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1.3 適応策の評価指標の検討 

人の熱ストレスを低減する適応策の評価指標の検討として、体感温度の低減を表す物理的指標

および、熱環境が人の感覚や行動に与える影響について整理を行った。 
 

1.3.1 物理的な評価指標の検討 

１）体感指標および測定方法の検討 

人の熱さの感じ方には、気温だけではなく、放射や湿度、風速が関係している。放射には、日

射である短波長放射と物体の温度差により発生する長波長放射（赤外放射）がある。湿度は発汗

による放熱等に影響し、風速は皮膚表面における対流による放熱等に影響する。このように、体

感温度について評価するには、これらの要素を総合的に評価する必要がある。 

 
図 1.15 体感に関わる環境要素のイメージ 資料）環境省「ヒートアイランド対策マニュアル」 

 

また、熱環境は国によってその特性が異なることから、国内での使用実績があることが重要で

ある。以上より、適応策の評価指標として求められるのは下記の事項である。これらの事項を踏

まえ、体感指標の検討を行った。 
（適応策の評価指標として必要な事項） 
・体感に係る温熱４要素（気温、湿度、風速、放射）の影響が考慮できること。特に放射につ

いては、日射のある屋外環境において使用可能であること。 
・国内において実測事例が見られること。 

検討は表 1.8 に示すスキームで行った。また、検討に当たっては、下記有識者にヒアリングを

行い、適応策の評価に適した指標について助言を得た。ヒアリング結果については、参考資料１

－７「適応策の温熱指標に関するヒアリング結果」に示した。 

表 1.8 体感温度の検討スキーム 

 調査概要 抽出された指標 参考資料 

①温熱指標の整理 
温熱指標について、文献を基に概要を整理すると共
に、温熱４要素の考慮、屋外日射下での利用可能性
の視点から指標を抽出した。 

WBGT、SET*、
ETU 、 PET 、
ETFe、UTCI 

１－８ 

②観測事例の収集 国内での測定事例について文献収集を行い、事例が
多く見られる指標について抽出した。 WBGT、SET* １－９ 

③留意事項の整理 ②までで抽出された指標を対象として、文献・ヒア
リングを基に、留意事項の整理を行った。  １－10 
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■ヒアリング対象有識者一覧 

  ・浅輪貴史氏 （東京工業大学大学院 総合理工学研究科 准教授） 
  ・桒原浩平氏 （釧路工業高等専門学校 建築学科 准教授） 
  ・酒井敏氏  （京都大学大学院 人間・環境学研究科 教授） 
  ・登内道彦氏 （(一財)気象業務支援センター 振興部 部長代理） 
  ・成田健一氏 （日本工業大学 建築学部 教授） 
  ・堀越哲美氏 （名古屋工業大学 建築・デザイン工学科 教授） 
  ・三坂育正氏 （日本工業大学 建築学部 教授） 
 
上記の検討結果を踏まえ、適応策の評価に適していると考えられる指標である SET*および

WBGT について、それぞれ概要を整理した。また、測定事例は少ないものの、SET*等ではでき

ない温熱要素ごとの評価が可能な ETU についても、併せて整理した。 
 
 
①WBGT（湿球黒球温度：Wet Bulb Globe Temperature） 

■指標の概要 

軍隊兵士の熱中症予防のために作成された、過酷な熱環境における使用を想定した実験式であ

る。WBGT の値（屋外日射下）は下式にて定義される。 

WBGT＝0.7Tw＋0.2Tg＋0.1T 

ここで、T：乾球温度(℃)、Tw：自然湿球温度(℃)、Tg：黒球温度(℃) 
 
