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 3 報－パーソナル空調による人体部位別温冷感特性の検討
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パーソナル空調は従来の居室全体の空調と異なり、人体を局所的に冷やすことによ
り効率的に熱刺激を緩和させることを意図したシステムである。パーソナル空調に
より冷却された人体の各部位では異なる温冷感を持ち、その各部位の温冷感が全身
温冷感を形成する。本研究では、人体各部位への熱的影響が全身温冷感にどのよう
に影響するかについて検討を行うことを目的として、サーマルマネキン実験及び被
験者実験を行った。その結果、人体各部位には全身温冷感の形成に対して異なった
寄与率を有することが示唆された。また、頭部の温冷感が全身温冷感と高い相関を
示し、寄与率か高いことが明らかになった。
キーワード：パーソナル空調・温冷感特性・対流熱伝達率

はじめに

うに設計されたパーティション内のタスク空調方式に関し

従来の全般空調方式では、室内均一環境を想定して開発さ
れた Gagge らの SET*（Standard Effective Temperature）
文 1）

や Fanger の PMV（Predicted Mean Vote）

文 2）

て、EHT (Equivalent Homogenous Temperature)を用いて、
不均一な温熱環境と全身温冷感の間の関係について検討を

などの

行っている。李ら文 4）の等温気流型のタスク空調を用いた実

指標を用いて温冷感を全身で一様として評価することが多

験では、マネキンを用いて人体各部位における皮膚温や熱損

い。これに対して、パーソナル空調システム（タスク・アン

失の測定を行うとともに、被験者実験により、全身温冷感の

ビエント空調システム）では、人体周辺で極めて不均一な温

評価を行っている。梁ら文 5）は新たに開発されたスポットク

熱環境が形成され、それに伴い環境‐人体間における熱の授

ーリング型パーソナル空調の性能評価を行うため、CFD 解

受や温冷感も全身で不均一となる。この場合、均一環境を想

析によって人体の熱収支を詳細に検討した。中村ら文 6）は執

定して開発された SET*や PMV を用いて、簡易的に快適性

務者の背部に設置された床吹き出しのスポットクーラーを

評価を行うことは適切でないため、人体の各部位のレベルで

用いて、全身の温冷感・快適感に加え、全身及び各部位の気

の熱収支や温冷感等詳細な検討が行われている。

流感の評価を行った。

文 3）

例えば、木村ら

は執務者の顔面に直接気流を当てるよ

既往の研究では、人体各部位の熱収支・温冷感、全身温冷
感の個別の検討が多いが、人体各部位の温冷感と全身の温冷
感の間の相互関係は明らかになっていない。全身温冷感は人
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えられる。パーソナル空調は人体を局所的に冷やすことによ
正会員

り効率的に熱刺激を緩和させることを意図したシステムで
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あるため、既往のような個別の検討に加えて、人体各部位へ

パーソナル空調

の熱的影響が全身温冷感にどのように影響を及ぼすのかを
明らかにする必要があると考えられる。全身温冷感に対する
人体各部位温冷感の寄与率が明確になれば、寄与率の高い部
位を集中的に冷却することにより、効率よく熱的不快感を取
り除くことができる可能性がある。
本研究では、パーソナル空調による人体への局所的な冷却

写真-1 実験風景

が全身温冷感に及ぼす影響について検討を行うことを目的

照明（ 3 箇所）

吸込み口（ 1箇所）

としている。
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00

なお、本論文は空気調和・衛生工学会学術講演会講演論文
文 7）

集

文 8）

と日本建築学会大会学術講演梗概集

に公表した内

容を加筆充実させたものである。

人体をパーソナル空調により局所的に冷却した際に、人体

実験者（ 1名）

サーマル
マネキン （ 1体）
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１．マネキン実験による人体部位別対流熱伝達の検
討

