人間の熱的適応性を考慮したパーソナル空調システムに関する研究
第 1 報－従来型パーソナル空調システムの被験者実験による評価
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近年、オフィス環境の変化により、パーソナル空調システムが注目を集めている
ものの、日本では普及に至っていない。本研究では、快適かつ省エネの両面を達成
させたパーソナル空調システムの開発ための技術的な解決策を検討することを目的
としている。本稿は第 1 報として、パーソナル空調導入事例を基にパーソナル空調
導入の事業者・建物管理者及び使用者双方からの問題点を調査し、現状を把握した。
また、従来型パーソナル空調の一例を用いた実験室における被験者実験を行い、パ
ーソナル空調の評価を行った。その結果、パーソナル空調を使用することにより、
熱的中立状態に達するものの、目の乾きや気流に対する不快感が原因となり、快適
性が低下していることが明らかになった。また、パーソナル空調のコントロールが
疎かになる傾向があり、これが原因で過剰にエネルギーを浪費する可能性がある。

キーワード：パーソナル空調・実例調査・被験者実験

1．はじめに

調方式）が注目を集めている。パーソナル空調はタスク域

近年、OA 化に伴う室内の熱負荷の増加・偏在化、女性・

のみをオフィスワーカー の熱的好みに合わせて環境形成

高齢者の就業率の増加による個人の温熱環境選好 の多様

することが可能であることから、温熱快適性・省エネルギ

化に伴い、オフィス温熱環境に対する個人レベルでの制御

ー性の向上が期待されている。しかし快適性や省エネルギ

の要望が増加している。従来の均質な環境形成を目的とし

ー性などについて十分な検討がなされていないまま 欧米

た空調方式では、大多数のオフィスワーカーの快適感を満

から日本国内に導入されているため、使用上・管理上など

たすには限界があり、また不必要な空間までも空調対象と

の問題により普及には至っていないのが現状である。一方、

し、エネルギーの過剰消費の問題を生じやすい。

地球温暖化防止対策として COP3(京都会議 1997)に基づ

このような問題を解消する空調システムとして、パーソ

き、夏季における室内設定温度 28℃が推奨されており、

ナル空調システム（タスク・アンビエント思想に基づく空

快適かつ省エネを実現できるパーソナル空調システムの
開発が改めて注目されている。
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表されている。パーソナル空調の研究は主に欧米に多く、