WBGT は気温と湿度に加えて、気流と放射も考慮している。ただし気流については、自然湿球

温度と黒球温度（対流熱伝達率）に影響するものの、直接算出式に組み込まれてはいない。その

ため、気流に対する感度が低いとの指摘がある。 
深部体温や発汗量など、人体生理指標との対応が良いとの知見もあり、日本体育協会、日本生

気象学会、JIS（ISO）などにおいて熱中症の予防指針に用いられている（12 頁図 1.12 参照）。

また、環境省においても、「環境省熱中症予防情報サイト」において、熱中症の危険性を示す指標

（暑さ指数）として用いている。 
 
■測定方法 

WBGT は、乾球温度（気温）、自然湿球温度、黒球温度を測定すれば、上述した計算式により

算出することができる。ここで、自然湿球温度とは、「強制通風することなく、放射熱を防ぐため

の球部の囲いをしない環境に置かれた濡れガーゼで覆った温度計が示す温度」である。 
しかし、自然湿球温度は測器の特性上、自動連続測定には不向きであるため、湿度センサーか

ら得られる相対湿度より算出された湿球温度（熱力学的湿球温度）を用いて WBGT を算出する場

合がある。環境省では WBGT の実測を行っているが、WBGT の算出には、相対湿度の観測値（放

射遮蔽、強制通風）を用いて算出した湿球温度を用いている。なお、この場合は自然湿球温度と

は値が異なることに注意が必要である。 
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また、ハンディタイプの測定器も市販されているが、補正の必要性が指摘されている12。 
このように WBGT には様々な方法により測定されているのが現状であるが、測定方法が異なる

WBGT 値は比較できないことから、今後統一的な測定方法を検討する必要が指摘されている。 

 
図 1.16 WBGT 計測装置の例13 

 
また、放射の測定に黒球温度を用いるため、どこから発生する放射熱が黒球温度に影響を与え

ているかについては検討できない。 
 
■その他留意事項 

WBGT は実験式であり人体の実際の熱収支には基づいていない。一方で、人体生理との整合が

良いとの指摘は見られており、現状で人体生理（熱中症）との関連を議論する上では、WBGT の

使用が現実的だと考えられる。ただし、元々過酷な環境での使用を想定しているため、酷暑環境

以外での使用には向いていない点には留意する必要がある。 
 

 

                                                   
12 久米 雅 , 芳田 哲也 , 中井 誠一：屋外環境における WBGT 計測装置の比較・検討，日本生気象学会雑誌，

47(3)，55，2010 
13 (公財)日本体育協会：スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック，平成 18 年７月 



22 

②SET*（標準新有効温度：Standard new Effective Temperature） 

■指標の概要 
空間の快適性を評価する指標として検討された指標で、定義は「温熱感覚および放熱量が実在

環境におけるものと同等になるような相対湿度 50％の標準環境の気温」であり、人体温熱生理モ

デルによる熱収支計算により算出される。 
人体温熱生理モデルは、人体を２層の球に模擬した２ノードモデルを基本とするが、他の人体

モデルを計算プログラムに組み込むことも可能である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.17 SET*の算出フロー14 

 

 
算出に必要な測定項目は、気温、相対湿度、風速、平均放射温度（MRT）であるが、SET*の

算出には人側の着衣量と代謝量の入力も必要である。なお、平均放射温度とは、周囲の全方位か

ら受ける放射熱を平均化した場合の、周辺表面の平均温度表示を言う。 
SET*は快適感や温冷感、利用人数、滞在時間との関係性が見られることが指摘されている（図

1.18、図 1.19）。 
 

                                                   
14 「石井昭夫：新版 快適な温熱環境のメカニズム 豊かな生活空間をめざして（４．快適環境の評価手法），

(社)空気調和・衛生工学会，pp.67-86，2006（改訂 2版）」を基に作成 

ta , tr(tg) , v , rh M , Icl, , icl 

tsk , w 

DRYs=fcl・hs・Fcl・s(tsk・s－x) 
Esk・s=ws・La・hc・s・ 

Fpcl・s・(psk・s*－pa・s) 