パ ーソナ ル空調
ユニット（ 2箇所）

ノート型
パ ソコン
アン ビエン ト空調
吹出口（ 3箇所）

の各部位で生じる熱損失を評価するために、サーマルマネキ

3600

ン実験を行い、人体部位別対流熱伝達率を明らかにした。

（a）環境実験室 見取図

1.1 実験概要
タスク域

1.1.1 実験室の概要 （図-1）

case1:上向き吹出し
case2:水平吹出し

実験は、2003 年 5 月 1 日～10 日に、慶應義塾大学理工学
部環境実験室（2.7×3.6×2.6m）にて行われた（図-1）。実験

case3:下向き吹出し

PC

室の内側には暗幕が張られており、空気温度と平均放射温度
が等しくなるように工夫している。実験室はオフィス空間を

パ ーソナ ル空調吹出し
ユニット（市販品(米国製））

人体

想定し、パーティション付デスクとチェアが 2 セット、向か

（b）タスク域とパーソナル空調ユニット外観

い合わせに設置されている。アンビエント空調は床面 3 箇所

壁面

パーソ ナル空調
吹 出し口

より吹出し、天井面 1 箇所より吸い込む。パーソナル空調に

ア ンビエント
空調 給気

は市販品（米国製）を使用し、デスク上に設置され、人体方
向に吹出す（図-1 (b)）。アンビエント空調・パーソナル空調

パーソ ナル
空調給 気

デスク

のシステム構成図を図-1(c)に示す。室内の発熱源は、人体（サ

アンビエント空調
吹出 し口
ファン

ーマルマネキン1 体、実験者 1 名）
、ノート型パソコン（90W

床面

キンは図-1 (a)に示すように、アンビエント空調吹出し口が 2
注 1）

箇所設置された側に座らせた

。

1.1.2 実験条件 （表-1）

250

×1 台）
、照明（100W×3 個）である。なお、サーマルマネ
床下

（c）アンビエント空調・パーソナル空調システム構成図
図-1 環境実験室の概要

実験条件を表-1 に示す。アンビエント域は、アンビエント

表-1 実験条件

空調の吹出し温度が 28℃になるように制御を行い、湿度は
50％RH、風量は 270m3/h（吹出し口 1 つ当たり 90m3/h）と
した。パーソナル空調は吹出し温度が 26℃になるように制御

アンビエント
空調

を行い、湿度は 40％RH、風量は 52 m3/h（吹出し口 1 つ当
たり

26m3/h）とした。熱線式風速計により吹出し風速を測

定した結果、アンビエント空調は平均吹出し風速 0.72m/s、
パーソナル空調は平均吹出し風速 2.53m/s であった。

パーソナル
空調

温度/湿度

28 ℃、50%RH

空調方式
吹出し風速

床吹出し、天井吸込み
0.72 m/s

吹出し温度
吹出し風速
吹出し風向

26 ℃
2.5 m/s
case1：上向き吹出し
case2：水平吹出し
case3：下向き吹出し

パーソナル空調の吹出し風向（図-1(b)）は上向き吹出し
(case1)、水平吹出し(case2)、下向き吹出し(case3)とした全 3

き、吹出し口のルーバーの角度は水平（0°）とし、これを

ケースに対して検討を行った。なお、水平吹出し(case2)のと

基準として上向き吹出し(case1)、下向き吹出し(case3) の仰
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図-2 マネキン皮膚温［℃］
角はそれぞれ±30°とした。

表-2 壁面温度測定結果

1.1.3 サーマルマネキンの概要

測定点

本実験で用いたサーマルマネキンは16 部位分割の女性形

パーティション

①

（金属部）

。人体モデルの身長は 1.67m、表面積

文 9）

状で、裸体とする

は 1.47m2 である。ASHRAE による読書時の代謝量文 10）

パーティション

②

（前面・横面）

（55W/m2）を式（1）をもとに顕熱放散量に換算し（40.4W/

パーティション

③

m2）
、熱流束を与える。

Qm = 1.93Qt - 25 .0

········ (1)

測定項目はマネキンの顕熱放散量 Qt,i[W/m2]、16 部位皮膚
温 Tsk,i [℃]、実験室の空気温度、周壁面温度、家具表面温度
とする。
1.2 対流熱伝達率の評価

