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資料２－１ 評価指標に関する既往研究の調査結果 

 

１．熱中症 

 熱中症と生理指標、生理指標と熱環境指標との関連性についての既往研究調査において収集し

た文献の一覧表、個々の文献概要を付した。 

 

表１ 生理指標との関係性に関する文献調査の方法 

検索サイト 
CiNii（NII論文情報ナビゲータ） 

JDreamⅡ（科学技術医学文献データベース） 

検索用語 

「熱中症 and新分類」 

「ヒト and暑熱 and影響」 

「体温上昇 and 暑熱環境」 

「深部体温上昇」 

「温熱環境 and 生理 and影響」 

「暑熱環境 and 生理」 

「温熱環境 and 人体 and影響」 

「発汗 and暑熱／温熱」 

＊以上の検索用語より検出された論文ならびに、それら論文の引用文献、 

共著者などを追って文献を収集した。 

 

表２ 文献一覧 
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一
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論文名 執筆者 書誌 発行年

1 熱中症 中村俊介、有賀徹 救急医学Vol.33,No.10 2009年

2 熱中症をめぐる旧常識と新常識―医療事故防止のために― 安岡正蔵 日本医事新報 2006年

3 その他の外因性疾患：熱中症（heat illness） 前川剛志 日本医師会雑誌Vol.135 2006年

4 救急領域で必要な診断基準と重症度判定　III. 外因性疾患：体温異常 八木啓一、中島龍馬 救急医学Vol.30,No.1 2006年

5 安静時の体温上昇に伴う脳血流低下に及ぼす換気亢進の影響
林恵嗣、藤井直人、古賀俊策、近藤徳彦、
西保岳

体力科学55 2006年

6 深部体温上昇に伴う換気亢進反応―安静時と運動時の比較―
藤井直人、林恵嗣、近藤徳彦、征矢英昭、
西保岳

体力科学55 2006年

7
小児救急看護に必要な基礎知識と処置技術
　II　症候・症状別対応：熱中症

我那覇仁 小児看護Vol.26,No.9 2003年

8 熱中症 小野寺誠、藤野靖久、井上義博 治療Vol.83,No.5 2001年

9 熱中症（暑熱障害）Ⅰ～Ⅲ度分類の提案；熱中症新分類の臨床的意義
安岡正蔵、赤居正美、有賀徹、斎藤勇、
渡会公治、川原貴

救急医学Vol.23 1999年

10
救急疾患の診断基準と重要度判定　高体温症
―熱中症、悪性高熱症、悪性症候群を中心に―

松尾吉郎、鵜飼卓 救急医学Vol.22,No.1 1998年

11 熱中症における中枢神経障害
嶋津基彦、有賀徹、福井正宏、秋田泰、
広重壽一、鈴木泰志、加藤博則、三宅康史、
杉田学

日本災害医学会会誌
Vol.45,No.8

1997年

論文名 執筆者 書誌 発行年

12 夏期における日射のある屋外温熱環境が運動時の人体に及ぼす影響 都築和代、磯田憲生 人間と生活環境16(1) 2009年

13
暑熱順応の成立と生活環境温湿度に関する研究
――短期適応による温熱環境に対する生理心理反応の季節変化

近藤薫子、久保隆太郎、石原修
日本建築学会九州支部研究
報告47

2008年

14

熱中症の予防等暑熱環境評価のための体温予測モデル
（第１報）無効発汗・着衣の濡れを考慮した予測モデルの検証
（第２報）屋外環境への適用
（第３報）心拍数と人体生理状態値の関係
（第４報）着衣の日射受熱特性を考慮した人体日射吸収と日射作用温度
（第５報）有色グローブ温度計による“日射作用温度”の測定と人体平均皮温の予測
（第６報）無効発汗を考慮した体温予測モデルによる心拍数の予測と暑熱環境評価
（第7報）平均皮膚温と酸素摂取水準（％VO2max）を用いた心拍数、体内温度の予測
（第8報）暑熱環境における体内温度とＷＢＧＴの関係
（第9報）非定常状態における平均皮膚温、体内温の予測

雨宮智史、桑原浩平、窪田英樹、濱田靖弘、
中村真人、中谷則天、（第４報より）長野克則

空気調和・衛生工学会
学術講演会講演論文集

2006
-2007年

15 暑熱環境における温熱的安全対策支援のための平均皮温・体内温予測モデル
桑原浩平、窪田英樹、中谷則天、濱田靖弘、
中村真人

日本建築学会大会
北海道支部研究報告集78

2005年

16
着衣条件の違いによる皮膚温変化が運動時の体温反応と温熱ストレス
に与える影響

新矢博美、芳田哲也、常岡秀行、中井誠一、
伊藤孝

体力科学54 2005年

17 屋外環境における温冷感の実験的検討と評価 桑原浩平、持田徹、長野克則、嶋倉一實 人間と生活環境9(1) 2002年

18 WBGTを指標とした温熱下運動時の生体応答と熱ストレスの評価 寄本明 体力科学41 1992年

19 運動時の温熱環境と体重減少 中井誠一、寄本明、岡本直輝、森本武利 体力科学38（６） 1989年

（１）熱中症と生理指標

（２）生理指標と熱環境指標
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１）熱中症と生理指標 

 

①『熱中症』 

＜体温上昇による臓器への影響＞ 

中枢温が 40℃を超えると酵素変性が起こり始め、41℃でミトコンドリア機能低下による酸化的

リン酸化が停止し、細胞機能障害、組織損傷から臓器障害を生じる。 

○循環動態 

 心拍数増加、心拍出量増大、末梢血管拡張→発汗増多のために血管内脱水→循環血液量の減尐

→各臓器の循環障害 

○中枢神経 

 高体温そのものによる細胞障害（とくに小脳） 

 グルタミンの上昇や高サイトカイン血症による血管内皮障害、循環不全による二次的障害（脳

虚血、脳浮腫） 

 

＜熱中症の分類＞ 

新分類（安岡らによる提唱）では、Ⅰ度（軽症型）、Ⅲ度（再重症型）の除外診断がⅡ度となる。 

Ⅰ度：熱痙攣（heat cramp）、熱失神（heat syncope）が相当する。 

   意識障害は認めても数秒間の欠神のみ、症状としては筋肉の痙攣や立ちくらみがみられる。 

Ⅱ度：熱疲労（heat exhaustion） 

   体温調節機能が破綻し始めた状態であり、脱力・全身倦怠感、頭痛、めまい、悪心、嘔吐

など多彩な症状を認める。 

   高度な脱水による頻脈、血圧低下、尿量減尐など軽度のショックや軽度の意識障害を伴う。 

Ⅲ度：熱射病（heat stroke） 

   中枢神経障害（意識障害、せん妄、痙攣発作、小脳症状）、肝・腎機能障害や血液凝固障害

（DIC）のいずれか１つを認めるもので集中治療を要する状態。 

 

図１ 熱中症の新分類 
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②『熱中症をめぐる旧常識と新常識―医療事故防止のために―』 

＜旧常識分類における混乱＞ 

○日本の各科の代表的教科書において、日射病が軽症型を意味する場合と、その反対に重症型を

意味する場合とがあったための混乱に加え、熱射病や日射病が総称としての「熱中症」に代わ

って使われたこともあり、熱中症関連の用語の使用は大きく混乱し、疾病概念は不明確のまま

であった。 

＜従来の「熱射病」概念と熱中症Ⅰ～Ⅲ度分類のⅢ度（重症）との大きな相違点＞ 

①神経症状として、意識消失・全身痙攣だけでなく、その前に出現することの多い、せん妄状

態やわけもなく喚くなどの奇異行動および失調などの小脳症状も含めた点 

②発汗停止をその条件としていない点 

③深部体温を 39℃以上（腋窩温 38℃以上）と低めに設定した点 

④標的器官として、a.脳神経系に加えて、b.肝臓・腎臓、c.血液凝固系、d.横紋筋の４つを明

記し、このうちの横紋筋を除いた（横紋筋融解はいずれの重症度でも生じうるため）、a～c

のいずれか１つでも障害されていればⅢ度とすることを定義した点 

○Ⅰ～Ⅲ度分類は重症型の診断基準を定めることにより、潜在的重症例を早期に発見・診断する

ことを第一の目的として作られている。これは誤診と医療事故防止につながる。 

           

図２ 旧常識の「熱射病」の診断基準1     図３ Ⅰ～Ⅲ度分類によるⅡ度とⅢ度2 

 

＜熱中症Ⅰ～Ⅲ度分類の利点＞ 

○旧常識分類である「熱失神、熱痙攣、熱疲労、熱射病」では、それぞれが固定した病態と考え

られがちであったが、熱中症Ⅰ～Ⅲ度分類では、連続した数字で表されることにより、熱中症

が軽症型から重症型まで連続した病態で、安易に放置あるいは誤った治療をすれば、数分ある

いは数十分の単位で移行重症化し死亡に至るという認識を持つうえで役立つ。 

○非専門医、医学生、介護・スポーツ・教育・労働関係者にもわかりやすい。 

○重症症例の早期発見に役立ち、また誤診医療事故の防止に役立つ。 

                                                   
1 従来の「熱射病」概念では、診断の要点として、発汗停止・皮膚の乾燥＋意識消失＋体温 40℃以上が揃ってい

ることが挙げられておえり、誤診、手遅れを招く恐れがある。 
2 熱中症Ⅲ度（重症）は早期診断・誤診防止のため、広く明確に定義されている。 
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＜熱中症Ⅲ度診断のプロセス＞ 

 

図４ 熱中症Ⅲ度診断のプロセス3 

 

③『その他の外因性疾患：熱中症（heat illness）』 

表３ 熱中症の分類と病変 

 

                                                   
3 図中の「完全型」は不完全型に比して予後不良である。初診時に不完全型であっても、治療の過程で完全型に

移行する症例がある。 
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④『救急領域で必要な診断基準と重症度判定 III. 外因性疾患：体温異常』 

○軽症（熱失神、日射病、熱痙攣）では、体温調節機能は有効に働く→体温上昇なし 

○中等症（熱疲労）、重症（熱射病）では、体温調節機能は破綻→体温上昇による様々な障害 

 