２層モデル 

tsk・s= tsk 
ws=w 

t0=(hc・ta+hr・tr)/h 

Hsk・s=DRYs+Esk・s f(x)=Hsk－Hsk・s=0 

Hsk=DRY+Esk 

DRY=fcl・h・Fcl(tsk－t0) 
Esk=w・La・hc・Fpcl(Psk－pa) 

ta・s=x 

tr・s=ta・s 
vs , rhs , Ms 

Icl・s,icl・s 

x=ET* 

x=SET* 

記号表 
ta ：気温［℃］ 

rh ：相対湿度［％］ 
pa ：水蒸気分圧［kPa］ 
tg ：グローブ温度［℃］ 
tr ：平均放射温度［℃］ 
v    ：風速［m/s］ 
M    ：代謝量［met］ 
hc ：対流熱伝達率[W/(m2・℃）] 
hr ：放射熱伝達率[W/(m2・℃）] 
h ：総合熱伝達率[W/(m2・℃）] 
Icl ：実質着衣量［clo］  

icl   ：着衣蒸気透過効率[ND] 
DRY ：皮膚面顕熱放熱量[W/m2] 
Esk ：皮膚面蒸発放熱量[W/m2] 
Hs ：皮膚面全放熱量[W/m2] 
Fcl ：着衣伝熱効率[ND] 
Fpcl ：着衣伝熱効率[ND] 
fcl ：着衣面積増加係数[ND] 
w ：皮膚ぬれ面積率[ND] 
tsk ：平均皮膚温［℃］ 
ta・s ：標準環境等価気温（x＝,℃） 
psk* ：tsk における飽和水蒸気圧［kPa］ 
pa* ：気温 ta における飽和水蒸気圧

［kPa］ 
添字 s ：標準環境の諸量 

温熱感覚 

投下条件 実在環境 皮膚面放熱量 

温熱環境 等価条件 標準環境皮膚面方熱量 

有効温度 

［tr・s=ta・s , rhs=50% , vs=0.135m/s  

 Ms=M , Icl・s=標準着衣量］ 

ASHRAE の標準環境 

標準環境の設定［tr・s=ta・s  

 rhs=50% , vs= v ,  Ms=M , Icl・s= Icl］ 

標準有効温度 標準環境 

（x＝ta・s 以外を設定する） 

実在環境（入力データ） 作用温度 
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図 1.18 SET*と快適感の関係15 

 

   
図 1.19 SET*と利用人数・利用時間の関係16 

 

■測定方法 

測定項目は、気温、相対湿度、風速、平均放射温度であり、算出には上述したプログラムによ

る計算が必要である。平均放射温度については、黒球温度を測定し算出する方法と、短波放射量・

長波放射量を測定して算出する方法がある。 
黒球温度を用いて平均放射温度を算出するには、同時に気温と風速を測定する必要がある。算

出式には下式がある。(a)は一般的に用いられているが、高黒球温度下では精度が低くなることが

指摘されており、渡邊ほか（2012）17ではより正確な平均放射温度を算出しようとした場合には、

ISO7726 で規定された(b)の使用を推奨している。 
なお、渡邊ほか（2010）18により人体の日射吸収率は着衣の色によって 0.38～0.76 の幅をとる

ことが報告されているが、黒球温度計を用いた場合は人体の日射吸収率を約１とみなすことにな

るため、日射吸収率を考慮した平均放射温度と比べて過大評価することに注意する必要がある。 

                                                   
15 石井 昭夫 , 片山 忠久 , 塩月 義隆 , 吉水 久稚 , 安部 嘉孝：屋外気候環境における快適感に関する実験

的研究，日本建築学会計画系論文報告集，386，28-37，1988 
16 安藤邦明，西田恵，三坂育正，成田健一：屋外アメニティ空間における温熱環境と利用状況に関する研究，

空気調和・衛生工学会学術講演会講演論文集，973-976，2012 
17 渡邊 慎一 , 堀越 哲美：測定に基づいた屋外における平均放射温度の算出方法，日本生気象学会雑誌，

49(2)，49-59，2012 
18 渡邊 慎一 , 堀越 哲美 , 冨田 明美：屋外における被験者を用いた着衣時人体の日射吸収率の実測，日本生

気象学会雑誌，47(4)，pp.165-173，2010 
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( )aggr ttv2.37tt -+=   ····································································· (a) 

ここで、tr：平均放射温度(℃)、tg：黒球温度(℃)、v：風速(m/s)、ta：気温(℃) 