（裏面）
パーティション

④

（デスク下）
デスク

⑤

（表面）
デスク

⑥

（裏面）
デスク

⑦

（金属部）

実験により得られたマネキンの皮膚温及び環境実験室内
の壁面温度を境界条件として放射解析を行った。

ノート型

⑧

式(2)より、人体部位別対流熱伝達量Qc,i[W/m2]は、放射解
より差し引くことによって算出される。さらに式(3)より、対

6

。ここで、Ta は 28℃とし

文 11）

差で除すことにより求められる
た。
Qc,i= Qt,i – Qr,i

[W/m2]

······ （2）

αc,i = Qc,i / ( Tsk,i – Ta)

[W/(m2･℃)]

······ （3）

1.3 結果と考察
1.3.1 室内温度分布
マネキンの背部側における上下温度分布は、case2（水平
吹出し）の場合、床上 0.1m で 28.3℃、0.6m で 28.4℃、1.1m
で 28.4℃、1.7m で 28.5℃であった。

対流熱伝達率（W/㎡）
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測定点

温度(℃）

壁面

28.9

⑨

28.6

⑩

28.8

⑪

28.4

⑫

床面

28.6

28.6

⑬

天井面

29.7

29.7

⑭

26.9

⑮

（マネキン背面）
壁面
（マネキン横面）
壁面
（マネキン前面）

パーソナル
空調側面
照明側面

28.5
28.3
28.3

26.8
44.1

34.0

パソコン

析より算出された人体部位別放射熱伝達量 Qr,i[W/m2]を Qt,i
流熱伝達率 αc,i[W/m2･℃]は Qc,i を Tsk,i と代表温度 Ta[℃]の

温度(℃）

case1 （上向き吹出し）
case2 （水平吹出し）
case3 （下向き吹出し）

5
4
3
2
1
0
頭部 胸部

背

臀部 上腕 前腕

手

大腿

下腿

足

図-3 部位別対流熱伝達率
の壁面温度である。発熱体のノート型パソコン・照明は高温

表-2 に環境実験室内の壁面温度測定結果を示す。なお、表

であり、パーソナル空調の側面は低温であった。パーティシ

-2 はサーマルマネキンの表面温度が定常状態になったとき

ョン、壁面、床面は 28.3～28.9℃と室温に近い。デスクは表

3

面と裏面では 1℃以上差がみられ、熱が滞留しやすいデスク
下に曝されるデスク裏面で高温となった。天井面は、照明や
その他滞留した熱の影響で高温となった。
1.3.2 サーマルマネキンの皮膚温
図-2 にサーマルマネキンの部位別皮膚温を示す。なお、図
-2 はサーマルマネキンの定常時の表面温度である。全体的な
傾向として、パーソナル空調の気流に曝される上半身の皮膚温
が下半身の皮膚温より低い傾向があり、1～1.5℃程度差が見ら
れる。
case1 と case2 では、
下半身の温度はほぼ同じであるが、

写真-2 実験風景

上半身は全体的に case2 が低い傾向にある。頭部においては明
確な温度差は生じなかった。case3 は手、前腕の皮膚温が最も

温冷感申告
（10分毎）

温冷感申告
（5分毎）

低かった。頭部は他ケースと比較すると 1.2℃高い。また、下
半身は他ケースと比較すると若干低い傾向にある。これは、パ
ーソナル空調の気流が人体に沿って机の下側に流れる傾向が