表４ Ⅲ度熱中症の定義 

１．脳機能障害     意識消失、朦朧状態、小脳症状、痙攣 

２．肝／腎機能障害   GOT、GPT、BUN、クレアチニンの上昇 

３．血液凝固障害    DIC 

暑熱曝露があり、頭部外傷などの他疾患が否定され、なお深部体温が高熱（38℃以上） 

を示した場合、熱中症を疑い、上記の３徴候のうちいずれかがあればⅢ度と診断する 

 

 ○深部体温 40℃以上の場合、多臓器不全（中枢神経系、肝臓、腎臓、呼吸循環器系、血液凝固系

などの障害発生）を発症する。 

 

⑤『安静時の体温上昇に伴う脳血流低下に及ぼす換気亢進の影響』 

【既報告】安静状態で体温を上昇させた場合、深部体温がある温度に達すると VE（換気量）が

急激に増加する（VE 増加の深部体温閾値がある）。 

【目的】脳血流反応にも深部体温閾値があるか。ある場合、換気反応の深部体温閾値と同じ温度

であるか。 

【検証方法】健康な男性、12 名を対象に、上半身に水循環スーツを着用、下半身を湯に浸漬し4、

安静状態で体温を上昇させた際の、食道温、換気量、呼気終末二酸化炭素分圧、中

大脳動脈平均血流速度、心拍数、動脈血圧などを測定する。 

【成果】加温→食道温、換気量、呼吸回数、１回換気量、心拍数の増加 

      →呼気終末二酸化炭素分圧、中大脳動脈平均血流速度、中大脳動脈血管コンダ

クタンスインデックス*の低下 （*中大脳動脈平均血流速度を平均血圧で除した

値）換気量（VE）は、食道温が 37.8±0.1℃に達するまではほぼ一定で、それを

超えると急激に増加する。 

【考察】体温上昇時に見られる脳血流低下には、換気亢進が強く影響することが示唆される。 

 

 

⑥『深部体温上昇に伴う換気亢進反応―安静時と運動時の比較―』 

【既報告】一定負荷運動中、深部体温（食道温）の上昇に伴い、換気量は直線的に増加する。 

【目的】安静時と運動時における、同人物の深部体温の上昇に対する換気反応の比較・検討。 

【検証方法】健康な男性、１９名を対象に、安静条件・運動条件の際の、食道温と換気パラメー

タ（換気量、１回換気量、呼吸回数、呼気終末二酸化炭素分圧）を測定する。 

                                                   
4 水循環スーツに循環させる湯の温度および下半身を浸漬する湯の温度は 40~42℃。 
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       （安静条件）上半身と頭部の水循環スーツに温水を循環、下肢を温水につける。 

       （運動条件）暑熱環境下（気温３５℃）での運動。 

【成果】（運動条件）食堂温の上昇→全被験者の換気量が直線的に増加した。 

    （安静条件）１９名中１４名で換気量増加の深部体温閾値見られた（平均 37.8℃）。 

    （両条件における食道温 37.8℃以降の食道温と換気パラメータの回帰直線の傾きの比較） 

・両条件ともに、体温の上昇に伴い、換気量が増加した。換気量と食道温の回帰直線の

傾きは、運動条件より安静条件のほうが大きくなった。 

    ・運動条件では、１回換気量は深部体温が上昇してもほとんど変化せず、呼吸回数が増

加した。 

    ・安静条件では、換気亢進は、1 回換気量、呼吸回数の両方の増加によるものであった。 

    ・一回換気量および呼吸回数と食道温の回帰直線の傾きは、それぞれ運動条件より安静

条件のほうが大きかった。 

    ・両条件ともに、換気量の増加に伴い、呼気二酸化炭素分圧の低下がみられ、食道温と

の回帰直線の傾きは、安静条件の方が大きかった。 

【考察】安静時と運動時の体温上昇に伴う換気亢進反応は異なり、換気亢進の程度は、安静時の

方が大きい。 

 

⑦『小児救急看護に必要な基礎知識と処置技術 II 症候・症状別対応：熱中症』 

○深部体温 42℃で、蛋白合成障害、酵素活性障害がおき、細胞の懐死が開始する。 

○熱痙攣の臨床症状       

表５ 熱痙攣の診断の要点 

１． 下肢（もっとも使用した筋肉）、腹部の筋痙攣 

２． 通常、運動後や休息時に発症する 

３． 運動・労作時の大量の発汗 

４． ナトリウムの補給を伴わない水分の摂取 

 

○熱疲労の臨床症状         

表６ 熱疲労の診断の要点 

１． 倦怠感・疲労・頭痛 

２． 深部体温は、通常は正常。上昇しても 40℃以下である 

３． 脱水・頻脈・起立性低血圧。意識は保持されている 

４． 疑わしい場合は、熱射病に準じて治療する 

 

○熱射病の臨床症状…三大特徴：①高度の発熱（41～43℃）、②脱水、③中枢神経障害 
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表７ 熱射病の診断の要点 

１． 高温・多湿環境への曝露 

２． 中枢神経障害（昏睡・痙攣・昏迷） 

３． 深部体温は 41℃以上 

４． 乾燥した皮膚と、高い皮膚温 

５． 低血圧・頻脈 

 

 

 

表８ 熱射病の主な合併症 

１ 循環器 低血圧、心機能障害 

２ 呼吸器 肺水腫、ARDS（成人呼吸窮迫症候群） 

３ 血 液 ヘマトクリット上昇、DIC（播種性血管内凝固症候群）、血小板減尐 

４ 肝 小葉中心性肝懐死、胆汁うっ滞、肝酵素上昇、急性肝不全 

５ 代 謝 高ナトリウム血症、高カリウム血症、低カルシウム血症、低血糖、高乳酸血症、CPK

上昇 

６ 神経・筋 脳浮腫、脳出血、横紋筋融解 

７ 腎 急性腎不全、ミオグロビン尿 

 

 

⑧『熱中症』 

○熱中症の重症度判定 

①高温の環境下での 40℃以上の発熱＋②意識障害＋③発汗停止→重症な熱射病 

①意識清明＋②発汗著明＋③体温 39℃以下→軽症の日射病 

○日射病→血液量減尐性ショック 

○熱痙攣→塩分（NaCl）喪失性の低張性脱水 

○熱疲労→深部体温 40℃以上、意識障害なし 

○熱射病→深部体温 40℃以上、意識障害あり 

    ⇒深部体温が 41.5℃を超えると細胞のミトコンドリアは障害され種々の臓器障害が出現

し、42～43℃の高温が数分以上続くと細胞障害は不可逆的となる。死亡率は、10~30％。 

・循環：高体温→末梢血管の拡張→循環血漿流量の相対的不足 

・中枢神経系：高熱→（直接的）細胞障害 

循環不全→脳灌流圧の低下 

低酸素血症→脳障害 
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・呼吸障害：（初期）放熱、代謝性アシドーシスの代償→頻呼吸、過換気→PaCO25低下 

         （意識障害の進行）舌根沈下、中枢抑制→PaCO2 上昇、肺血管床拡張、肺 

血管透過性の亢進→肺水腫、成人呼吸窮迫症候群（ARDS） 

・肝機能、腎機能：（発症後 24～72 時間内）肝血流量低下、肝細胞障害→AST、ALT な

どの肝逸脱酵素の急上昇、黄疸、末梢血管の拡張→腎血流量の低下、

脱水→腎前性腎不全、横紋筋融解によるミオグロビンなどの筋融解

物質→腎性腎不全の合併 

・血液凝固障害：高体温の持続、ショックの合併、死亡率に強く関係する 

            熱→凝固因子の破壊、肝障害→凝固因子の産生低下 

            綿溶系亢進→DIC 

 

⑨『熱中症（暑熱障害）Ⅰ～Ⅲ度分類の提案；熱中症新分類の臨床的意義』 

○従来の熱中症への対応の問題点  

・用語使用の混迷 

・「熱疲労」と「熱射病」の２つの病態は重症度と臨床的予後において大きな差異があるにもか

かわらず両者の定義と区別が明確になされていない。 

・日本語から連想される内容と病態の間に乖離がある。 

○新しい分類の提唱（新しい分類による解決策） 

 

表９ 熱中症（heat illness）の分類 

新分類 従来の分類 重症度 治療 

Ⅰ度 

 

Ⅱ度 

Ⅲ度 

熱痙攣（heat cramps） 

熱失神（heat syncope） 

熱疲労（heat exhaustion） 

熱射病（heat stroke） 

軽度 

 

中等度 

重度 

水分摂取 

（輸液） 

輸液 

厳重な管理と治療 

Ⅲ度 C 型：古典的熱射病（classical heat stroke）、Ⅲ度 E 型：努力性熱射病（exertional heat stroke） 

 

・Ⅱ度とⅢ度の区別の明確化：暑熱環境にさらされ、あるいは熱産生の亢進の条件にあったも

のが高温を有し（深部体温で３９℃以上）、他疾患が除外診断

された後熱中症が疑われる場合、標的器官（脳・肝臓・腎臓・

血液凝固系）の障害のいずれか１つでもあれば、Ⅲ度。Ⅱ度は

Ⅲ度を除外した上で診断する。 

・Ⅰ度 heat syncope（熱失神）は、Ⅱ度とⅢ度を除外した上でつける waste basket 疾患と考

えるべきである。Ⅱ度熱疲労を示唆する他の病状を伴っていないか十分な注意が必要。 

・Ⅱ度は軽症群（Ⅰ度）と熱射病（Ⅲ度）の中間に位置し、脱水と電解質の喪失があり、末梢

循環不全による虚脱に発展する。 

                                                   
5 PaCO2とは、動脈血二酸化炭素分圧のことをいう。 
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⑩『救急疾患の診断基準と重要度判定 高体温症―熱中症、悪性高熱症、悪性症候群を中心に―』 

○熱痙攣：四肢を中心とする局所筋肉の有痛性痙攣、大量の発汗、体温調節機能はあり体温上昇

しない病態）ナトリウム欠乏性の脱水 

○熱疲労：意識は清明だが、全身倦怠感、頭痛、嘔吐、めまいなどの軽い中枢神経症状を中心に

訴えることを特徴とする状態、大量の発汗、体温調節機能はあるが高温多湿下では蒸

発による熱放散が不十分のため体温が上昇する場合もある病態）大量の発汗による水

分喪失の結果、等張性もしくは高張性脱水を引き起こした状態 

○熱射病：体温調節機能の破綻により生じた高体温と見当識障害、不穏、痙攣、昏睡等の意識障

害を伴う状態、脱水による循環障害、体温 41℃以上になると細胞障害が著明となり種々

の臓器障害が出現最も重症の場合の診断基準）①高温環境の曝露、②高体温の存在

（39℃以上）、③意識障害、④発熱、意識障害をきたす他疾患の除外の 4項目を同時に

満たすこと 

 