( ) ( )[ ] 273tt105.2273tt
25.0

ag
6.084

gr --´´++= aV   ······························· (b) 

ここで、 rt ：平均放射温度(℃)、tg：黒球温度(℃)、ta：気温(℃)、Va：風速(m/s)。ただし、標準的な黒球

温度計（直径 0.15m、放射率 0.95）の場合。 
 
短波放射量・長波放射量を測定して平均放射温度を算出する場合、図 1.20 のような測器を用い

て放射量の測定を行う必要がある。これらの機器は高価であるが、複数の業者がレンタル品を扱

っているため、それらを活用することも可能である。 

 
図 1.20 短波・長波放射計の例 

 
算出式には下記がある。なお、下式では人体の日射吸収率に当たる項（ak）があるため、設定

することが可能である。この他、複数の測器を用いて６方向（上下および水平方向４方位）の放

射量を測定することで、放射の方位性の把握や、それに基づく重み付けを行うことも可能である。 
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ここで、t*mrt：日射を考慮した平均放射温度(℃)、σ：ステファンボルツマン定数(=5.67×10-8 W/m2K4)、
feff：有効放射面積率(ND)、ak：短波長に対する吸収率(ND)、εp：着衣人体の放射率(=0.97)(ND)、IdH：

水平面拡散日射量(W/m2)、S↑：上向き短波長放射量(W/m2)、L↑：上向き長波量放射量(W/m2)、L↓：

下向き長波長放射量(W/m2)、I*：法線面直達日射量(W/m2) 
なお、I*：法線面直達日射量および IdH：水平面拡散日射量については、直達日射を遮る遮蔽バンド等を

全天日射計に取り付けて測定する方法や、S↑：上向き短波長放射量から直達成分と拡散成分を分離して

I*と IdHを推定する方法がある。 
 

■その他留意事項 

SET*は快適性を評価するために考えられた指標であり、熱中症などが懸念される酷暑環境での

使用可否については明確になっていない。ただし、発汗の伴う高代謝時に、２ノードモデルの精

度が低いという指摘がある。 

短波センサー 
長波センサー 
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③ETU（総合有効温度：Universal effective temperature） 

■指標の概要・測定方法 

体感温度としての値に対して各温熱要素が℃単位で導かれ、かつ日射と伝導の影響を組み込み

屋外熱環境にも不均一熱環境にも適用可能な指標として開発された。そのため、温熱要素ごとの

影響を評価することが可能である。２ノードモデルによる熱収支計算を行っているが、他の人体

モデルを組み込むことも可能である。 

uuuuuuuu
ao h

SECFj
h
TVFei

h
EHFi

h
iERFS

h
TVFri

h
ERFLi

h
TVFi

h
NUATFitETU åååååååå ++++++++=

 
 
算出に必要な測定項目（測定項目）は、気温、相対湿度、風速、短波放射量・長波放射量（上

下）である。その他、人側の着衣量、代謝量、日射吸収率の入力が必要である。算出にはプログ

ラム計算が必要であるが、プログラムは WEB 上で公開されている19。 
 
 

                                                   
19 奈良女子大学・長野研究室ホームページ：http://www.nara-wu.ac.jp/daigakuin/nagano/indexe.html 

気温 風速 長波放射 短波放射 湿度 伝導 
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２）体感指標以外の測定方法の検討 

１）では体感指標とその測定方法について記載したが、WBGT や SET*の算出において用いる

黒球温度計では、どこから来る放射熱が黒球温度に影響を与えているか把握できないため、現況

把握として暑い面（場所）を特定することや、対策効果として対策を講じた場所の変化を適切に

評価できない。 
そのような場合には、体感指標と併せて、放射環境の把握に特化した測定を行うことが有効で

ある。以下に各測定手法について整理した。なお、これらの測定手法は赤外放射を測定するもの

であり、短波長放射（日射）は捉えていない点に留意する必要がある。 
この他にも、放射に着目した測定方法があるが、それらは参考資料１－11「放射に特化した簡

易な測定方法の整理」に示した。 

①放射温度計による表面温度の把握 

表面温度を把握する手法として、温度センサーを物体に張り付けて温度を測定する手法がある

が、センサーへの空気・気流の影響や測定したい面以外からの放射の影響について排除すること

が必要であり、測定は容易でない。 
非接触型の温度計（放射温度計）は、ある一定範囲の表面からの赤外放射を測定することがで

きるため、表面温度の把握には有効である。放射温度計は、様々なメーカーにより市販されてお

り安価で入手することが可能であるほか、小型で持ち運びが可能なであることも利点と言える。 
ただし、赤外放射が物体の放射率（黒体からの放射量に対する同じ温度の物体からの放射量の

