(休憩中) 
⑫話す（電話） 
⑬ファイルの整理 
⑭携帯のメールをする 
⑮眠る 
⑯食べる 
⑰飲む 
⑱コピーをする 
⑲タバコを吸う 
⑳ストレッチをする 

断（例えば、被験者の活動の種類や活動に要した

時間）は、測定者の主観によるものが大きい。そ

のため、同じ活動に対しても測定者の主観に基づ

く偏差により判断が異なる場合が発生する。 
2) 体温調節における熱生産を無視：体温が高くなる

と人体細胞内の化学反応が著しく加速され、熱生

産の割合は増加する。体温が低くなった場合は震

えが代謝による熱生産をもたらす。呼吸代謝量測

定法はこのような体温の変化による代謝量の変化

を捉えることができるが、表による評価ではこれ

らの影響を考慮することができない。 
3) 定常の代謝量の評価：定常環境での評価を行うの

であれば表をもとに代謝量に一定値をあたえる方

法も大きな問題はないといえる。しかし実際人間

の代謝量は非定常に変化しており、それに伴い人

体温冷感も大きく変化するものと考えられる。そ

のため、瞬間的な代謝量の変化あるいは空間移動

に伴う温熱環境体験履歴及び適応行動などを考慮

するアダプティブモデルの構築においては、従来

の代謝量評価法の利用は適切でないと考えられる。 
上記の従来の代謝量評価法の問題点を踏まえた上、

非定常の温冷感評価に適切な代謝量の評価を行うため

には、評価の目的に応じて代謝量を実際に測定する必

要があると思われる。しかし、直接測定法は人間の基

礎代謝のような静的代謝を求めるには最も適している

が、人間の日常の活動スペースで測定を行うことがで

きない。間接測定法については、測定機器に対する違

和感などから、被験者にとって大きなストレスとなり、

そのストレスによる呼吸の乱れが原因で正しい代謝量

の測定を行うことができない可能性がある。そのため

測定にあたり被験者及び測定者は測定器具の十分な訓

練が必要となる。また、呼吸による代謝量は実際の代

謝量(筋代謝)との時間遅れによる誤差が生じることも

注意する必要がある。 

3. 日常における人間の活動変化の解明（実測） 
人間はオフィスにて座業に就いている時においても、

１時間程度の時間スケールで観察すれば、用便や休息

その他の理由により間欠的な空間移動を繰り返してい

る。そのため、オフィス等のワークステーション空間

の温熱環境を考える際、大きな時間スケールでは自宅

から職場への通勤、小さな時間スケールでは用便など

に伴う間欠的な空間移動などを考慮することが望まし

い。 
3.1 実測の概要 
実測は実際のオフィス空間で執務している被験者が

間欠的な空間移動を繰り返している間も含めて、午前
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    図 3 定常に評価を行ったときの代謝量変化の例 
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図 4 実験室 