 

 

⑪『熱中症における中枢神経障害』 

＜熱射病6と併発する、致死的全身合併症＞ 

表１０ Complication of Heat Stroke7 

Early Late 

Seizures （発作） 

Shivering （震え、振戦） 

Hypothermia （低体温症） 

Rebound hyperthermia （低体温症の逆戻り） 

Pulmonary edema （肺水腫） 

Rhabdomyolysis （横紋筋融解症） 

Hypokalemia （低カリウム血症） 

Hypernatremia （高ナトリウム血症） 

Elecrocardiographic changes 

Hypotension （低血圧症） 

Persistent neurologic deficit （神経） 

Liver failure （肝不全） 

DIC  

Hyperosmolar coma （高浸透圧性昏睡） 

ARDS 

Renal failure （腎不全） 

Hyperkalemia （高カリウム血症） 

Hypocalcemia （低カルシウム血症） 

Hyperuricemia （高尿酸血症） 

                                                   
6 40℃以上の高体温に全身血圧の低下による脳灌流圧低下や低酸素血症による脳障害が神経学的異常を修飾して

いる。 
7 （ ）内和訳は本報告書で便宜的に付した。下線は原文に有り。 
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２）生理指標と熱環境指標 

 

⑫『夏期における日射のある屋外温熱環境が運動時の人体に及ぼす影響』 

＊平均皮膚温と SET* 

＊平均皮膚温と WBGT 

○測定項目：皮膚温（腕、前腕、下腿、大腿、背中の 5 点）、心拍数（胸部 3 点誘導、1 分間隔） 

○夏期、日向と日陰が得られる通風の良い 4 階建て校舎の北側にて、屋内（安静）20 分→屋外[日

陰]（安静）30 分→屋外[日光／日陰]（運動／安静）40 分の実験を行う 

○運動条件は自転車エルゴメータ―を用いて１kp、50rpm（50Ｗ）の運動を 40 分間行う 

→安静時は、SET*と WBGT の両指標とも良い相関関係だが、運動時は、SET*よりも WBGT の

方が良い相関関係が得られていた。 

 

⑬『暑熱順応の成立と生活環境温湿度に関する研究―短期適応による温熱環境に対する生理心理

反応の季節変化』 

 ＊平均皮膚温と SET* 

○測定項目：平均皮膚温（9 点法）、快適感（－３～＋３） 

→平均皮膚温と快適感の関係の考察はなし 

○環境実験室内、60 分間椅座安静 その間の生理心理反応を測定 

○実験は 4 回（春、夏２、秋） 

 

図５ SET*と平均皮膚温 

 

→平均皮膚温は室温等に影響を受け変化することがわかる。SET*が 30℃付近で 2 回目の皮膚温

が最も低く、SET*が 18℃付近で 4 回目が最も平均皮膚温が高くなっている。 

→これは、短期暑熱順応の成立により発汗作用が亢進されるためであり、4 回目にはこの生理的

反応は失われていると考えられる。 
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⑭『熱中症の予防等暑熱環境評価のための体温予測モデル（第 7報）平均皮膚温と酸素摂取水準 

（%VO2max）を用いた心拍数、体内温度の予測』 

 ＊平均皮膚温と体内温度 

○既往研究において、ある臨界平均皮膚温までは体内温度は一定を保ち、臨界皮膚温を超えると

体内温度が平均皮膚温に一次比例して増加する体内温度の予測式を提案している。 

○筆者らによる被験者実験データと国内外既往の研究データを用いて、平均皮膚温と心拍数、体

内温度の関係について分析する。 

○既往データ        

表１１ 被験者の年齢と VO2max および実験の概要 

 

 

 

 

図６ 平均皮膚温と体内温度(30%VO2max) 

 

→体内温度の予測式より算出された体内温度の予測値（実線）と実測値（プロット）は概ね一致

した。 
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⑮『暑熱環境における温熱的安全対策支援のための平均皮温・体内温予測モデル』 

 ＊気温（室温）と平均皮膚温 

＊気温（室温）と直腸温 

○皮膚表面温度（Hardy-DuBois の 7 点法に基づいて、8 点：額、躯幹部[腹部、背中]、前腕、手

背、大腿、下腿、足背）を 10 分間隔測定。 

○温熱環境試験室にて、1 分間の測定・申告と 9 分間の自転車エルゴメータ運動（3.8met）の 10

分周期を設定室温に応じて 120 分、または 180 分間続ける。自転車の運動時間は、定常状態に

達すると考えられる時間として室温に応じて設定する。 

○実験は 10 月～12 月。 

         

図７ 室内温度と平均皮温・直腸温・鼓膜温の関係 

（左：裸体時、右：着衣時） 

 

→平均皮温は、室内温度に比例して上昇している。 

→直腸温は、直線的に微増している結果が得られた。 

 

⑯『着衣条件の違いによる皮膚温変化が運動時の体温反応と温熱ストレスに与える影響』 

＊平均皮膚温と深部体温 

○2002 年 8 月～9 月、成人男性を対象として、各種スポーツユニフォーム着用時と水を循環させ

て皮膚温を任意に変化できるスーツおよびベストを着用した場合の運動時体温調節反応を測定

した。 

○実験は、20 分間安静→20 分自転車漕ぎ運動→休憩 5 分→20 分自転車漕ぎ運動→休憩 5 分→20

分自転車漕ぎ運動→20 分回復の順に行い、運動時水分補給は行わない。 

○皮膚温（胸部、上腕部、大腿部の３部位）と食道温は 30 秒ごとに測定。 

○食道温と平均皮膚温から平均体温を算出した（0.9×食道温＋0.1×平均皮膚温）。 
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図８ 平均皮膚温と食道温の関係 

 

→平均皮膚温が 34℃以上の着衣条件では、平均皮膚温と食道温との間に有意な正の相関関係が認

められたが、34℃以下の着衣条件では、食道温に顕著な差がみられず、一定の値を示した。 

⇒深部体温上昇を示す皮膚温閾値はおよそ 34℃であり、各着衣条件による安静時の皮膚温に近似

していた。 

 

図９ 平均体温と総発汗量の関係 

 

→平均体温と総発汗量との関係については、有意な正の相関関係が認められた。 

⇒着衣による体温上昇は、発汗量の増加に関係し、皮膚温を一定温度（本実験条件では 34℃）以

下まで低下させると深部体温上昇を同程度抑制し、運動時の温熱ストレスを軽減できることが

結論された。 

 

⑰『屋外環境における温冷感の実験的検討と評価』 

 ＊作用温度と平均皮膚温 

 ＊SET*と平均皮膚温 

○北海道大学工学部屋上における被験者実験。SET*=25℃の環境に 20 分間曝露→屋外空間に 20

分間曝露。 

○気温、湿度、グローブ温、地表面温、日射量を 1 分間隔で測定。 
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○皮膚表面温は、夏季及び秋季は Hardy-Dubois の 7 点部位を、春季及び冬季は Hardy-Dubois

の 12 点部位を計測。 

○期間は春、夏、秋、冬のそれぞれ、昼 12～13 時頃、夜間は日没後（夏は 19 時以降、冬は 17

時以降）に行った。 

 

 

図１０ 作用温度（Top）と平均皮膚温（Tsk）の関係 

 

 

図１１ SET*と平均皮膚温（Tsk）の関係 

 

→作用温度と平均皮膚温の関係は、季節別の相関よりも全体の相関の方が高くなった。これは、

冬季のデータがあるためで、春、夏、秋だけで相関をとれば低くなるのは明らかである。 

→SET*との関係は、Top に比べて温度幅も狭くなる。冬の傾きよりも夏の傾きの方が小さくなっ

ており、これは、皮膚温の上昇に限界があることを意味しており、SET*が大きくなればなるほ

ど傾斜が緩くなることが予測される。 

 

⑱『WBGT を指標とした温熱下運動時の生体応答と熱ストレスの評価』 

＊平均皮膚温と WBGT 

○安静条件、運動条件の 2 条件、WBGT4 条件、合計 12 条件下で行った。 

○運動強度は、歩行や平地でのサイクリングに相当する代謝量 150W/㎡の強度および屋外での球
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技種目の練習を想定した代謝量 250W/㎡の強度の 2 種類。 

○平均皮膚温は、7 か所（全額部、胸部、腹部、上腕部、前腕部、大腿部、下腿部）を測定し、 

その平均とする。 

表１２ WBGTと平均皮膚温（Ts） 

 

→150W/㎡の運動：WBGT30.0℃ および 32.5℃で 22.0℃より有意に上昇した（p<0.05）。 

→250Ｗ/㎡の運動：WBGT30.0℃ および 32.5℃で、22.0℃での値に比べそれぞれ有意な上昇を認

めた（p<0.05 および p<0.01）。 

 

⑲『運動時の温熱環境と体重減少』 

 ＊WBGT と発汗量 

○自由飲水を実施している、大学アメリカンフットボール部の夏季強化練習を対象に、練習前後

の体重測定から体重減尐量[=(練習前体重＋飲水量)－練習後体重]を算出し発汗量とした。 

○環境温度は、練習中 1 時間間隔で湿球温度（NWB）、乾球温度（NDB）、黒球温度（GT）を測

定し、WBGT と相対湿度を求めた。 

 

図１２ 乾球温度、WBGTと発汗量の相関関係 

→WBGT と発汗量には有意な相関が認められた。 

→WBGT５℃の変化で約 360ｇ／hrの汗量変化となる。 
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２．快適性 

 

快適性指標と関連性の高い生理指標及び環境指標についての既往文献調査において収集した文献

の一覧表、文献概要を取りまとめた。 

 