比）の影響を受けるため、金属など極端に放射率が周辺の物体と異なる場合には注意する必要が

ある。また、測定しているのがどの程度の範囲か、予め温度計の仕様から確認しておくことが重

要である。 

②サーモカメラによる表面温度の把握 

放射温度計は測定範囲の平均的な表面温度を把握できるが、面ごとの温度比較を行おうとする

と各面について個別に測定を行う必要があり、現実的でない。 
各面の表面温度を比較する際には、サーモカメラが有効である。サーモカメラは、画角内の全

ての面における表面温度を把握することができるため、対策場所の検討などには有効である。た

だし、画角が狭いことが欠点である。その対応策として、パノラマ撮影機能がある機種を採用す

ることや、画像処理ソフトにより画像を結合することができる。しかし、複数枚や広範囲の撮影

をするには時間がかかるため、その間に雲が日射を遮るなどの事象が起きないように留意しなが

ら撮影を行う必要がある。 

 
図 1.21 サーモカメラによる熱画像 資料）環境省「ヒートアイランドガイドライン」平成 21 年３月 
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サーモカメラは高価な観測機器ではあるが、一時的な利用を想定した場合は、複数の業者がレ

ンタル品を扱っているため、それらを活用することも可能である。 
 

③ステンレス半球を用いた広角化 

解像度は落ちるものの、高画角の熱画像を比較的簡易に得る手法がある。中村他(2011)20では、

ステンレス半球を用いた手法を用いている。ステンレス半球面における赤外放射の反射率は１で

はないために補正計算は必要だが、無限遠からの撮影を前提とすれば全方位（４π）の像を得る

ことができる。ただし、現実には有限距離からの撮影となるために４πすべてが撮影できるわけ

ではないこと、反射率の角度依存性により外縁部の精度が落ちることなどから、平均放射温度を

算出する際には、２π程度の画像データを２方向で撮影した方が精度は高い。 

  
図 1.22 ステンレス半球を用いた熱画像撮影システム 

左：測定風景 資料）京都大学 酒井氏提供、右：熱画像の例 20 

 
④全球熱画像による広角化 

熱画像の広角化を図る手法としては、東京工業大学で開発された全球熱画像収録システムもあ

る。全球熱画像システムはサーモカメラを鉛直方向と水平方向に自動旋回させることで、収録地

点の全方位（４π：全球）の放射温度分布を取得し、全球の熱画像を作成するシステムである。

全方位の放射温度を取得しているため、取得データから平均放射温度を算出することも可能であ

る。現在は東京工業大学浅輪研究室・梅干野研究室でシステムを保有するほか、画像データの取

得だけであれば民間事業者でもシステムを保有している。 

  
図 1.23 全球熱画像収録システム（左：測器写真、右：熱画像の例）21 

                                                   
20 中村 美紀，酒井 敏，大西 将徳，古屋 姫美愛：フラクタル日除けによる放射環境改善効果，日本ヒートア

イランド学会論文集，Vol.6，8-15，2011 
21 環境省：平成 17 年度都市緑地を活用した地域の熱環境改善構想の検討調査報告書，平成 18 年３月 
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1.3.2 熱環境と人の感覚・行動の関係性の検討 