温冷感申告
（10分毎）

全身快適感申告（10分毎）
パーソナル空調なし
パーソナル空調なし

－ 30 － 20

パーソナル空調あり

0

20

70

あるためである。

時間（分）

1.3.3 サーマルマネキンの部位別対流熱伝達率

図-4 実験順序

図-3 にマネキン実験で得られたデータを基に、放射解析に
より算出した部位別対流熱伝達率を示す。
頭部は各ケースに大差は見られないが、case1、2 で頭部付

1.のマネキン実験と同じ条件（表-1）でパーソナル空調の
吹出し風向を上向き吹出し(case1)、水平吹出し(case2)、下向

近の風速が高く、温度が低いために対流熱伝達率が若干高い

き吹出し(case3)とした全 3 ケースに対して検討を行った。

傾向にある。case2 では人体及びパソコンの発熱の影響のた

2.1.3 被験者概要

めに、パーソナル空調の気流は水平よりやや上向きとなり、

被験者は、標準的な体格で健康な大学生男性 5 名、女性 5

頭部の風速が高くなったものと思われる。胸部は各ケースと

名の計 10 名を対象とした。夏のオフィスを想定した着衣と

もに他部位より対流熱伝達率が高い傾向にあった。特に

し、男性は 0.61clo（半袖シャツ・長ズボン・ネクタイ・靴

case2 では水平方向に吹き出すことから胸部の風速が高い傾

下・下着）
、女性は 0.55clo（半袖シャツ・スカート・ストッ

向にあるため、対流熱伝達率が高い。背中・臀部ではパーソ

キング・下着）に統一した。着衣量は事前に行ったサーマル

ナル空調の気流の影響が低いために温度がやや高いので若

マネキン実験により推定を行った。また、実験中の着衣の変

干 case1 の対流熱伝達率が低く、各ケースに大差は見られな

更は許可しなかった。

い。上腕は、各ケースともに大差はないが、前腕・手に関し

2.1.4 実験順序（図-4）

ては case3 の対流熱伝達率が高い。手・上腕はパーソナル空

図-4 に実験順序を示す。被験者は環境実験室に入室し、着

調からの距離が近く、かつパーソナル空調の気流に直接暴露

替え・熱電対装着をした。その後、30 分程度パーソナル空調

されるために皮膚温が下がりやすい傾向にある。大腿・下

なしの環境で読書をさせ、実験室の環境及び熱電対に十分慣

腿・足の下半身はパーソナル空調の気流の影響が低いために

れさせた。測定開始と同時にパーソナル空調を ON にし、被

温度がやや高いので全体的に対流熱伝達率が低く、各ケース

験者には引き続き読書をさせ 70 分間気流に曝露させた。

ともに大差は見られない注 2）。

被験者は、皮膚温の測定及び全身・部位別の温冷感申告を
行った。皮膚温は QREC の 10 点法(頭、胸、背、上腕、前

２. 被験者実験による人体の温冷感特性の検討

腕、手、大腿(2 点)、下腿、足)

文 12）

に準じて測定を行った。

前章では、サーマルマネキン実験により人体各部位の熱損

上腕・前腕・手・大腿・下腿・足に関しては人体の左側に熱

失の評価をし、パーソナル空調の気流による人体各部位への

電対を装着した。式（4）に QREC の平均皮膚温 tsm の推定

影響の程度を確認した。ここでは、前章同様の内容の被験者

式を、表-3 に各部位の重み係数 ci を示す。tsi は各部位の皮

実験を行い、皮膚温及び温冷感の変化を検討した。

膚温である。

2.1 被験者実験の概要
2.1.1 実験室概要 （図-1）

10

t sm = å ci t si

··········· （4）

i =1

実験は、2002 年 11 月 30 日～12 月 15 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）
。
2.1.2 実験条件 （表-1）

4

頭

2

胸

上腕

皮膚温偏差 (℃）

温冷感

1
0

皮膚温偏差 ( ℃）

case 2（水平吹出し）

温冷感

1
0
-1
2

皮膚温偏差 (℃）

case 3 （下向き吹出し）

温冷感

-0.5
-1 .0
-1.5
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図-5 全身温冷感と部位別温冷感の経時変化（男性）
2.2 実験結果・考察