表１３ 快適性指標と生理指標及び環境指標との関係性に関する文献調査の方法 

検索サイト 
CiNii（NII 論文情報ナビゲータ） 

JDreamⅡ（科学技術医学文献データベース） 

検索用語 

温熱快適性 

「温熱環境 and 生理心理反応」 

「温熱快適性」 

「快適感 and 屋外環境 

温熱以外の要素と快適性 

「緑 and 快適」 

「街路樹 and 快適」 

「都市 and 快適」 

「日射 and 快適」 

「ごみ and 快適 or 不快」 

「ごみ and 都市 and 快適 or 不快」 

「廃棄物 and 不快」 

「舗装 and 快適」 

「室外機 and 快適 or 不快」 

「視覚的快適性」 

「聴覚的快適性」 

「嗅覚的快適性」 

＊以上の検索用語より検出された論文ならびに、それら論文の引用文献、共著者などを追

って文献を収集した。 

 

表１４ 文献一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

論文名 執筆者 書誌 発行年

1
中立的な温冷感、快適感が得られる平均皮膚温と身体各部位皮膚温の差
―若年女子における夏期と冬期の比較―

野中麻由、戸渡（上野）智子、大中忠勝 人間と生活環境１６（２） 2009年

2 皇居周辺における暑熱環境の実測とアンケートによる比較研究
岡留智史、高橋信之、増田幸宏、尾島俊雄、
鍵屋浩司

日本建築学会大会学術講
演梗概集

2008年

3
暑熱順応の成立と生活環境温湿度に関する研究
――短期適応による温熱環境に対する生理心理反応の季節変化

近藤薫子、久保隆太郎、石原修
日本建築学会九州支部研究
報告47

2008年

4 暑がり寒がりの温熱的快適性に関する研究 佐々尚美
日本建築学会大会学術講演
梗概集

2007年

5 屋外環境における温冷感と快適感に関する研究 桑原浩平、堀越哲美、持田徹
日本建築学会北海道支部
研究報告集77

2004年

6
気温と湿度の組み合わせ条件が人体の生理・心理反応の季節差に及ぼす影響
に関する試行実験

石垣秀圭、松原辰樹、権田信、堀越哲美
日本建築学会計画系
論文集543

2001年

7
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佐伯裕武、佐々木亮治、桂重樹、植松康、
山田大彦
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日本建築学会九州支部研究報告
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1997年

9 夏季屋外気候環境における快適感に関する実験的研究 安部嘉孝、石井昭夫、片山忠久、塩月義隆
日本建築学会九州支部研究報告
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386号
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（１）温熱に関わる快適性
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１）温熱快適性 

（１）快適感と生理指標 

  生理指標のうち平均皮膚温について、快適感との関連を明らかにしている文献は、以降の文

献１、４、６、８、９である。 

 

①『中立的な温冷感、快適感が得られる平均皮膚温と身体各部位皮膚温の差―若年女子における

夏期と冬期の比較―』 

○不均一、非定常な状態で（上下温度差あり、時間によって変化する。）平均皮膚温が温熱的中 

性域の 33℃～34℃の範囲にある場合に、中立的な温冷感、快適感が得られる平均皮膚温と身

体各部位の皮膚温の差の範囲を調べることが目的。 

○皮膚温（Hardy-Dubois の 7 部位、10 秒間隔）、全身および下半身の温冷感、快適感について

のアンケート（5 分おき、計 13 回）。 

 

図１３ 平均皮膚温と７部位中の最低皮膚温の差（境界値）の累積度数分布 

（左図は全身快適感を初めて「やや不快～不快」と評価した時、 

右図は下半身快適感を初めて「やや不快～不快」と評した時） 

 

→図１３左図より、平均皮膚温と７部位中の最低皮膚温の差は、夏期において 2.07±0.85℃、冬

期において、2.49±0.65℃であり、夏期に比べと冬期が大きかったが、有意差は認められなかっ

た。また、全身快適感が得られる平均皮膚温と身体各部位の皮膚温の差は、夏期において 2.7℃
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以内、冬期において 3.2℃以内であった。 

→図１３右図より、平均皮膚温と７部位中の最低皮膚温の差に有意な差は認められなかった。ま

た、下半身快適感が得られる平均皮膚温と身体各部位の皮膚温の差は、夏期において 2.6℃以内、

冬期において 3.4℃以内であった。 

 

【考察】 

→平均皮膚温が熱的中性域に保たれる範囲であっても、身体の冷えが全身の温冷感や快適感に影

響を及ぼし、その閾値は３℃程度であることが示された。これは、全身の温冷感・快適感が、

全身の温度受容器からの信号の単なる積分により決定されるのではなく、各皮膚温受容器官の

差異も影響を与えることを示唆する。 

→一部の不快感が全身の快適感の決定要因になっていることが示唆された。 

→温冷感に比べ、快適感の許容値が大きかったことから、涼しさを感じても不快を感じない範囲

が存在すると考えられる。 

 

④『暑がり寒がりの温熱的快適性に関する研究』 

○皮膚温（12 点法）、主観申告（10 分間隔） 

○人工気候室内、120 分間椅座安静 

○暑がりと寒がりという個人差の影響を把握し、快適な室内温熱環境を検討することが目的 

 

図１４ 平均皮膚温と快適感の関係 

 

→快適と感じる平均皮膚温の範囲は、暑がり側が約 31.4～34.2℃、寒がり側が約 31.7～35.℃。 

→最も快適とした気温は、暑がり側 25℃、寒がり側 28℃。 

⇒寒がり側は、暑がり側より高い気温、平均皮膚温範囲を快適とした。 
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⑥『気温と湿度の組み合わせ条件が人体の生理・心理反応の季節差に及ぼす影響に関する試行実

験』 

○皮膚温（７点法における人体各部位をベースに分

割した 13 点）、快適感（直線評定尺度を用いて、

10 分毎に測定→全長を 100 として数値換算） 

○人工気候室内における気温と湿度の組み合わせ

条件下、60 分間椅座安静 

○実験は夏季と冬季 

 

→快適感の極大値は、夏季、冬季とも平均皮膚温

33.6℃を得た。 

 

 

図１５ 平均皮膚温と快適感の関係 

 

⑧『屋外環境における温熱感覚に関する被験者実験』 

○皮膚表面温度（3 点）、快適感（－３～＋３、各曝露空

間にて 10 分間隔） 

○九州芸術工科大学キャンパス内で、安静室（REST）20

分→TREESHADE（草地樹木陰）20 分→REST30 分→

SUNSHINE（日向舗装面）20 分の順に移動、各曝露空

間では椅座安静状態。 

○期間は、8 月、9 月の計 8 日間 

 

→平均皮膚温は SUNSHINE においては上がっている。

日射の強い日ではそれに対応して快適感の申告も不快

側へ移行するが、日射の弱い日では快適側へ移行してい

る。 

図１６ 平均皮膚温と快適感 
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⑨『夏季屋外気候環境における快適感に関する実験的研究』 

○皮膚温（前腕、前額皮膚温の測定）、快適感（10 分毎） 

○安静室（20 分）のあと、3 グループに分かれ、それぞれ、樹蔭、日向舗装、日向草地に 20 分

間滞在 

○期間は、7 月、8 月の計 7 日間。 

 

図１７ 快適感と平均皮膚温 

 

→快適感と平均皮膚温は、負の相関関係である。 
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（２）快適感と環境指標 

  環境指標については、WBGT と快適感について文献２、１０、SET*と快適感の関係につい

て文献３、５、８、９、１０、気温との関係について文献７、８、また風速、湿度、天候と快

適感の関係について文献７で明らかにしている。 

 

②『皇居周辺における暑熱環境の実測とアンケートによる比較研究』 

○皇居周辺の様々な実市街地における暑熱環境の実測およびアンケート調査 

○実測期間は１４地点で、2007 年 7 月 24 日 0 時～同年 8 月 19 日 24 時、測定間隔 5 分、測定高

さ 3m にて、気温、相対湿度、風向、風速を測定。 

○アンケート調査は 7 月 26 日、27 日の各 13 時～15 時で、観測地点をめぐる A～E コース（各

コース 3 地点をめぐる）。 

○アンケート項目（11 項目）を 7 段階評価。（a:暑さ・涼しさ、b:風の涼しさ、c:排熱、d:日差し、

e:照り返し、f:湿気、g:水の影響、h:緑の量、i:解放感、j:淀み） 

 

図１８ WBGTに対する快適感回答値分布 

 

→夏季の屋外を 2時間程度の徒歩で移動するという条件の下では WBGTと快適感には強い相関性が

見られなかった。しかし一部コースにおいて、WBGTの変動と快適感の変動に相関性が見られた。 

→快適感は、「解放感」、「緑の量」の影響が大きい。 

→気温、日射、周囲の市街地の状況が類似した地点では風が強いほど快適感が高い。 

 

③『暑熱順応の成立と生活環境温湿度に関する研究――短期適応による温熱環境に関対する生理

心理反応の季節変化』 

○平均皮膚温（9 点法）、快適感（－３～＋３）  →平均皮膚温と快適感の関係の考察はなし 

○環境実験室内、60 分間椅座安静 その間の生理心理反応を測定 

○実験は 4 回（春、夏２、秋） 
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図１９ SET*と快適感 

 

→中立 SET*≒23.3℃、23.7℃、23.9℃、23.5℃ 

 

⑤『屋外環境における温冷感と快適感に関する研究』 

○皮膚温（12 部位）、快適感（5 分間隔申告、申告スケールは 4 段階） 

○屋外被験者実験（名古屋工業大学構内の三方が開放空間で測定地直側に３階建ての建物がある

場所）、30 分間立位静止状態  

○SET*と予想温冷感 ETS の屋外環境における快適域を決定することが目的 

○実験は、夏と冬 

○不快でない状態を快適であると捉え、全快適感申告のうち、C.S.V≦2.5 の申告を快適側申告率

と定義 

 

図２０ SET*と快適側申告率の関係 

 

→80％の被験者が快適であると申告する SET*の範囲は 17.8℃＜SET*＜24℃（中立温冷感域よ

りも狭い） 

⇒SET*に対する中立温冷感と快適感は必ずしも一致しない。 
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⑦『屋外での体感に基づく快適性評価に関する研究』（その１～２） 

○青森市、盛岡市、仙台市の 3 都市を対象に、1996 年 4 月～1997 年 2 月までの各偶数月計 6 ヶ

月間アンケート調査を実施。 

○アンケート回答時の各気象台データ（10 分間平均の気温、風向、風速、及び湿度、日照時間、

全天空日射量）を得て、気象要素と快適性の関係を検討する。 

○快適感項目：4 段階 

 