表 3 実験室の条件 

空気温度 相対湿度 吹き出し風速

25 ℃ 50～60 ℃ 0.05 m/s 

9 時 30 分～午後 5 時まで行った。実測期間は 2002 年

4 月 15 日～16 日である。被験者は男子 2 人、女子 1
人であり、年齢は 22～28 歳、研究所での勤務者を対

象とした。被験者には活動や服装など制限を与えず、

日常と変わらない活動を行わせた。観測者は被験者 1
名に対して 1 名がつき、被験者の空間移動、状態、行

動などを連続的に記録した。被験者の活動を特定する

詳細な項目に関しては表 2 を参照。 
3.2 実測結果及び考察 
 図2に男女各 1名の被験者における日常の活動の変

化を示す。図 2(a)に被験者が 1 日のうち体験する空間

の滞在時間の割合を示す。男女ともに約 9 割が室内空

間に滞在していることが分かる。図 2(b)では室内空間

での人間の状態の割合を示す。およそ 85％が着席状態

であり、立位は約 9％、室内歩行も約 5％となる。図

2(c)に室内空間での人間の活動の割合を示す。タイピ

ング（⑤）が男女ともに高い割合であった。このよう

にオフィスでの 1日の活動は低い活動レベルで大部分

が占められている。よって、オフィス空間での快適性

評価には 2met 以下の代謝量についての詳細な測定が

必要であることが確認される（文3）。また、オフィス内

における活動は主としてパソコン作業であるが、パソ

コン作業の合間にも立つ、歩く、話すなど種々の活動

がみられる。このパソコン作業の合間に行われる活動

はどれも短い時間であるが、人間の快適性に大きな影

響を与える。 
次に、同被験者の 1 日活動の変化による代謝量を一

定時間に対する平均化による代謝量評価により求めた

結果を図 3 に示す。図 3 に示すように人間はオフィス

空間にいる時においても間欠的な空間移動、活動の変

化により、例えば、図 3(a)の男性被験者の場合、代謝

量は 0.8～1.25met の範囲にある。今回の実測の結果、

女性被験者の場合、代謝量の変化が少なく、特に男性

被験者と比べ、その変化は小さい。この結果（特に男

性の事例）は、室内オフィス空間での作業において一

定の代謝量(ASHRAE基準では1.2 met)を与えるのは、

たとえ室内空間での熱的快適性に関し定常に仮定する

場合であっても、不適切な代謝量の評価を与え、誤っ

た快適性の評価をする可能性が少なくないといえる。 

4．代謝量の時間変化が人間の温熱生理・心理に及ぼ

す影響の検討（実験） 
4.1 実験の概要 
 ここでは、上記 3 節の実測のより確認された室内オ

フィス空間での被験者の活動を実験室環境で再現し、

活動の時間変化が代謝量、温熱生理・心理に及ぼす影

響を検討する。これにより、従来の定常的な代謝量評

価と、それに基づく温冷感評価の妥当性を検討する。

本実験は東京大学生産技術研究所内の恒温チャンバー

(3.5m×3.0m×2.5m)にて行われた。図 4 に実験室の様

子を示す。実験室は床全面吹出し、天井全面吸込み。

チャンバーの内壁に暗幕を設置し、平均放射温度と空

気温度が等しくなるように設計している。床全面吹出

しの風速は 0.05m/s、乱れの強さ 33.3％以下の静穏な

気流となっている。実験室の温度は一般的なオフィス

空間を想定した 25℃とした（表 3）。被験者は男女各

１名の大学生で、夏季におけるオフィス勤務者を想定

した着衣とした。被験者は実験室の環境及び代謝量測

定装置・皮膚温測定器具（熱電対）に十分慣れた状態

で実験に臨んだ。実験室内において被験者は表 4 に示

す活動を連続的に行う。ここで表 4 に示す活動の項目

は、前記した実測により得られた結果から人間の日常

的な活動の中からモデル化により1時間分を取り出し

たものである。測定は 1 日 3 回行い、1 回目は代謝量

のみを測定し、2、3 回目は皮膚温及び温冷感の測定、

記録を行った（注4）。代謝量は呼吸代謝量測定装置によ

り測定を行った。また、皮膚温は熱電対を用いて

Hardy-DuBois の 7 点法に準じて測定をした。また、

被験者の温冷感については ASHRAE の 7 段階スケー

ルを用い 1 分間に 1 回申告をさせた。 
4.2 実験結果及び考察 
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（男性被験者の例） 

表4 活動スケジュール 

行 動 
① 

relax 
② 

reading 
(monitor) 

③ 
typing 
(mail) 

④ 
writing

⑤ 
reading

⑥ 
typing
(work)

⑦ 
talking

⑧ 
walking 

⑨ 
talking 

(phone) 

⑩ 
typing
(work)