表-3 QREC の平均皮膚温推定式に用いる重み係数

2.2.1 皮膚温及び温冷感（図-5）

i

部位

ci

i

部位

ci

1

頭

0.10

6

手

0.06

図-5(a)に全身温冷感・部位別温冷感、(b)に部位別皮膚温

2

胸

0.125

7

大腿（上）

0.125

偏差を示す。パーソナル空調を ON とした時刻を 0 分として

3

背中

0.125

8

大腿（下）

0.125

いる。ここでは男性被験者 5 名の平均値を例として示す注 3）、

4

上腕

0.07

9

下腿

0.15

4）。また、皮膚温偏差はパーソナル空調なしの環境における

5

前腕

0.07

10

足

0.05

後半 20 分間（‐20～0 分）の皮膚温の平均に対する偏差で
表示している。

温冷感申告は ASHRAE の 7 段階スケールに準じて行った

文

13）。また、人体各部位の局所温冷感申告は皮膚温測定点に対

パーソナル空調を ON とした後（0 分）
、人体周辺の温度
は実験終了 （70 分）まで低下傾向 にある。全身温冷感 は

応する部位について行った。実験開始から 20 分間は温冷感

case1(上向き吹出し)、case2(水平吹出し)ではパーソナル空調

申告を 5 分毎、その後実験終了（70 分）までは 10 分毎にさ

を ON とした後、約 5 分で全身温冷感が 0 になった。それに

せた。

対して、case3(下向き吹出し)の場合は、パーソナル空調を

5

ON とした後はなだらかに変化し、約 20 分で全身温冷感
が０となった。

変化している。約 10 分まで急激に変化するが、その後は
なだらかに変化する。頭の温冷感も同様パーソナル空調を
ON とした後、約 10 分まで急激に変化する。頭部の次に
上腕の皮膚温が大きく変化しているが、温冷感はさほど大

相関係数

次に人体の各部位での皮膚温・温冷感を考察する。case1
ではパーソナル空調を ON とした後、頭の皮膚温が大きく

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0

頭

胸

背 上 腕 前腕

手

大 腿 下腿

足

c ase 1 （上向き吹出し）
c ase 2 （水平吹出し）
c ase 3 （下向き吹出し）

きな変化をしていない。case2 では、手や頭部の皮膚温が
信頼限界±0.32

急激に低下しているが、各部位の温冷感では急激に温冷感
が低下した部位は見られず、全体的に徐々に低下している。

図-6 交差相関分析による全身温冷感と部位別温冷感の相関

各部位の温冷感の中では、胸部の温冷感の変化が比較的大

①実験値
②部位別温冷感からの予測値
③PMV

きく低下している。しかし、着衣の影響から皮膚温の変化
はあまりない。

2

case3 では case2 と同様パーソナル空調を ON とした後、
手の皮膚温が最も大きく変化する。手や足のように人体末
皮膚温が変化しやすい部位である。吹出し口から近いとい
うこともあり、皮膚温が大きく低下している。これに対し、

1
温冷感

梢部は体の中心部と比較すると、温熱環境の変化によって

0
-1

手の温冷感の変化は始めの 5 分程度で、皮膚温の変化に対

case1 （上向き吹出し）

してあまり変化をしていない。

-2
2

これらの結果から、パーソナル空調の気流に曝されるこ
とにより皮膚温が低下したとしても、これは必ずしも温冷

1

2.2.2 全身温冷感と部位別温冷感の相関（図-6）
部位別温冷感が全身温冷感に与える影響の検討を行う。

温冷感

感の低下につながるとは限らないと考えられる。

全身温冷感と人体各部位温冷感との間の相関関係を解析

0
-1

するために、交差相関分析を行った文 14）。交差相関分析は

case2（水平吹出し）
-2
2

時系列データに対する統計的分析手法の一つで、2 つの時
系列データの間の相関を調べる際に有効な手法である。な
お今回の分析では、ある時点 t の温冷感 TSVt（Thermal

1

温冷感の差分プロットに対する交差相関分析を行った（図
-6）
。なお、信頼限界値は－0.32～＋0.32 であり、相関係
数がこの範囲外にあれば、有意な相関があるとみなせる。
case1 では頭、上腕、前腕、手に高い相関がみられる。
つまり、これらの部位の温冷感の変化に伴い全身温冷感も