図２１ 快適感と気温の関係（通年） 

 

→気温が 20~25℃の範囲において「快適」と感じる割合が最も高く、「不快」が最も尐ない。気温

が 5℃を下回ると「不快」の割合が 3 割を超え、「やや不快」も含めると 7 割となる。また、気

温が 25℃を上回ると暑さに対する「不快」が現れ、8 月の集計結果にその傾向が顕著に表れて

いる。 

 

図２２ 快適感と風速の関係 
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→夏季は、快適感に対して風速が与える影響はあまり見られない。冬季では、風速が 3.0m/s 以上

になると、「快適」の項が存在せず、「不快」が著しく増加し、約半数が「不快」と回答してい

る。 

 

 

図２３ 快適感と湿度の関係（通年）      図２４ 快適感と天候の関係（通年） 

 

→1 年を通して、湿度が高くなるにつれ、「快適」が減り、「不快」が増えている。この傾向は特

に冬季において顕著に表れている。 

→晴れている状態（日向、日向／日陰、日陰）では、約 8 割が「快適」「やや快適」と回答してい

る。降雤や降雪がある状態では、8 割以上が「不快」「やや不快」と回答している。前述の 3 要

素（気温、風速、湿度）と比較して、屋外空間においては、天候が快適感に与える影響はかな

り大きい。 

 

⑧『屋外環境における温熱感覚に関する被験者実験』 

○概要は前出。 

 

図２５ SET*と快適感 
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→TREESHADE では、SET*≒25℃で快適域２～2.5。 

→SUNSHINE では、SET*≒35℃で、快適域も不快側（－1.5）となるが、日射の弱い日は SET*

が増加しているにも拘わらず快適側（＋2）の申告となっている。（被験者の特異性の可能性を

示唆） 

→気温と快適感の関係は負の相関関係にあり、TREESHADE では快適側の申告のみで、

SUNSHINE では 29.5℃を超えるとほぼ不快側の申告となっている。 

→SET*と快適感の関係は、各曝露空間ともに負の相関関係。相関係数は 0.56。 

⇒被験者数が尐ないため、一般的は結論は得られない。実験を重ねての検討が必要。 

⑨『夏季屋外気候環境における快適感に関する実験的研究』 

○概要は前出。 

 

図２６ 快適感と SET* 

 

→SET*と快適感は、負の相関関係であり、かなり良く対応している。 

 

⑩『屋外気候環境における快適感に関する実験的研究』 

○快適感の申告は、各曝露の開始・終了・中間[１（非常に不快）～７（非常に快適）の 7 段階ス

ケール] 

○安静室（非空調）→緑陰→安静室→日向、各 20 分の椅座安静状態。 

○期間は、7 月、8 月の計 8 日間。 

 

図２７ 快適感と温熱指標の関係 
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→WBGT と快適感の相関係数は、約－0.4 であるが、予備的に行った実験時（立位安静）で得ら

れ結果（相関係数－0.62）と比べると低い。WBGT は、作業強度が大きい方が適合性が良いの

ではないかと考えられる。 

→SET*と快適感の相関係数は、約－0.72 であった。 

→屋外全体（緑陰＋日向）のスケール別の平均 SET*は、スケール１（非常に不快）：33.3℃、ス

ケール２（不快）：32.1℃、スケール３（やや不快）：30.8℃、スケール４（どちらでもない）：

28.4℃、スケール５（やや快適）：27.0℃、スケール６（快適）：25.9℃、スケール７（非常に

快適）：申告なしとなっており、４と５の平均値を参考にすると、SET*=27～28℃付近に夏季

の屋外環境の快適性の限界が求められる。 

 

 

２）温熱以外の要素と快適性 

 

表１５ 文献一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要素 論文名 著者 誌名 発行年

1 植樹間隔 ゆらぎ理論とＣＧシミュレーションによる街路樹の植樹間隔の快適性評価に関する研究 鈴木慎一、小林祐司、姫野由香、佐藤誠治 日本建築学会技術報告集第14巻第27号 2008

2 樹木の緑という視覚刺激 樹木の緑という視覚刺激が屋外における温熱感に及ぼす影響 宮本征一 日本建築学会大会学術講演梗概集 2008

3
「思い出」の場所、
樹木の力

原風景としての樹木が持つ力と空間性に関する研究
―想起された樹木の様態を通して―

川原一意、荻野穂高、仙田満、国広ジョージ 日本建築学会大会学術講演梗概集 2007

4 緑視率 既存市街地における緑環境に対する快適性の研究 柴田直、佐土原聡、吉田聡 日本建築学会大会学術講演梗概集 2005

5 緑の存在、緑量 緑豊かな美しい街路空間の創出 小栗ひとみ 国総研アニュアルレポート 2005

6
みどりが創出する視覚的
な印象、みどりの量

大阪・船場のオープンスペースにおけるみどりの形態とその快適性
―都心におけるみどりの創出に関する研究―

山本学良、三輪聖、豊嶋隆紘、赤崎弘平、
嘉名光市

日本建築学会大会学術講演梗概集 2004

7
視覚（広さ、緑の多さ、
花の美しさ）

森林における快適性とその応用に関する研究（第1報）
都市公園における快適要素について

高原康光、梶川正勝、大江章夫、加藤邦夫、
井口恒男、井奈波良一、岩田弘敏

日本公衆衛生学会総会抄録集 1995

8 緑視率 快適な都市空間をめざして：快適な街路環境づくり 増田昇 都市問題研究Vol.45No.6 1993

9
ブロックに対する樹木の
割合

生垣とブロック塀をみたときの脳波特性の比較 中村隆治、藤井英二郎 造園雑誌55(5) 1992

10 緑量 街路に沿う歩行空間の喧騒感に及ぼす緑の効果 鈴木弘之、田村明弘、鹿島教昭 日本音響学会誌45巻5号 1989

11 緑被率、緑意識度 都市環境における快適性の指標としての緑の量的質的基準化に関する研究 高橋理喜男、野田敏秀 造園雑誌39(1) 1975

12 日射
太陽熱高反射塗料の日射熱防除効果（その４）
―遮熱舗装の温熱環境への影響―

露木拓哉、村田泰孝、村瀬俊和、三木勝夫、
酒井孝司、村尾陽

日本建築学会大会学術講演梗概集 2006

13 音 都心部における快適性と音環境に関する基礎的研究 長谷部正基、井上泰宏 土木学会論文集第552号 1996

14 音と視覚
視覚要因と聴覚要因の複合評価における環境要因間の関係の影響：
環境要因間の快適感・喧噪感の差及び調和感の影響

合掌顕、松原齊樹、蔵澄美仁、伊藤香苗、
長野和雄、田村明弘

日本建築学会大会学術講演梗概集 1996

15 音と熱 暑熱および交通騒音が心理反応に及ぼす複合影響の定量的表現 長野和雄、堀越哲美 日本建築学会計画系論文集第524号 1999

16
音と視覚（色）
と熱

環境温と快適感評価との関係に温度と色彩が与える影響
小東敬典、松原齊樹、須藤由佳子、青地奈央、
飛田国人、合掌顕、藏澄美仁

日本建築学会大会学術講演梗概集 2007

（１）緑・街路樹の要素

（２）緑以外の要素
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（１）緑・街路樹の要素 

 

表１６ 快適性に係る要素とその評価指標（緑・街路樹の要素） 

 

 

 要素 評価する指標 評価 

① 

 

植樹間隔 ゆらぎ理論適用に

よる評価モデル 

・5m~17m、5m~20m などの適度な密度感を持ち、適度な意

外性と規則性をもつ植樹間隔が配置条件に適している 

② 樹木の緑という視

覚刺激 

景観評価 ・視線方向に緑があることで、空間が肯定的に評価される 

③ 「思い出」の場所、

樹木の力 

アンケート調査 ・木の集合・広さ・木の条件（実がなる等）によって心地よ

い緑の空間の様態が造られる 

・「樹木の力」は「歴史性、親近感、象徴性、神秘性、遊具性、

景観性」などである 

④ 緑視率 緑視率と心理的評

価（アンケート）

の単相関 

・緑視率 26％前後が快適性に最大に貢献する 

⑤ 緑の存在、緑量 景観評価、脳波を

用いた快適性評価

（既往研究の紹

介） 

・緑の存在が殺伐としたイメージを低減し、緑量が豊かであ

ることが、静かなイメージを上げる。広幅員の歩道と高木

の組み合わせは洗練されたイメージを与える 

⑥ みどりが創出する

視覚的な印象、緑

の量 

アンケート（評価）

結果を SD 法、因

子分析法により評

2 価 

・みどりは一般的に肯定的印象を与えるが、道路と垂直方向

のみどりは閉鎖的な印象を与える、視野に占めるみどりの

量が多くてもその空間に対してそれほどよい印象を与えな

いこと等が明らかになった 

⑦ 視覚（広さ、緑の

多さ、 

花の美しさ） 

官能試験（嗅覚、

聴覚、視覚） 

・春の都市公園は、道路端に比べ総合評価は最も良好であり、

視覚の印象が快適性に極めて強い影響をもつ 

⑧ 緑視率 歩行行動、景観解

析 

・緑視率が 30％以上で景観評価が高くなる。 

・その他に、歩行者の車に対する緩衝効果をもたらす 

⑨ ブロックに対する

樹木の割合 

脳波（α波） ・ブロックに対する樹木の割合が半分以上になると、α波割

合が高くなり、ブロックがもたらす緊張感を和らげている 

⑩ 街路に沿う歩行者

空間における、街

路樹や植樹帯など

の緑量 

スライド映像情報

に基づく被験者評

価の因子分析 

・歩行空間における緑の多尐は、「静かな―騒がしい」という

聴覚イメージに影響する 

・道路周辺の緑が多い歩行者空間では喧騒感が緩和される 

・緑の多い地区の方が、騒音が侵入すると地区の喧騒感のよ

り大きな増加が誘発される 

・喧騒感は、視覚情報と聴覚情報による喧騒感の平均化作用

によって形成され、その作用には注意配分が関係する 

⑪ 緑被率、緑意識度 緑の分布 (空中写

真 )と質問調査に

よる緑意識度との

関係解析 

・緑意識の充足感と不足感の緑被率の分岐点は 15％ライン付

近にある。ただし、緑被率 5～10％でも不足感を示す比率

が 50％を超えている 
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①『ゆらぎ理論とＣＧシミュレーションによる街路樹の植樹間隔の快適性評価に関する研究』 