適応策の導入において、社会的な意味づけや一般国民への分かりやすさを考えた場合、体感温

度等の温熱指標だけでの評価では不十分な可能性がある。そこで、熱環境の違いが人の心理的な

状態や行動などに影響を及ぼすことを想定し、既往研究により熱環境との関連性が指摘されてい

る人の感覚や行動について整理したところ、下記の８つの項目が挙げられた。以下、各項目につ

いて概略を記載する。各文献の詳細については、参考資料１－９「観測事例の収集結果」に示し

た。 

「快適感」「温冷感」「利用人数」「滞在時間」「着衣量」「作業効率」「疲労感」「アミラーゼ※活性」
※ アミラーゼ：デンプンを加水分解する酵素。膵液や唾液に含まれている。人がストレスを感じた

時に、ストレスの度合いに応じて上昇することが知られている。 

 

１）快適感 

人の温熱的快適性は、最適な温度に対して暑

い側でも寒い側でも失われる。石井ほか

（1988）22では、日射のある屋外環境において、

SET*に対する日本人の快適感を申告試験によ

り調査しており、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そうだ

と指摘している。 
 
 

図 1.24 SET*と快適感の関係（再掲） 

 

２）温冷感 

温冷感については熱環境との対応を検討した研

究が多く見られる。桑原ほか（2004）23では、屋外

での観測および申告試験の結果を基に、SET*と温

冷感の関係を検討している。その結果、80％以上

の被験者が中立温冷感を申告する SET*の範囲と

して、15.7℃＜SET*＜25℃が得られている。 
 

 
 

図 1.25 SET*と温冷感の関係 

                                                   
22 石井 昭夫 , 片山 忠久 , 塩月 義隆 , 吉水 久稚 , 安部 嘉孝：屋外気候環境における快適感に関する実験

的研究，日本建築学会計画系論文報告集，386，28-37，1988 
23 桑原 浩平 , 堀越 哲美 , 持田 徹：屋外環境における温熱指標と快適感の関係に関する研究，日本建築学会

学術講演梗概集. D-2，563-564，2004 
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３）利用人数 

安藤ほか（2012）24では、屋外空間において熱環境と利用人数の関係を検討している。その結

果、他地点より SET*の高い⑥、⑦A では SET*と利用人数の間に負の相関が見られることを確認

し、酷暑環境では利用人数と SET*の間に負の相関がある可能性を推察している。 

 
図 1.26 SET*と利用人数の関係 

 

４）滞在時間 

赤川ほか（2007）25では、屋外商業施設において熱環境と利用客の滞在時間の関係を検討して

いる。その結果、滞在時間と SET*、WBGT との間に相関が見られることを確認している。 

  
図 1.27 SET*と滞在時間の関係 

 

                                                   
24 安藤邦明，西田恵，三坂育正，成田健一：屋外アメニティ空間における温熱環境と利用状況に関する研究，

空気調和・衛生工学会学術講演会講演論文集，973-976，2012 
25 赤川 宏幸 , 福味 克幸 , 久保田 孝幸 , 竹林 英樹 , 森山 正和：大規模商業施設屋上庭園における夏季の

温熱環境と訪問者の滞留特性に関する研究，日本建築学会環境系論文集，611，67-74，2007 
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５）着衣量 

高橋ほか（2004）26では、日射のある非空調空間において、気温と滞在者の着衣量の関係を通

年で検討している。その結果、春期、秋期、冬期では、気温に対する相関が見られるものの、夏

期については、気温に関わらず約 0.5clo で一定であることが明らかとなっている。 

 
図 1.28 気温と着衣量の関係 

 
６）作業効率 

庄司ほか（2003）27では、屋内ではあるが、熱環境の違いが作業パフォーマンスに及ぼす影響

を検討している。その結果、棚の運搬作業の所要時間は、35℃条件で他の２条件（23℃、29℃）

よりも時間が長く、時間経過に伴って増加していく傾向が見られた。ただし、分散分析の結果で

は温度条件および時間帯に有意な主効果は見られなかった。 
 

 
図 1.29 気温と作業効率（棚の運搬作業の所要時間）の関係 

 