例えば Bauman ら 3)はアメリカのオフィス用として開発

が多く、修理の頻度が高い上に修理業者が限られ、修理で

された PEM(Personal Environmental Module)を使用し

きない場合は廃棄処分されてしまうといった場合がある。

た被験者実験・実測を行い、居住者の温熱快適性や作業効

(d) オフィスレイアウトの変更などに対応が困難：

率そして空気質が向上されると報告している。Wyon4)はヨ

パーソナル空調は床吹出し空調と組み合わされ、吹出し

ーロッパを中心として開発された Climadesk についてそ

口用ダクトが床に接続されていたり、机やパーティション

の温熱快適性・制御性などについて検討した結果を報告し

と一体で製作されたりするため、オフィス内のレイアウト

ている。国内では例えば秋元・田辺らにより個別制御用タ

変更、家具の入れ替え時に対応が困難となり、撤去される

スクユニットが提案され、その温熱快適性・制御性などに

ことも多い。

ついて数多くの報告

5)-7)がなされている。また、自然換気

併用型や変動気流型のパーソナル 空調による性能評価や

（2）パーソナル空調使用者が指摘した問題点
(a) 気流による不快感：

温熱快適性の実験等の報告も多い 8)-10)。しかし、国内でパ

人体とパーソナル空調の吹出口との距離が近いことか

ーソナル空調を普及させるためには、日本人のライフスタ

ら、風速の減衰が小さいために生じる気流感や人体が局所

イル及び熱的快適感、日本の気候特性などを考慮した新た

的に冷却されることによる ドラフト感などが原因で気流

なシステムの開発が求められている。

に対して不快を感じることがある。また、従来の全般空調

本研究は、快適かつ省エネの両面を達成したパーソナル

システムの吹出口は容易には触れない距離にあるのに対

空調システムの開発のための技術的な解決策の検討を行

し、パーソナル空調では吹出口が近く、容易に吹出口から

うことを目的としている。本報では、第 1 報として、日本

の気流を確認できる。このため前面から吹出す気流に対す

でのパーソナル空調の導入事例を基に、パーソナル空調導

る心理的な圧迫感により不快を感じることがある。

入の事業者・建物管理者側の問題点及びパーソナル空調の

(b) コントロールの制約に対する不満：

使用者側の問題点を整理する。また、従来型パーソナル空

従来のパーソナル空調では、制御できる範囲は吹出口の

調（市販品(米国製)）の一例を用いて被験者実験を行い、

風向・風速など限られている場合が多い。このため、コン

従来型パーソナル空調の評価を行う。

トロール範囲の制約やコントロールの応答性などについ
て不満を感じることがある。

2．従来型パーソナル空調システムの問題点の整理

(c) 机上の使用に制限がある：

本章では従来型パーソナル空調システムの問題点につ

パーソナル 空調の吹出口から人体までの吹出し気流の

いて整理を行った。ここで、列挙された問題点は、某事務

ルートの確保をしなければならないため、机上に物を置く

所建物で実際にパーソナル空調を導入した際に、事業者・

スペースが限定される。またパーソナル空調ユニットの位

建物管理者及 びパーソナル空調使用者より寄せられた意

置が固定されているために、パソコンや書籍の配置が容易

見に基づく。

に変更できなくなる。

（1）事業者・建物管理者が指摘した問題点
(a) イニシャルコストの増加：
個人用にタスク吹出しユニットなどを 備えるパーソナ
ル空調はコストアップしやすく、また全般空調（アンビエ
ント空調）と負荷処理の役割などを十分に検討しない場合、

以上のように現状のパーソナル 空調システムでは 数多
くの問題が浮き彫りとなっている。快適かつ省エネの両面
を達成させるためには、パーソナル空調機本体の改良と制
御法の見直しが必要であると考えられる。
パーソナル 空調の使用に伴う不快の原因やエネルギー

過剰設備となる恐れもある。

浪費に焦点を絞って問題の程度を詳細に把握するため、次

(b) ランニングコストの増加：

章では被験者実験を行った。

居住域のみを対象とした空調による省エネルギー性が
消し忘れ、面倒などという理由でコントロールを放棄して

3．被験者実験による従来型パーソナル空調の評
価

しまうことなどにより、エネルギーが過剰に消費されるこ

前章に示したパーソナル空調の現状をもとに、従来型パ

とがある。また、パーソナル空調を前提とした全般空調の

ーソナル空調機器で一般に設置しているものを例として

制御ロジックの開発が不十分なため、省エネ性能を十分に

選び、被験者実験によるパーソナル空調の評価を行う。

発揮できていない。

3.1 実験概要

(c) メンテナンスコストの増加：

3.1.1 実験室概要 (図-1,2、表-1)

求められている反面、個人の好き勝手なコントロールや、

メンテナンスを要する空調機器・設備が増加したことで、
メンテナンスコストが増加する。また、汎用品でない場合

実験は、2002 年 10 月 16 日～11 月 2 日に、慶應義塾大
学理工学部環境実験室
（2.7×3.6×2.6m）
にて行った（図-1）。
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表-1 実験条件

（b）タスク域とパーソナル空調ユニット外観
図-1 環境実験室概要
実験室の内側には暗幕が張られており、空気温度と平均放

MIN

アンビエント
空調

射温度が等しくなるようにしている。実験室はオフィス空
間を想定し、デスクとチェアが各 2 台、向かい合わせに設

パーソナル
空調

置されている。アンビエント空調は床面 3 箇所より吹出し、
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天井面より吸い込む。パーソナル空調には市販品（米国製）

吹出し風向

を使用し、デスク上に設置され、人体方向に吹出す（図-1
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。アンビエント空調・パーソナル空調のシステム構成
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図を図-1（c）に示す。また、デスク上に図-2 に示すよう
なパーソナル空調用コントローラーを設置する。被験者の
システム操作を観察するため、ビデオカメラが被験者背部
の壁に設置され、実験者により実験室外から遠隔操作され
る。室内の発熱源は、人体（1 名）
、ノート型パソコン（90W
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×1 台）
、ビデオカメラ（11Ｗ×1 台）
、照明（100W×3 個）で

