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.放射床暖房がおこな,4て いる空間では、放射源の伝熱面積が著 しく大きくマ
な ,平 座位や臥位姿勢では人体側
の伝導伝熱面積も顕著に大きくなる。 したがって、熱伝導や
熱放射の影響は無視 し難く、人体の温冷感や熱的快
適感に与える彰響は通常の気温のみを制御対象とする空間に比較
して強 くなる。すなわち、床暖房環境では、熱
放Jと 熱伝導を定量的に把握することが温熱環境の制御には不可欠である
。居住空間の温熟環境評価には立位や
椅座位といった姿勢が対象とされている。しかし、日本における居住空
間では、より実態に則した床座位などの
姿勢にて温熱環境評価をすることが不可欠である。
―欧米での住宰内の生活はオフィス空
間と同様に椅座位姿勢が中心であり、従来の研究成果の利用が可
能と考え
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P0051に は不満足率などを基準とした快適範囲が提案されている。 しか し、放射の不均一性に着目した
もので、
姿伝導の影響を組込んだ人体の熱収支を提えたものではない。また、床暖房のアメニティ評価に関する
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委員会報告書 (空 気調和・ 衛生工学会床暖房のアメニティ
評価に関する研究 o委 員会 ,1994)に は、既往の研
究成果を統合し快適範囲が提案されている。しかし、熟伝導の影
響を組込んだ人体の熱収支を提えたものではな
―
。
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,そ こ:で 、本研究では、放射床暖房設備に関連 して、人体の快適域から温熱環境の制御範囲を
‐
提案し、その省エ
ネルギー性を明確にすることを目的とした。
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2,研 究計画

実験は人工気候室内に放射パネルを設置 したプース式の曝露空
間を用いておこなった。実験に用いる曝露空間
の周囲壁面には天丼・ 壁表面温を気温と同一 とするために
薄手のカーテンで覆った。床暖房パネルの仕上げ材に
はリノリウムを用いた。
設定温熱環境条件には安静人体がふるえや無効発汗を生じ
ない範囲の条件設定とした。温熱環境条件は気温が
13,0、 16.0、 19.0、 21.0、 24.0℃ の
5段 階の床表面温 と気温が等 しい均一温熱環境条件と
、床表面温が 18.0、
就
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被験者の若衣条件はコ ッ トン loo96の 素材の
長袖スエ ットシャッ と長ズボン、パ ンティ、プラジ ー
ャ 、ソック
スのみ とした。パ ンティとプラジャー については 一
統 が困難であるので被験者が用意 した
￨の を使用 した。作業

状態は安静とした。被験者の実験中の姿勢は投げ足位とした。姿勢の
定義 と維持は蔵澄ら 120031に 従った。
被験者は健康な成人女性 2名 程度とした。Rohrer hdexか らみた
被験者の体型は標準型であった。国民栄養調
査の被験者の年齢に対応した全国平均値との比較では、身長・
体重 ともほぼ標準偏差内の数値を示し、特異な体
格の被験者ではなかった。被験者には事前に実験内容を十分に説明し
、実験に参加することの同意を得た。
温熟環境条件として気温 と湿度、風速く鉛直方向の気温分布、室
内構成各面の表面温度、人体と床画 との接触
部に該当するリノリウムの底面温度を測定した。

心理的反応をみるために、温冷な (寒 ぃぃ
暑r)と 快適愁 (不 快‐
快適)を 直線評定尺度により測定間隔 10分
にて心理反応を測定した。各尺度とも方向のみが与えられ、そ
れぞれの端点を 0と looと ぃぅ任意数値を与え
て申告値を読み取った。
3.結 果および考察

気温 と床温はいずれの実験 とも温熱環 境条件を満 たしてぃた。また、
風速はいずれの実験 とも 0.1∬s未 満で
あつた。一方、天丼表画温は設定温熱環境条件よりも顕著に高い
結果 となった。 これは、狭小な曝露室内で昇温

した空気が天丼付近に滞留したことが影響したと考えられる し
。 かし、曝露時間中ほぼ一定値を示していること
より瞑露室は一定の温熱環境制御がされたといえる。そして、人体の
介在する鉛直分布ではいずれの実験 ともほ
ぼ温熱環境条件を満たしていた。以後の考察では平均放射温度の
算出に天丼表面温度も検討の対象とする。相対
湿度は設定温熱環境条件よりも頭著に低くなった条件があった。しかし、曝露
時間中ほぼ一定値を示しているこ
とよ り、曝露室は一定の温熱環境制御がされた といえる したがって
、温熱環境はほぽ設定条件を満たしていた
。
と考えられる。

人体の快適 囲を探索するには、温冷感申告にと快適感申告値との関係を明ら するこ
とが不可欠である。
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そこで、温冷感申告値と快適感申告値との関係を散布図で示す (図 は省略 本研究の
条件設定の範囲では暑くて
)。

不快な領域の申告が少ない結果 となった。したがって、回帰線に外挿の範囲が存在することとなった
。回帰線に
着目すると、最も快適感申告値が高くなる温冷感申告値は暑 くも寒 くもない熱的中立を
示す 50よ り若千低めに
あることが示されている。本研究の姿勢が投げ起位であ歩、床面 との接触による熱伝導の局所加
熱か影響 し、全
身の温冷感申告値が栖ぃ傾向を好んだものと推察きれる。快通感申告値が 50以 上を申告する
温冷感申告値を床
と気温の組み合わせを回帰線より求めると、全実験データからは温冷感申告値が 37〜 62を
̀温
得た。
こ
りと
床暖房の至適温熱環境範囲を提案するために、女性被験者 2名 を用いた被験者実験をおとなった。冬季の人エ
気候室内に設けた床暖房パネルを設置 したプース式実験室内で、床表面温 と気温とを組み合わせた暖房
条件の違
いが人体に及ぼす影響を把握 し、人体が床面から受ける接触熱伝導による加熱の効果によ
り、室内空気温度をよ
￨り 低い側に設定でき、省エネルギーに寄与できる可能性を示した。
! 本研究で得られた快適温冷感申告値の範囲を至適温熟環境m由 として
、体懸温度指標 と温冷感申告値 との関係
か ら至適な床暖房の範囲を求めることが可能となる。設備の快適制御範囲が明確 となれば、冷温氷発生装置の開
―
:発 、床仕上げ材の開発な ど、省エネルギー性を兼ね備えた健康と
ご詭慮した開発につなが り、ひいてはライフスタ
イルからの省エネルギー対策・ ヒー トアイランドの対策へ と重要な成果の発信が可能と考えられる。
今後は、被験者数を増やすことで、デー タの蓄積を図り普遍的なデー タの提示をする。そして、従来、
熱伝導
の 環境要素を温熱評価に適応する環境指標はなかったが、現在開発中の伝導修正有効温度により
、快適な温熟環
境範囲を明確にする。
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本研究は冬季の温熱環境を対象としたものである。人体には季節馴化する傾向があるために、環境条件を逸脱
した季節に実験を遂行することは意味をなさない。したがって、冬季に実験をおこなう必要があるかtホ
研究助
成の研究期間が実験途中で期限となる設定となっている。冬季の実験に配慮した助成期間の設定が必要であると
上
考える。