温冷感

Sensation Vote）から次の時点 t+⊿t の温冷感 TSVt+⊿t の

0
-1
case3（下向き吹出し）
-2

0

10

20

変化していることになる。

30 40
時間[min]

50

60

70

case2 では胸部に比較的高い相関が見られる。それ以外
の部位では全体的に全身温冷感に対して高い相関のある
人体部位はみられない。サーマルマネキン実験からも明ら

図-7 全身温冷感の比較
case3 では頭、手に高い相関がみられ、胸部、上腕に比較

かなように case1 や case3 と比較すると、case2 では上半身

的高い相関がみられる。しかし、手は皮膚温の急激な低下に

が全体的に冷却される。各部位の中で顕著に温冷感が低下し

対して手の温冷感はさほど低下しておらず、その結果として

た部位は見られなかったが、人体各部位の小さな温冷感の低

全身温冷感もさほど低下しない。全身温冷感と手の温冷感の

下が全身温冷感の大きな低下につながったものと考えられ

間の相関は高いが、皮膚温の大きな低下に対して温冷感はあ

る。

まり下がっていない注 5）。

6

３．全身温冷感の実験値と計算値の比較（図-7）
図-7 に全身温冷感の実験値・計算値を示す。①実験値

表-4 重回帰分析結果（全部位）
部位

係数 c’ i

P値

標準誤差

は、2.の被験者実験により得られた被験者の全身温冷感で

頭

0.761

0.196

0.001

ある。②部位別温冷感からの予測値は、式（5）により算

胸

－0.089

0.310

0.776

出した。なお、xi は 2.の被験者実験により得られた部位別

背

0.300

0.309

0.342

上腕

－0.535

0.422

0.219

前腕

1.648

0.561

0.008

－1.034

0.375

0.012

大腿

0.440

0.497

0.386

下腿

－0.765

0.484

0.130

0.582

0.353

0.115

－0.138

0.227

0.550

の温冷感、c’i は表-3 の係数 ci を用いている。
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y = å c'i xi

········· （5）

i =1

③PMV はサーマルマネキン実験で測定した温熱環境の測
定値及び被験者実験時の男性の着衣量、代謝量を用いて算
出した値である。PMV は ISO7730 に基づき算出を行った
が、環境の不均一性を考慮して、プログラム内に１．マネ
キン実験より得られた人体各部位の対流熱伝達率を条件

手

足
切片

表-5 回帰統計（全部位）

として加えた注 6）。
①実験値と②部位別温冷感からの予測値は比較的近い
値となった。③PMV は 3 つの中で最も高い結果となった。

0.923

重決定 R2

0.852

補正

③PMV は定常を仮定して算出したため、①実験値・②部

R2

標準誤差

位別温冷感からの予測値と単純な比較は困難であるが、①

0.785
0.209
30

観測数

実験値・②部位別温冷感からの予測値がほぼ定常である

表-6 重回帰分析結果（変数選択後）

30～70 分と比較したとしても大きな差が見られた。
①実験値と②部位別温冷感からの予測値は比較的近い

重相関 R

部位

係数 c’ i

標準誤差

P値

値となったが、3 ケースのうち case1 の誤差が大きい。

頭

0.987

0.156

0.000

case1 では、0 分時の温冷感では同じであったが、5 分後

前腕

0.024

0.149

0.873

から誤差が生じており、70 分時では①実験値が‐0.3 であ

切片

－0.202

0.077

0.014

るのに対し、
②部位別温冷感からの予測値は 0.4 であった。

表-7 回帰統計（変数選択後）

この原因としては、頭部が全身温冷感に対して高く寄与し

重相関 R

0.825

ていることが考えられる。このことから、case1 で頭部を

重決定 R2

0.680

中心に冷却することにより、①実験値では全身温冷感が大

補正 R2

0.656

きく低下し、それに対し、②部位別温冷感からの予測値で

標準誤差

0.264

は頭部の重みが小さいため（表-3 より）、頭部の温冷感が

観測数

大きく低下したとしても、②部位別温冷感からの予測値に
は大きく影響していない。

30

冷感が低下するためであると考えられるが、各ケースバラつ
きがあるため、更なる検討が必要である。

case2 では、case1 と比較して①実験値と②部位別温冷感
からの予測値の誤差は小さい。この原因としては、胸部が全
身温冷感に比較的高く寄与しているのに対し（2.2.2）、②部