図-3 実験順序

ある。
実験条件を表-1 に示す。アンビエント域は、アンビエン

0

風向の調節は 3 段階とし、①上向き吹出し、②水平吹出し、

ト空調の吹出し温度が 28℃になるように制御を行い、湿

③下向き吹出しとする。上向き吹出しの場合は主に頭、水平吹

度は 50％RH、
風量は 270m 3/h（吹出し口 1 つ辺り 90m3/h）

出しの場合は首や胸、下向き吹出しの場合は前腕・手が気流に

とした。また、熱線式風速計（KANOMAX 社製）により

暴露される。

吹出し風速を測定した結果、平均吹出し風速は 0.72m/s

3.1.2 被験者概要

であった。アンビエント空調のみを使用した場合、人体周

被験者は、標準的な体格で健康な大学生男性 15 名、女

辺の温度は約 28.2～29℃、風速は約 0.02～0.05m/s とな

性 15 名の計 30 名を対象とした。夏のオフィスを想定し

った。パーソナル空調はコントローラーにより被験者に自

た着衣とし、男性は 0.70clo（半袖シャツ・長ズボン・ネ

由に制御させる。温度調節は、COOL から WARM まで 3

クタイ・靴下・下着）
、女性は 0.55clo（半袖シャツ・スカ

段階で調節可能とし、それぞれ①24℃、②25℃、③26℃。

ート・ストッキング・下着）と統一した。着衣量は事前に

風速調節は、MIN から MAX まで５段階で調節可能とし、

行ったサーマルマネキン実験により推定を行った。また、

①1.2m/s、②1.5m/s、③2.5m/s、④2.9m/s、⑤3.2m/s。吹出し

実験中の着衣の変更は許可しなかった。

3.1.3 実験順序 (図-3)

告をさせた。実験終了後（50 分）に被験者にアンケート

実験順序を図-3 に示す。被験者は環境実験室入室後、個

を記入させ退室させた。

人情報に関するアンケートを記入し、その後タイピング作

3.2 実験結果と考察

業を行った。このときパーソナル空調は OFF とし、被験

3.2.1

パーソナル空調における快適性の検討

快適性に関するアンケートにおける男性 15 名、女性 15

者に実験室の環境及びタイピング 作業に十分慣れさせた
（30 分間）。再びアンケートを記入後、パーソナル空調を

名それぞれの平均値の結果を示す。

ON とし、実験開始とした。この時、パーソナル空調のコ

（1）全身温冷感申告結果 (図-4)

ントローラーの調節つまみは風速 MAX（3.2m/s）、温度

パーソナル空調使用前とパーソナル空調使用後（実験終

COOL（24℃）
、水平吹出しの状態で統一した。被験者は

了後）の全身温冷感を比較した結果を図-4 に示す。ただし、

自分の熱的好みに応じてパーソナル 空調を自由にコント

温冷感申告は ASHRAE の 7 段階評価（暑い（+3）～中立

ロールし、実験者は環境実験室の外からその様子をビデオ

（0）～寒い（-3））に準じて行った。パーソナル空調の使

カメラにより観察した（50 分間）。パーソナル空調のコン

用前の環境では「暑い」側の申告が多かったが、パーソナ

トロールは温度（3 段階）
、風速（5 段階）
、風向（3 段階）、

ル空調を使用することにより「中立」の割合は、男性は使

ON/OFF とした。ただし、風向変更の際には被験者には

用前の約 1.9 倍、女性は約 1.3 倍と増加した。

左右の風向は一致させるようにした。また、実験開始後、

（2）人体部位別温冷感申告結果 (図-5)
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図-7 人体部位別快適・不快申告

感申告の結果を図-5 に示す。ここでは暖かい（+2）～涼

用することにより 快適側の人数はやや減少する傾向がみ

しい（-2）までを表示する。

られた。(1)全身温冷感の結果より、パーソナル空調使用

すべての人体部位で温冷感申告値は+1（やや暖かい）か

により「熱的中立」と申告した人が増加したにもかかわら

ら-1（やや涼しい）の範囲内にある。顔の温冷感は他の部

ず、それ以外の原因で不快を感じていたことを示唆した結

位よりやや高く申告されている。これは、パーソナル空調

果である。

の上向き吹出しの使用時間が短いことが（3.2.3(2)パーソ

（4）人体部位別快適・不快申告結果 (図-7)