◎快適性に係る要素：植樹間隔 

◎評価指標：ゆらぎ理論適用による評価モデル 

 

○（目的）ゆらぎ理論による植樹間隔と快適性の関係について評価を行い、植樹パターンの有効

性を確認する。 

○街路樹の植樹間隔を操作指標とした３次元ＣＧを作成する。 

○評価実験①にて歩行者が樹木列であると認識できる植樹間隔を明らかにし、評価実験②にて歩

行者が「植樹間隔の変化が生じた」と認識できる最小の変化量を明らかにする。 

○対象地は、大分市府内五番街。この敷地において樹木の植樹パターンを作成し、評価実験の VR

システムの構築を行う。 

○ゆらぎは、白色ゆらぎ、1/fゆらぎ、1/f2ゆらぎがあり、白色ゆらぎは変化が全くランダムで、

以外性が高く、1/f2 ゆらぎは変化が単調で、その変化は規則性が高い。1/f ゆらぎはその中間

の性質をもち、その変化は適度な意外性と規則性をもつ。ここでは、白色ゆらぎと 1/f ゆらぎ

を用いる。 

→評価実験①から、最小植樹間隔は５ｍ、最大植樹間隔は２６ｍとした。評価実験②より、変化

量３ｍを境に最も多くの人が間隔変化を認識できることがわかった。 

○評価モデルは、5m-8m、5m-11m……5m-26m まで、７パターン×２ゆらぎの計１４モデルを設定

する。 

○実験は、大学生３０名を対象に、１モデルの投影時間を歩行速度 2m/s とし、75 秒間でアニメ

ーションをランダムに提示し、心理量を測定した。１台のディスプレイに被験者最大３名とし

た。 

○心理量の測定には SD 法を用い、14 評価項目（形容詞対）と総合評価（心地よい―不快）１項

目とした。 

 
図２８ 単純集計の傾向（左図：モデル１～７、右図：モデル８～１４） 

（p：1/f ゆらぎ、w：白色ゆらぎを示す） 
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→モデルの評価は３つに分類することができ、その特徴から、「明るい―暗い」「自由な―束縛さ

れた」「変化のある―単調な」「広い―狭い」「解放感のある―圧迫感のある」などの評価項目は、

物理的な変化（植樹間隔の疎密変化）の影響を特に受けやすいことがわかった。 

⇒5m~17m、5m~20m などの適度な密度感を持ち、かつ適度な意外性と規則性をもつ（＝1/f ゆ

らぎ）植樹間隔が配置条件に適している。 

 

 

②『樹木の緑という視覚刺激が屋外における温熱感に及ぼす影響』 

◎快適性に係る要素：樹木の緑という視覚刺激 

◎評価指標：景観評価 

 

○（目的）樹木の緑の量が異なる 4 地点を選定し、夏季から冬季にかけて景観の評価および温熱

環境 4 要素の測定と温熱感申告を行い、樹木の緑という視覚刺激が屋外における温熱感に及ぼ

す影響を把握する。 

○測定点は、被験者の視線方向における樹木の緑の有無と上部における緑の有無を組み合わせた

4 地点。測定点 A：上部×・視線○、測定点 B：上部×・視線×、測定点 C：上部○・視線×、

測定点 D：上部○・視線○ 

○測定期間は 8 月～12 月の各月４～8 日間、被験者は延 142 名の健康な成年男性。 

○温熱的快適感は、直接評価尺度を用いて、「快―不快」を 5 分毎に申告。 

○景観評価は 16 対の形容詞対を用いて申告。 

 （緊迫した―のどかな、穏やかな―激しい、陽気な―陰気な、不快―快、美しい―醜い、にぎ

やかな―静かな、乏しい―豊かな、暑い―寒い、派手な―地味な、閉ざされた―開かれた、

単純な―複雑な、涼しい―暖かい、不安な―安心な、暗い―明るい、生き生きとした―生気

のない、素朴な―洗礼された） 

 

図２９ 各測定点の景観の評価値 
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→視覚方向に樹木の緑がある測定点 A と D、緑がない測定点 B と C は、類似した景観の評価で

あった。特に、「陽気な―陰気な」「豊かな―乏しい」「生き生きとした―生気のない」「暗い―

明るい」の評価項目は、視線方向の樹木の緑の有無による差が大きく、緑を有すると空間を肯

定的に評価していると考えられる。 

 

図３０ 温熱的快適感の申告値と PMVの値との関係 

 

→測定した温熱環境 4 要素と推定着衣量、立位姿勢での休息時の値である代謝量 1.2met の値を

用いて算出した PMV と温熱的快適感申告との関係は、測定点 D のほうが他の測定点よりも快

側の申告であった。 

⇒同じ PMV の値である温熱環境下において、樹木の緑という視覚刺激を有すると、不快な温冷

感覚や冷暖感を緩和し、温熱的快適感を増す効果があることが示唆された。 

 

③『原風景としての樹木が持つ力と空間性に関する研究―想起された樹木の様態を通して―』 

◎快適性に係る要素：「思い出」の場所、樹木の力 

◎評価指標：アンケート調査 

 

○（目的）人が持つ原風景を読み取り、記憶された樹木の様態や空間性を通し、そこから人間と

樹木との関係性を解き明かす。 

○アンケート調査の回答形式を記述式とし、KJ法を用いて分析を行う。 

→人間が心地よいと感じる緑の空間は、子供の頃に生成され、その過程には、あそびが深く関わ

りを持ち、あそびを通して様々なことを学び、緑の空間を心地よいと感じる心の基盤を築いて

いく。 

⇒「樹木の力」は「歴史性、親近感、象徴性、神秘性、遊具性、景観性」などである。 

⇒木の集合・広さ・木の条件（実がなる等）によって心地よい緑の空間の様態が造られる。 
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④『既存市街地における緑環境に対する快適性の研究』 

◎快適性に係る要素：緑視率 

◎評価指標：緑視率と心理的評価（アンケート）の単相関 

 

○（目的）都市における快適性の実態を調査することにより、都市更新を行っていく中で、心に

持続可能性を保持しうる環境量・質の一面を探る。 

○地域居住者の視点から、地域環境を構成している要素と心理的評価との相関を分析する。 

○対象地域は、中野区新井町。 

○アンケート調査の結果について、各指標の単相関分析と指標全体での重回帰分析を行う。 

 

図３１ 緑視率と相関係数の関係 

 

→アンケートの結果、多くの地域居住者が豊かな緑環境を求めていることが分かった一方で、居

住者の高齢化に伴い、管理問題が深刻化していることが明らかとなった。 

⇒緑視率 26％前後が快適性に最大に貢献する。 

 

表１７ 各指標の回帰係数 

指標名 回帰係数 

緑視率 0.3462 

道路率 -0.1898 

空視率 0.1147 

H/D 0.0612 

天空率 0.2281 

Fractal -0.1790 

建ぺい率 -0.3279 

容積率 -0.0231 

 



 

78 

 

⇒快適性に貢献する物理的指標は、緑視率が最も緑環境における快適性に貢献しており、建ぺい

率の非貢献度が高いことがわかった。しかし、物理的指標は、複雑な関係に在り、心理的評価

が高い各指標のバランスをマニュアル化し、適宜用いていくことは難しい。 

 

⑤『緑豊かな美しい街路空間の創出』 

◎快適性に係る要素：緑の存在、緑量 

◎評価指標：景観評価、脳波を用いた快適性評価（既往研究の紹介） 

○（目的）街路の緑の役割や問題点を整理した上で、快適性の観点からの研究の取組みについて

紹介する。 

○街路の緑の役割 

 

図３２ 街路の緑の役割・機能 

 

○街路樹との競合施設 

 

図３３ 街路樹との競合施設 
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○緑の価値の評価 

→景観に関する評価（緑による視環境の向上効果など） 

・写真や CG などの画像を使った心理評価実験により、その意味構造の分析を行っている研究が

多く調査手法では SD 法、解析手法では因子分析が最も良く用いられている。 

・（緑化研究室の研究）緑量の異なるモンタージュ写真を用いた心理評価実験の結果から、緑の存

在が“殺ばつとした”イメージを低減し、緑量の豊かさが“静かな”イメージを高め、また広

幅員の歩道と高木の組み合わせが“洗練された”イメージを生みだすことが確認されている。 

・評価グリッド法（臨床心理学の分野で開発された面接手法を改良したインタビュー調査手法）

を用いての道路緑地の景観評価構造の解析結果より、歩道側から見た基本的な景観評価項目 31

項目が抽出された。また、道路緑地の創出において、樹種、樹形、配植が重要な要素であるこ

とが明らかになっている。 

 

表１８ 道路緑地の基本的な景観評価項目 

 

→温熱環境に関する研究（緑陰や蒸発散機能を暑熱緩和効果に結びつけたもの）： 

・日射透過量、気温・湿度、風向・風速等の実測調査結果から樹木または緑地の環境特性を探ろ

うとする研究上記の物理量と一般的な温熱感指標（SET*、WBGT 指数、PMV など）を用いた

快適性の評価 

→主観によらない客観的定量的な感性の計測手法として、脳波、心拍、血流、眼球運動、ストレ

スホルモンなどの整理計測があり、脳波についてその快適性評価指標の検討が進められている。 
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⑥『大阪・船場のオープンスペースにおけるみどりの形態とその快適性―都心におけるみどりの

創出に関する研究―』 

◎快適性に係る要素：みどりが創出する視覚的な印象、緑の量 

◎評価指標：アンケート（評価）結果を SD 法、因子分析法により評価 

 

○（目的）大阪都心の緑に対して温熱環境的、視覚的な調査を行い、都心のオープンスペースに

おける緑の多面的な効果を把握する。 

○緑が創出する視覚的な印象について、SD 法、因子分析法を用いて視覚的に評価する。学生 19

名を対象に、船場地区で撮影した３０枚の写真をスライドに撮影してみせ、それらについてそ

れぞれ２８項目の形容詞、７段階の評価を行う。 

⇒一般的に肯定的印象を与えるが、道路と垂直方向のみどりは閉鎖的な印象を与える、視野に占

めるみどりの量が多くてもその空間に対してそれほどよい印象を与えない、こと等が明らかに

なった。 

 