４．重回帰分析による全身温冷感の予測（表-4～7）
3.で示したように、表-3 の重みを適用して全身温冷感を予

位別温冷感からの予測値における、胸部の重みも比較的高い

測をすることは適切であるとはいえない。そのため、本章で

（表-3）ためであると考えられる。

は、式（5）の係数 c’ i を重回帰分析により統計的な検討を行

case3 では、頭部の温冷感が全身温冷感に高く寄与してい
るのにも関わらず（2.2.2）、case1 ほど①実験値と②部位別

う。統計的解析のためにはサンプル数が不足することは否め
ず、検討結果が予備的検討に留まることは無論である。

温冷感からの予測値の誤差はない。この原因は、case3 では

分析に用いたデータは、2.の被験者実験における 5 名の男

特に手が気流に曝露されるため、頭部の温冷感はあまり変化

性被験者の全身温冷感と人体各部温冷感の平均値とする。各

がなく、全身温冷感に効いてこないためであると考えられる。

ケース 0～70 分の間、10 パターンの全身温冷感と人体各部

また、各ケースともに下半身に関しては、相関係数の低い

位温冷感の組合せがあり、合計で 30 のデータ数から重回帰

ものや、負の相関がみられるものもある。負の相関がみられ

分析を行った。結果を表-4、5 に示す。式（5）に示す線形

る原因としては、デスク下は熱が滞留することにより、下半

式の重みが表-4 係数 c’ i にあたる。表-4 係数 c’ i を用いた線

身の温冷感が徐々に上昇する傾向にあるのに対し、全身の温

7

形式では、
重相関係数は 0.923 と高い相関が得られる。
また、
表-4 の係数 c’ i に示されるように頭部の重みが最も大きくな
る。

な差異があった。
4） 被験者実験で被験者により申告された全身温冷感は、被
験者の部位別の温冷感を重み付け平均（人体各部位の表

しかし、当該係数には負の係数がいくつかみられ、実現象
を正しく説明していない。例えば、胸部の係数が負に算出さ

面積に依存）して算出した全身温冷感と近い値であった。
5） パーソナル空調を上向きにしたケースにおいて、被験者

れているが、胸部以外の部位の温冷感が一定であった場合、

実験で被験者により申告された全身温冷感と部位別温

胸部の温冷感が高くなるにつれて全身温冷感が低下すると

冷感を重み付け平均（人体各部位の表面積に依存）して

いう非現実的な回帰となっている。これは、多重共線性と呼

算出した全身温冷感は、被験者によって申告された全身

ばれ、xi（各部位別温冷感）同士が独立でなく強い相関が見

温冷感と差異があった。この原因として、頭部の温冷感

られる場合などに生じる結果と考えられる。すなわち、全て

は全身温冷感と高い相関があるが、人体の表面積に依存

の部位別温冷感を組み込むことは不合理となる可能性が強

した重み付けでは頭の重みが小さいために差異が生じ

く、全身温冷感は相関の高いより少数の部位別温冷感により

たものと考えられる。

説明されることを示唆している。
全身温冷感をよく説明している変数のみを選択し、再度重
回帰分析を行った結果を表-6、7 に示す。ここで、削除され

6） 重回帰分析により各部位温冷感による全身温冷感の予
測式の検討を行い、頭部の温冷感が全身温冷感の大部分
を説明することが確認された。

た変数は、有意水準を 1％と設定すると、表-4 の P 値が高い
部位、つまり胸、背中、上腕、手、大腿、下腿、足となる。

以上のことから、全身温冷感の温冷感は人体の各部位の温冷

残った変数は頭部と前腕で、これらの間の相関係数は 0.53

感の総合として形成されているため、人体各部位の熱に対す

と低く、変数間で独立している。新たに作成した予測式にお

る特性を十分に検討する必要がある。しかし、本研究の最終

いては頭部の係数が非常に高くなり、頭部の温冷感が全身温

的な目的である、人体各部位の温冷感と全身温冷感の寄与率

冷感の大部分を説明する結果となっている。図-6 の結果では、

に対する定量的な評価が十分でないため、今後さらなる検討

頭部のみでなく、胸部の温冷感も全身温冷感と高い相関がみ

を行う。

られているが、表-6 で削除されているのは頭部と胸部の相関
が 0.78 と高く、頭部のみで概ね全身温冷感を説明できるこ
とが原因である。
本検討は統計解析に必要なサンプル数すなわち被験者数
が不十分のため、今回得られた結果の妥当性に関しては今後
サンプル数を増やすなどしてさらなる検討を行う必要があ
る。
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５. 結論

意を表する。

本研究では、パーソナル空調による人体への局所的な冷却