ナル空調の平均使用時間参照）、原因の一つとして考えら

人体部位別快適・不快申告結果を図-7 に示す。実験終了

れる。胸・胴に関しては、男性の温冷感申告値は女性より

後にパーソナル空調の気流が直接暴露する上半身のうち

やや低い。前腕の温冷感は男性・女性ともに他の部位と比

快または不快と感じた部位を申告させた（複数回答可）。

較すると最も低い。これは、前腕がパーソナル空調の吹出

図上側は快適、下側は不快と申告した被験者の人数とする。

口から近いことや実験時の着衣が半袖シャツであり肌に

図より額・目・鼻・口といった顔面に不快が集中してい

直接気流が当たるためであると考えられる。さらに水平吹

ることがわかる。特に目は 80%の被験者が不快を訴え、

出し・下向き吹出しの使用時間が長いことも影響している

ドライアイの影響が懸念される。また、胸部は快適申告者

と考えられる（3.2.3(2)パーソナル空調の平均使用時間参

が多く、これは着衣の影響でパーソナル空調の気流が直接

照）。手は前腕よりパーソナル空調の吹出口からの距離が

肌に触れないためと考えられる。それ以外の部位は快適・

近いが手よりも温冷感が高い。この原因は実験ではノート

不快のどちらにも回答者がみられる。これは、冷やしたい

型パソコンを使用していたため、多少気流が遮られること

願望がある反面、冷やしすぎることにより不快を感じてい

やパソコンの排熱の影響が関係していると考えられる。下

ることがアンケートによりわかった。例えば手や腕は、パ

半身（大腿・下腿・足）については特に男女差が大きい。

ソコンの排熱の影響で暖かくなることから「冷やしたい」

これは、男性はズボン、女性はスカートという着衣の差の

という願望があるが、パーソナル空調により冷やそうとす

影響が考えられる。また、実験室内では靴を脱いでいたた

ると、着衣に覆われていないため冷えすぎや、肌に直接当

めに女性は足元に寒さを感じていたと考えられる。

たる感覚に不快感を覚える。また、胴は、着衣で気流が直

（3）全身快適感申告結果 (図-6)

接肌に当たらず心地よいが、当て続けると腹部が冷えるの

パーソナル空調使用前とパーソナル空調使用後（実験終

で不快を生じる。
3.2.2

了後）の全身快適感を比較した結果を図-6 に示す。快適感
の申告は「とても不快(1)～とても快適(6)」までの 6 段階

パーソナル空調使用上の問題点の抽出

実験終了後、パーソナル空調に対する問題を申告させた

で行った。

（複数回答可）結果を以下に示す。

男性は使用後の快適側の申告者は使用前の 1.4 倍であり、

（1）心理的な問題点 (図-8(a))

快適性は向上している。一方、女性はパーソナル空調を使

図-8(a)にパーソナル 空調使用上 の心理的問題点 の調
部位別に温冷感が
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図-8 パーソナル空調使用上の問題点
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（2）生理的な問題点 (図-8(b))

査結果を示す。
『前面から風が吹いてくることが不快』という問題を、

図-8(b)にパーソナル 空調使用上 の生理的問題 の調査

全体の 50%もの被験者が訴えている。次に『机上の書類

結果を示す。

が飛ぶ』という回答が多い。本実験では紙面によるアンケ

『目が乾く』ことが最も大きな問題点であり、約 67％

ートを実施しており、パーソナル空調の風が原因で書きづ

もの被験者が不満を訴えている。ドライアイの原因の一つ

らいという声が多かった。特に下向き吹出し時には書類が

となるパソコン作業に加え、前面から被験者に向けて気流

飛びやすくなるため、下向き吹出しを長く使用する女性に

を吹かせたことで、目にかかる負担が増えてしまったと考

回答が多く見られる。女性の使用頻度が高かったパーソナ

えられる。コンタクトレンズ使用者は特に不快を感じてい

ル空調の条件（下向き吹出し、吹出し温度 24℃、吹出し

る。また、被験者の 1/3 が『腹部と背部の温冷感の差が不

風速 1.2m/s）の場合、机上面の風速は約 0.75m/s 程度と

快』と回答し、暑い部分のみに局所的に風を当てたからと

なった。『コントロールが面倒』という問題は、ほぼ男性

いって、それが必ずしも快適につながるとはいいきれず、

による申告である。『風向きの左右の調節がない』に関し

不均一な環境に対して不満を訴える人もいることがわか

ては、本実験では左右にパーソナル空調の首を振ることに

る。『風が当たるだけで不快』という点は、肌が露出した

よりビデオカメラに 吹出口が映らなくなるので 許可して

部位に気流が曝されることにより、局所的な冷却によるド

いなかったが、そのために生じた問題である。しかし、こ

ラフトが不快の原因となっていると考えられる。

のようなささいな制約が不満を感じさせる大きな要因と

3.2.3

なりうることが示唆される。『コントローラーの調節が難

パーソナル空調の操作状況の把握

被験者のパーソナル空調の操作状況をビデオカメラに

しい』は前述したように、冷やしたい反面冷えすぎること

より観察した結果を以下に示す。

による不快感などが原因で調節の難しさを訴えていると

（1）パーソナル空調の平均調節回数 (図-9)

いえる。

実験中のビデオカメラによる 観察記録より、風向・温
度・風速それぞれの調節回数を累計した結果を図-9 に示す
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結果となった。また、女性にはパーソナル空調を OFF に
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する人がいた。特に実験後半には 4 分の 1 の女性がパーソ
ナル空調を OFF にしている。この原因としては男性と比
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較して着衣量が少ないことや、個人情報に関するアンケー
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図-11 パーソナル空調の受容性