⑪ 
relax

時 間（分） 5 5 5 5 5 10 5 5 5 10 5 

ASHRAE の表 
による代謝量

(met) 
1.0 1.0  1.1 1.0 1.0 1.1 なし 2.0 なし 1.1 1.0

 図 5 に表 4 の活動による被験者の代謝量・皮

膚温・温冷感の変化を連続的に測定した結果を

示す。ここで示す図 5 の結果は被験者 1 名の結

果である。被験者数が十分ではないので今回の

結果の一般性については今後更に検討を要す

る(注5)。 
 図 5(a)に代謝量を連続的に測定した結果と従

来の代謝量の評価法から求めた代謝量を示す。

連続的に測定した結果、代謝量は 1.0met～
2.3met の範囲に及んでいる。それに対して定常

法に基づいた評価の場合、表 4 に示す活動の代

謝量は約 1.2 met(注6)となる。この値は従来の定

常を仮定するオフィス活動 1.2 met と一致、従

来の値の与え方が今回の活動調査と整合するこ

とが確認された。また、定常評価を行う場合の

代謝量は今回の実験値(非定常の代謝量の変化

を計測値)より低い値を示す。これは、代謝量を

単純に項目当りの時間重み平均する従来の評価

法は、連続的な代謝量の変化、すなわち、前に

行った行動の影響が後の行動による代謝量に与

える影響を反映しないためと考えられる。図 5
の(b)、(c)に代謝量の連続的な変化が人間の皮膚

温・温冷感に及ぼす影響を示す。被験者の皮膚

温・温冷感の変化と代謝量の変化の間に時間遅れが生

じている。例えば①(relax)から②(reading monitor)へと

活動の変化があった時、代謝量の急激な上昇に対して、

皮膚温は徐々に上昇している。また、同じ活動を行っ

たとき、代謝量はほぼ同じ値を示すが、それにともな

う皮膚温・温冷感申告値は異なる値を与えることがあ

ることが確認される。例えば、⑤(typing work)と⑩

(typing work)の場合、その間に挟んでいる活動の影響

により、活動⑩における皮膚温は⑤による皮膚温より

低く、また温冷感申告も異なる。これらの結果は非定

常の熱快適性を評価する場合には、オフィス内で行う

種々の活動における代謝量の変化を十分反映する必要

があることを示す。 

5. まとめ 
1) 従来温冷感評価に用いられる代謝量の評価法をレ

ビューし、その問題点を検討した。 

2)日常的な人間の活動における実測を行い、オフィス

空間での活動の類型化を行った。オフィス空間で座業

をしている間にも連続的に種々の活動が行われること

を確認した。 

3)日常における活動の連続的な変化を実験により再現

し、代謝量の時間変化が人の皮膚温及び温冷感に大き

く影響を与えることを確認した。 
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 [注] (1) 式(1)には、代謝と人間の体表面積との関係のみ考慮し
ているが、人の代謝は体重との関係が高く、今後これに関して
検討を要する。(2) 式(1)からさらに ASHRAE に準じて、
1met=58.1W/m2－(2)によりエネルギー代謝率に変換するが、こ
れは一定の条件に基づく場合に用いる式である。式(2)の妥当性
については今後の課題となる。 (3) 一定時間内に行われる各活
動に時間の重みをつけて平均化を行うことにより一定時間内の
代謝量を評価。 (4) 皮膚温および代謝量の測定機器は被験者に
とって大きなストレスとなる。ここでは被験者のストレスをで
きるだけ減らすために、皮膚温と代謝量測定装置の併用は避け
た。 (5) 例としてあげた被験者は身長 175ｃｍ、体重 68kg で
標準的な体型である。(6) 注(2)で記した算出法により代謝量の
時間平均を求める。ただし、ASHRAE の表では会話時の代謝量
は示されていないため、ここでは実験により得られた代謝量の
平均値を代用し、⑦talking1.32met⑨talking tel1.67met とした。 
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