⑦『森林における快適性とその応用に関する研究（第 1報）都市公園における快適要素について』 

◎快適性に係る要素：視覚（広さ、緑の多さ、花の美しさ） 

◎評価指標：官能試験（嗅覚、聴覚、視覚） 

 

○（目的）都市公園における環境条件を理化学試験（空気成分、騒音レベル、気象条件等）と官

能試験（嗅覚、聴覚、視覚）の両面から検討する。 

○Ｋ市の中央に位置する 6.50ha の都市公園を対象とし、道路端、公園内 50m 地点、道路反対側

50m地点の３箇所を調査地点とする。 

○試験項目の空気成分は GC法、官能試験項目の嗅覚は臭気質と快不快度を判定するニオイプロフ

ィール法、聴覚は音源種別と３段階快・不快度の判定、視覚は価値観を主体としたセマンティ

ックデファレンシャル（SD）法とする。 

   

図３４ 嗅覚に関する調査         図３５ 聴覚に関する調査 
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→道路端は自動車由来のトルエン濃度が最も高く、対照地点と公園地点のトルエン濃度に差異は

無かったが、公園側では草木臭及び花香臭に起因するテルペン類濃度が高く、快・不快度判定

結果はやや快であった。 

→騒音レベルの減衰は対照地点の方が大きく公園内の樹木帯による遮音効果は無いことが分かっ

た。快・不快度の評価値は、どの地点でも低かった。 

 

      

図３６ 視覚に関する調査      図３７ 嗅覚、聴覚、視覚による総合評価 

 

→公園では、広さ、緑の多さ、花の美しさが見立ち、他の地点と明らかな差異が認められた。 

⇒春の都市公園は、道路端に比べ総合評価は最も良好であり、視覚の印象が快適性に極めて強い

影響をもつ。 

 

⑧『快適な都市空間をめざして：快適な街路環境づくり』 

◎快適性に係る要素：緑視率 

◎評価指標：歩行行動、景観解析 

○（目的）都市街路におけるアメニティ豊かな歩行空間整備に関わる計画・デザイン上の課題と

方向性を探求する。多様な要素が相互に関連しあって形成されるアメニティの視点から、歩行

者亣通を対象とした行動解析と街路景観を対象とした景観解析の両側面からのアプローチを行

う。 

○行動解析（街路樹の歩行行動への影響）： 

a：歩行者が他の歩行者の影響を受けずに通行位置を自由に選択できる通行量の歩道で、歩行通

行部の幅員が４ｍ前後を有し、街路樹の植栽形式の異なる９街路を対象（①植栽なし、②低木

単一植栽、③高木単一植栽、④高・低木併用植栽、⑤高・中木併用植栽）として、歩行行動を

ビデオカメラを用いて捉え、解析を行う（歩道通行部を車道側から 30cm の通行帯に分け、歩

行者がどの通行帯を通行したかといった歩行者通行位置をデータ化し用いる）。 

 ｂ：歩道に落ちた高木街路樹による緑陰などの夏期における日影が歩行行動にどのように影響

を与えているか明らかにするために、a と同様の手法を用いて、歩道通行部の幅員 3m 前後で、

高木単一植栽もしくは高木・低木併用植栽を有し、街路方位の異なる４街路（①東西街路の北
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側歩道と②南側歩道、③南北街路の東側歩道と④西側歩道）を対象に解析を行う。 

○景観解析（街路樹、歩道通行部および接道部空間の各要素が街路景観に及ぼす影響）：多様な植

栽形態を有する 23 街路対象に、歩道空間全体のビデオ画像と接道部空間部分をカットしたビデ

オ画像を刺激媒体として、27 名の被験者に対する心理実験を行った。 

→（行動解析） 

a： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○街路樹は、歩行空間での歩行者の車に対する回避行動を緩衝し、結果として幅員有効利用率を

高めるといった緩衝効果を発揮していると考えられる。 

○アメニティ形成上、基本的事項である安全性の確保や心理面での安心感の向上を図る上で、街

路樹の持つ意義は非常に重要であるといえる。 

○この緩衝効果は、単一植栽形式に比較して、併用植栽形式の方が強いことがあきらかとなった。 

図３８ 植栽形式別の歩行者通行位置分布 
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ｂ：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３９ 街路方位別の歩行者通行位置および日影率分布 

 

○歩行者は、断面もしくは平面日影率が高い日影部分を選んで通行していることが明らかとなっ

た。 

⇒高木の街路樹は、東西街路の歩行空間において車道側に貴重な緑陰を供給し、結果として幅員

有効利用率を高めるといった重要な緑陰効果を発揮するものと考えられ、高木街路樹の導入や

天空を覆う樹冠形成が望まれる。 
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→（景観解析） 

表１９ 調査対象街路の物的環境特性 

 

○緑視率が 30%以上となれば、評価は高くなり（Aタイプ）、20～30％では評価は中庸（Bタイプ）、

20％以下では評価は低く（Cタイプ）なる。 

○接道部空間における壁面状況は、良好な場合は景観評価が高く（Aタイプ）、中庸な場合には景

観評価は中庸もしくは悪くなる（B～Cタイプ）。 

○歩道通行部の路面状況では、概ね良好な場合は景観評価が高く（Aタイプ）なる。 

⇒街路樹の景観評価には、街路樹の緑量、歩道通行部の路面状況、接道部空間の壁面状況や緑化

状況が相互に影響することが確認され、歩行空間の景観性の向上を図る上で、歩行空間を構成

する以上の３要素を一体的に整備することが重要であるといえる。 

⇒中でも、歩行空間全体の緑視率を概ね 30％以上確保することが重要である。 
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⑨『生垣とブロック塀をみたときの脳波特性の比較』 

◎快適性に係る要素：ブロックに対する樹木の割合 

◎評価指標：脳波（α波） 

 

○（目的）都市緑地として重要な要素である生垣の視覚心理的効果を明らかにする。 

○比較対象をブロック塀とし、それらをみたときの脳波特性を実験的に検討する。 

○被験者は学生３２名で、樹木とブロックの比が０：７、２：５、４：３、５：２、７：０8の順

に対象物を３０秒見（その間に閉眼３０秒を設ける）、その際の脳波の測定と被験者の様子の観

察を行う。 

 

図４０ 各対象物に対するα波総量 

 

→樹木に対するブロックの割合が半分以上の場合には、α波割合が低くなり、ブロックに対する

樹木の割合が半分以上の場合には、α波割合が高くなる。 

⇒一般に、安静時にはα波が増え、緊張時にはβ波が増えると言われていることから、ブロック

が緊張感もたらし、樹木はそれらを和らげる効果があることを示唆している。 

 

                                                   
8 樹木とブロックの比０：７を７BLOCK、２：５を５BLOCK、４：３を３BLOCK、５：２を２BLOCK、７：０を０BLOCK

とする。 
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⑩『街路に沿う歩行空間の喧騒感に及ぼす緑の効果』 

◎快適性に係る要素：街路に沿う歩行者空間における、街路樹や植樹帯などの緑量 

◎評価指標：スライド映像情報に基づく被験者評価の因子分析 

 

○（目的）市街地一般道路の歩道を対象として、方向者の視点から、緑による喧騒感誘発効果の

存在条件と心理的メカニズムを検討する。 

○実験１では、視覚情報と聴覚情報の呈示方法及び被験者の行う評定方法を変えた４つの条件下

で実験し、緑による喧騒感緩和効果の存在条件を検討し、実験２では、視覚情報と同時に聴覚

情報を提示するか否かで２条件を設定し、これら両条件での反応差をもとに、喧騒感緩和のメ

カニズムを検討する。 

→歩行空間における緑の多尐は、「美しい―醜い」という視覚イメージや、「柔らかい―かたい」

いう触覚的イメージだけでなく、「静かな―騒がしい」という聴覚的イメージ（＝喧騒感）に影

響する 

 

 

図４１ 緑の多少別の条件Ａ，Ｂ,Ｃ9における各地区での 

「静かな―騒がしい」尺度の評定平均値 

 

 

                                                   
9 条件Ａは音を呈示しておらず、条件Ｂでは視覚情報と聴覚情報が同時に呈示される。条件Ｃは、視覚情報から

分離されて聴覚情報が後から呈示される条件である。 

⇒市街地道路周辺の歩行者空間では、歩行者に対し、緑の存在は道路亣通騒音を主因とする喧騒
感を緩和する（喧騒感緩和効果） 

 （呈示音のレベル） 
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図４２ 緑の多少別の「静かな―騒がしい」尺度についての条件Ａ，Ｂの評点平均値の差 

 

⇒緑の多い地区の方が、騒音が侵入すると地区の喧騒感のより大きな増加が誘発される（騒音感

誘発効果）。 

⇒街路に沿う歩行者空間の喧騒感は、視覚情報による喧騒感と聴覚情報による喧騒感の平均化作

用によって形成され、その作用には注意配分が関係する。 

 

⑪『都市環境における快適性の指標としての緑の量的質的基準化に関する研究』 

◎快適性に係る要素：緑被率、緑意識度 

◎評価指標：緑の分布(空中写真)と質問調査による緑意識度との関係解析 

 

○（目的）都市の日常的生活圏域にその範囲を限定し、その生活空間の構成要素としての樹林・

樹木と受動的グリーン・コンタクト10との関係を明らかにし、これらの緑の環境指標としての評

価を試みる。 

○ある日常生活圏域の中に分布する一定基準以上の緑の量と被覆面積（緑被率）を算出し、そこ

に住んでいる人の日常生活体験を通して形成されてきた緑意識度をアンケート調査によって測

定する。 

○緑意識度は、質問調査における「緑に全くめぐまれていない」～「大変めぐまれている」まで

の質問調査の結果を、Ⅰ～Ⅴまでの５段階に分けて分析を行う（ここでは、Ⅴは、Ⅳの「めぐ

まれている」に含めている）。 

                                                   
10 「グリーン・コンタクト」とは筆者が称している、樹林・樹木をふくむ生きた緑との感覚的接触を通して、人

間の精神的肉体的健康の維持増進に寄与する効果を指す。 

（呈示音のレベル） 
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図４３ 緑意識度と緑被率の累積曲線パターン11 

 