が全身温冷感に及ぼす影響について検討を行うことを目的

注 釈

として、サーマルマネキン実験及び被験者実験を行った結果

1） アンビエント空調の吹出し口設置場所は 3 箇所であるが、気流

以下の知見を得た。

解析を行った結果、サーマルマネキン・被験者が着席する方（ア

1） パーソナル空調を上向き吹出しとした時、被験者の頭部

ンビエント空調吹出し口が 2 箇所ある方）で、気流分布・温度

の皮膚温・温冷感は大きく低下し、それに伴い全身温冷
感も大きく低下した。

分布に目立った偏りはみられない。
2） 胸部の対流伝達率が著しく高い傾向を示した。本実験で用いた

2） パーソナル空調を下向き吹出しとした時、手の皮膚温は

マネキンの胴体は胸部、背部に関しては分割がなされており、

大きく低下するものの、手の温冷感はあまり低下しなか

パーソナル空調の気流が直接当たる部位と当たらない部位で明

った。

確な皮膚温の差が生じる。しかし、例えば頭部では後頭部と顔

3） パーソナル空調により形成されたきわめて不均一な環

面のように風の当たる側面と当たらない側面で温度差が生じる

境下で、被験者実験で被験者により申告された全身温冷

にもかかわらず、平均化されてしまう。そのため、胸部の対流

感は PMV（サーマルマネキン実験で測定した温熱環境

熱伝達率は精度よく求められるが、頭部などはサーマルマネキ

の測定値、マネキンの人体各部位の対流熱伝達率、被験

ンの分割が十分でないために精度が悪い。これが原因で、胸部・

者実験時の男性の着衣量・代謝量を用いて算出）と大き

背部以外ではパーソナル空調の気流が当たる面と当たらない面

8

が平均化されることにより、明確な対流熱伝達率の差が生じな
かった。そのため CFD 解析等により人体熱収支に関する検討も
あわせて行う必要がある。
3） 今回の実験では、健康で標準的な体格の男性と女性を被験者と
して選定したが、被験者数が十分であるとはいえないために、
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Study on the Personal Air-conditioning System Considering Human Thermal Adaptation
Part 3 –Thermal sensitivity of each part of human body with Personal AC

by Mine SUDO*1, Shuzo MURAKAMI*2, Shinsuke K ATO*3, Doosam SONG*4, Toshiaki OMORI*5
Key Words: Personal Air-conditioning System, Thermal-sensitivity, Convective Heat Transfer Coefficients

Synopsis: Personal air-conditioning system alleviates

the human thermal-discomfort efficiently by cooling
a human body partially. For evaluating the efficiency
of a personal air-conditioning in terms of thermal
comfort, it is required to define the thermal
sensitivity of a human body in detail. This paper
examines the local thermal-sensitivity of a human
body in the case of using the personal
air-conditioning system. In particular we describe

the results of the subject experiment which was
conducted with changing the wind-direction of the
diffuser. As a result it was found that we had
thermal-sensitivity in each part of the human body
and it makes thermal sensation of whole body. And
thermal sensation vote contributes to one of the
whole body.
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