り、これが原因でランニングコストの浪費につながる可能
性もある。

うかの 2 つの質問をした。アンケートの結果を図-11 に示

（2）パーソナル空調の平均使用時間 (図-10)

す。

実験中のビデオカメラによる 観察記録より、風向・温

実験で用いた従来型パーソナル 空調の必要性について

度・風速それぞれのレベルの使用時間を累計した結果を図

は（質問①）
、男性・女性ともに「やや必要」
・
「必要ない」

-10 に示す。

と答える被験者が多かった。しかし、パーソナル空調が改

パーソナル 空調の吹出し風向について特徴的な傾向は

善されたと仮定した場合（質問②）
、男性は「とても必要」
・

男性・女性ともに上向き吹出しの使用時間が短いというこ

「必要」と答える被験者が多く、女性は「必要」と答える

とで、大半の被験者が 10 分以下であった。男性は水平吹

被験者が最も多くなった。このアンケート結果から、パー

出しを使用する時間が長く、女性は特に下向き吹出しを使

ソナル空調は多くの問題が存在するものの、受け入れ難い

用する時間が長い。このことから、男女ともに顔に気流を

というものではなく、種々の問題点が改善されることによ

当てることを避ける傾向にあることが推測される。温度は、

り、必要と考える人も多く存在することが推察される。こ

男女とも 24℃を使用する時間が長くみられる。風速は、

のことから、本研究開発テーマの意義が確認される。

男性は 1.5、2.5m/s、女性は 1.2m/s を長く使用する傾向
があり、特に女性は低めの風速を好んでいる。また、女性

前述したように、今後必要とされるパーソナル空調シス

のみ数人パーソナル空調を OFF にしている。OFF にして

テムにおいては、パーソナル空調機本体および制御面での

いる時間にはばらつきがあるが、長い被験者で最大 30 分

改善が必要となり、本章で述べた問題点などが改善の糸口

間 OFF にしている。統計的にはこれらは外れ値と判断さ

になりうると考えられる。被験者実験の結果からは、目の

れているが、無視できない値である。

乾燥や局所的な人体の冷却によるドラフトによる 快適感

3.2.4

の低下、そして、パーソナル空調のコントロールがおろそ

パーソナル空調システムの受容性 (図-11)

本研究開発テーマの意義の基礎的検証のために、実験終

かになることなどの問題が挙げられたが、これらの解決策

了時に同被験者に対してパーソナル空調の受容性に関す

として、①人間の熱的適応性や②人体の部位別の特性等を

るアンケート調査を行った。アンケートでは、①従来型パ

パーソナル空調システムの制御論理に導入することによ

ーソナル空調（実験で使用したパーソナル空調）が自分の

り快適かつ省エネ的に運転が可能となると考えられる

デスクに必要かどうか、②パーソナル空調の使用上の問題

11)-13)。

点が改善されたと仮定した場合、自分のデスクに必要かど
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Study on the Personal Air-conditioning System Considering Human Thermal Adaptation
Part 1 – Evaluation of Conventional Personal AC System by Subjective Experiment

by Mine Sudo*1, Shuzo Murakami*2, Shinsuke Kato*3, Doosam Song*4, Tomoyuki Chikamoto*5
Key Words: Personal Air-conditioning System, Interview, Subjective Experiment

Synopsis: Thermal environment in the recent office has changed

possibility of realizing both the improvements of occupants’

greatly because of the change of working style which has been

thermal comfort and energy conservation. However, conventional

brought by the development of OA equipments. On the other hand,

personal air-conditioning system has not been accepted in the

large individual differences in preference to thermal environment
exist among the occupants of an office room. Therefore the

Japanese office, because it has various shortcomings.
The purpose of the study is to develop personal air-conditioning

mixing-type air-conditioning system that aims to establish a

system obtaining thermal comfort and energy conservation. In this

uniform environment within the occupied zone of a room is not

paper,

able to provide each occupant with fully accepted thermal comfort.

air-conditioning system are examined by hearing to the designer of

The personal air-conditioning system is a method that can provide

air-conditioning systems and the subjective experiment. As the

occupants with the controllability of a local supply of air, so as to

result, it is found that subjects feel discomfort by dry eyes and

adjust their individual thermal environment. Thus, this system has

breathing with difficulty, although subjects feel thermal comfort by
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*3 Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Member
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the

drawbacks

about

the

conventional

personal

the personal air-conditioning system. Moreover, energy is often
wasted because of neglecting the personal control.
(Received March 24, 2004)
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