→150ｍ圏（Ｒ１）と 250ｍ圏（Ｒ２）においては、対角線に近接した傾向を辿る曲線は、「5～10％」

「10～15％」の２つの階級であって、緑に対する充足意識が急激に高まることを示す、下向き

カーブに転ずる緑被率は、「15～20％」に入ってからである。 

⇒緑意識の充足感と不足感を振分ける緑被率の分岐点は 15％ライン付近にある。ただし、緑被率

5～10％でも不足感を示す比率が 50％を超えている。 

⇒緑被率に関する累積曲線のパターンが、250m 圏（Ｒ２）と 350m 圏（Ｒ３）を境にして、かなり

の違いがみられることから、緑意識の支配圏が 250m付近にあるのではないかと推測される。 

 

 

                                                   
11 R1～Ｒ4は、調査対象の居住地点を含むメッシュの中心点から半径 150m、250m、350m、550mの範囲を表す。 
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（２）緑以外の要素 

 

表２０ 快適性に係る要素とその評価指標（緑以外の要素） 

 要素 評価する指標 評価 

⑫ 太陽熱高反射塗

料による反射日

射量 

快適感（アンケー

ト） 

・日射量・放射量などの物理量は、反射日射量の影響が大きく、

悪化するが、快適性が悪化傾向に向かうことはない 

⑬ 道路亣通騒音 快適感（アンケー

ト） 

・音環境は都心部での快適性に強く影響している。都心部の音

環境を悪化させている最大の要因は亣通量の多さに起因し

ている道路亣通騒音による 

⑭ 視覚要因と聴覚

要因 

被験者による視覚

刺激（20 種の景観

スライド）と聴覚

刺激（18 種の効果

音）についての評

定 

・「快適」または「静か」な視覚要因及び聴覚要因は、「不快」

または「騒がしい」要因に比べ、より他方の要因の影響を受

ける 

・一方の要因が「快適」または「静か」と評価されて初めて他

の要因との「調和」が問題となる 

＜単独提示時のイメージ＞ 

聴覚要因：鳥の声やせせらぎなどの自然の音がより「快適」で

「静か」で、亣通音や工事の音などはより「不快」で「騒が

しい」 

視覚要因：「オフィス街」や「市街地」は、「山中」や「郊外」

のスライドに比べ、「不快」で「騒がしい」 

⑮ 熱と亣通騒音 複数熱条件と複数

音条件の組み合わ

せとする環境要因

に対する被験者に

よる総合評価 

・熱条件は聴覚的快適性、不快性に影響する場合があり、音条

件は熱的快適性・不快性に影響する 

・各要素において、他に比べ極端に不快側の情報が与えられた

場合、総合快適性・不快性はその不快側の情報に依存する。

そのため、総合評価を向上させるためには、不快の原因とな

っている特定の環境要因を改善していく方が、特定の環境要

因による快適性を維持していくことよりも重要である 

・総合快適性・不快性に対し、熱条件と音条件の影響が明らか

に見られた 

⑯ 環境音と温度、

色彩 

各温度・色彩条件

の下の、環境音提

示の際の被験者の

快適感評価 

・環境音呈示により快適感評価は有意に変化する 

・環境音呈示による各快適感の変化は、温度よりも色彩が影響

を与える場合が多い。そのため、寒色、暖色と音の組み合わ

せにより、環境音呈示による快適感の向上や低下をコントロ

ールすることが可能となる 
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⑫『太陽熱高反射塗料の日射熱防除効果（その４）―遮熱舗装の温熱環境への影響―』 

◎快適性に係る要素：太陽熱高反射塗料による反射日射量 

◎評価指標：快適感（アンケート） 

 

○（目的）遮熱効果のある太陽熱高反射塗料の自体の熱的快適性への効果を検証する。 

○遮熱効果のある太陽熱高反射塗料を通常の舗装表面に施したもの（遮熱区）と通常の舗装（一

般区）について、2005 年 6 月～10 月にかけて、熱環境測定を同時に行う。 

○アンケート調査は、20 代の計 15 名を対象に、2005 年 8 月 4 日の 9 時～15 時にかけて実施し

た。 

 

 

図４４ 快適感と各物理量12の関係 

（各点はそれぞれの被験者で、縦軸に回答、横軸にその時の物理量を表したもの） 

 

→表面温度は、物理量、心理量ともに遮熱区の値が改善されており、日射量・放射量では、遮熱

区で物理量が悪化医しているにも拘らず、心理量は改善されている。 

⇒遮熱効果のある太陽熱高反射塗料により屋外の人体に対する熱的快適性が悪化傾向に向かうこ

とはないと考えられる。 

 

⑬『都心部における快適性と音環境に関する基礎的研究』 

◎快適性に係る要素：道路亣通騒音 

◎評価指標：快適感（アンケート） 

 

○（目的）都心部における環境の快適性に関系する環境要因として、特に道路亣通に関わる要因

に注目しながら、都心部における環境を良好にするための計画論的知見を得るための準備的な

調査、検討を行う。 

○都心部を通行している歩行者にアンケート調査を行い、その歩行者の居住地周辺の環境と都心

部の環境とを比較させ、都心部の環境がどのように捉えられているのか明らかにする。 

 

                                                   
12 日射量は全天日射量と反射日射量の和、放射量は上向放射量と反射日射量の和で表される。 
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表２１ 都心部（上）、地下街（中）、居住地域（下）での音の指摘率 

 

 

 

 

⇒音環境は都心部での快適性に強く影響している。都心部の音環境を悪化させている最大の要因

は亣通量の多さに起因している道路亣通騒音による。 

 

⑭『視覚要因と聴覚要因の複合評価における環境要因間の関係の影響：環境要因間の快適感・喧

噪感の 

差及び調和感の影響』 

◎快適性に係る要素：視覚要因と聴覚要因 

◎評価指標：被験者による視覚刺激と聴覚刺激についての評定 

 

○（目的）視覚要因（20種の景観スライド）と聴覚要因（18種の効果音）の複合環境評価実験を

行い、視覚要因と聴覚要因の「快適感」の違いが複合評価に与える影響について、また、視覚

要因と聴覚要因の「調和感13」の複合影響との関係について検討する。 

○男女学生３４名を対象に、実験１では、視覚・聴覚要因の単独提示実験を行い、快適感、喧騒

                                                   
13 「視覚要因から期待される聴覚要因のイメージ」と「聴覚要因から期待される視覚要因のイメージ」が複合さ

れたものを指す。 
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感、調和感の「刺激の組み合わせ」を決定し、実験２ではこれらの視覚・聴覚の刺激対を提示

し、複合評価を行った。 

→単独提示時のイメージは、聴覚要因については、鳥の声やせせらぎなどの自然の音がより「快

適」で「静か」で、亣通音や工事の音などはより「不快」で「騒がしい」、視覚要因は、「オフ

ィス街」や「市街地」は、「山中」や「郊外」のスライドに比べ、「不快」で「騒がしい」であ

った。 

⇒「快適」または「静か」な視覚要因及び聴覚要因は、「不快」または「騒がしい」要因に比べ、

より他方の要因の影響を受ける。 

⇒「調和感」は、一方の要因が「快適」または「静か」な場合にのみ「複合評価」に影響してい

る。これより、一方の要因が「快適」または「静か」と評価されて初めて他の要因との「調和」

が問題となるという仮説が考えられる。 

 

 

 

⑮『暑熱および交通騒音が心理反応に及ぼす複合影響の定量的表現』 

◎快適性に係る要素：熱と亣通騒音 

◎評価指標：複数熱条件と複数音条件の組み合わせとする環境要因に対する被験者による総

合評価 

 

○（目的）総合評価に対する熱と音の環境要因の影響を定量的に把握し、その影響を総合的に表

す快適線図の作成・提案を行う。 

○心理反応の測定には、感覚量 10 項目（暑い、寒い、暖かい、涼しい、うるさい、騒がしい、静

かな、明るい、暗い、におう）、各環境要因別の評価 8 項目（視覚的快適・不快、聴覚的快適・

不快、熱的快適・不快、嗅覚的快適・不快）、全体的な評価 2 項目（総合的快適・不快）の計

20 項目の直線単極尺度を用いる。 

 

図４５ 熱・音快適性評価を基にした等快適線図（左）と等不快線図（右） 



 

93 

 

→熱的快適性と聴覚的快適性のレベルが同程度の場合は総合快適性は両方の快適性の影響を受け

るが、一方の快適性評価が高く他方の評価が低い場合、総合快適性は低い方の評価と同等の評

価となる。一方の不快性評価が高く他方の評価が低い場合は、総合不快性は高い方の評価と同

等の評価となる。 

⇒熱条件は聴覚的快適性・不快性に影響する場合があり、音条件は熱的快適性・不快性に影響す

る 

⇒各要素において、他に比べ極端に不快側の情報が与えられた場合、総合快適性・不快性はその

不快側の情報に依存する。そのため、総合評価を向上させるためには、不快の原因となってい

る特定の環境要因を改善していく方が、特定の環境要因による快適性を維持していくことより

も重要である 

⇒総合快適性・不快性に対し、熱条件と音条件の影響が明らかに見られた 

 

⑯『環境音と快適感評価との関係に温度と色彩が与える影響』 

◎快適性に係る要素：環境音と温度、色彩 

◎評価指標：各温度・色彩条件の下の、環境音提示の際の被験者の快適感評価 

 

○（目的）環境音の呈示による快適感評価の変化に周囲の温度・色条件がどのように影響するか

を検討する。 

○19～23 歳の女性 16 名を対象に色彩 2 条件（寒色あるいは暖色に囲まれた空間）、温度 4 条件

（27℃、29℃、31℃、34℃）、音 6 条件の組み合わせ 48 条件を提示し、その時の快適感評価の

変化について検討を行う。 

○快適感評価は、総合的快適感、温熱的快適感、視覚的快適感、聴覚的快適感の評価とする。 

○環境音呈示時における評価と環境音呈示無し時（BG）における評価との差を環境音呈示による

各快適感の変化とする。 

⇒環境音呈示により快適感評価は有意に変化する。 

⇒環境音呈示による各快適感の変化は、温度よりも色彩が影響を与える場合が多い。そのため、

寒色、暖色と音の組み合わせにより、環境音呈示による快適感の向上や低下をコントロールす

ることが可能となる。 
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