                                                   
26 高橋 賢志 , 中野 淳太 , 藤井 浩史 , 下田 利崇 , 森井 健志 , 宇留野 恵 , 岡本 百合子 , 田辺 新一：

半屋外空間における熱的快適性実測調査：その 13 盛夏の実測調査を含めた半屋外空間の環境適応行動，日本建

築学会学術講演梗概集. D-2，37-38，2004 
27 庄司 卓郎 , 江川 義之 , 輿水 ヒカル：環境温度の違いが作業パフォーマンスに及ぼす影響，産業安全研究

所特別研究報告，28，49-61，2003 
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７）疲労感 

西原ほか（2001）28では、屋内ではあるが、熱環境の違いが心理的な疲労感に及ぼす影響を検

討している。その結果、自覚症状調べの訴え率は、作業前後共に作用温度 25℃および 28℃に比

べて 33℃が最も高かった。作用温度の違いによる訴え率の差は、作業前の方が作業後よりも大き

かった。 

表 1.9 作業前後の訴え率の条件別比較 

(a)男性               (b)女性 

 
 
８）アミラーゼ活性 

深沢ほか（2009）29では、屋内において、温熱的快適感とアミラーゼ活性の関係性を検討して

いる。その結果、アミラーゼ活性は「とても快適」～「やや不快」では大きな変動は見られず、

「やや不快」～「より不快」では不快側で高い値を示す結果を得ている。 

 

図 1.30 温熱的快適感とアミラーゼ活性値の関係 

                                                   
28 西原 直枝 , 山本 ゆう子 , 田辺 新一：熱的中立状態より高温の作業環境が疲労感に与える影響，生活工学

研究，3(1)，126-127，2001 
29 深沢 太香子 , 栃原 裕 , Havenith George：コルチゾールとアミラーゼ活性を指標とした局所と全身の温熱

的快適性評価，デサントスポ-ツ科学，30，87-95，2009 
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1.3.3 まとめと課題 

体感指標について検討した結果、指標として WBGT および SET*の活用が考えられた。ここで

は 1.3.2 の結果も踏まえ、各指標について概要を再整理した（表 1.10）。 
なお、1.2.2 の２）でも示したように、現時点で適応策の評価に適した人体温熱生理モデルが明

確になった訳ではない。そのため、ここでは現状での活用可能性が高い指標についての整理をし

ている。 
表 1.10 適応策を評価する温熱指標の比較 

 ①WBGT ②SET* 

主たる 
評価範囲 

酷暑環境 快適環境 

測定・算出 

気温、自然湿球温度、黒球温度の測定によ

り、算出できる。 
相対湿度を測定して、湿球温度を算出する

方法もあるが、自然湿球温度を測定した場

合と WBGT 値が異なる点に留意が必要。 
ハンディタイプの機器が市販されている

（補正必要）。 
今後、統一的な測定手法の検討が望まれる。 

測定は気温、相対湿度、風速、黒球温度で

よいが、算出にはプログラムが必要。 
黒球温度の代わりに、方位別の放射量（長

波短波別）を測定すれば、人体の日射吸収

率や形状等を考慮することができる。 

人体生理と

の関係 
深部体温や発汗量との対応が確認されてい

るほか、熱中症の指針にも用いられている。 
検討データが見られない。 

人の感覚・行

動との関係 
一部、温冷感等との関係性が確認されてい

るが知見は多くない。 
温冷感や快適感、滞在時間、利用者数など

との関係性が確認されている。 

対策の検討 

各温熱要素の寄与が分からないほか、放射

についても方位や長波短波別の把握ができ

ない。 

放射の測定に黒球温度計を用いると、

WBGT と同様の課題がある。放射量を測定

していれば、長波短波別の検討や方位別の

検討が可能。 

課題 
人体の熱収支に基づいていない。 
想定方法が様々あり、統一した手法の検討

が必要。 

酷暑環境での使用可否については明確でな

い。 

 
以上より、WBGT と SET*は特に評価範囲が異なることから、各指標の特徴を踏まえ、目的に

応じて使用していくことが重要である。一方で、今後同一環境での測定を行うなどにより、WBGT
と SET*の関係性を検討していくことも必要である。また、この他の指標についても、今後有効

と思われる指標がある場合には、活用可能性について検討していくことが必要である。 
また、1.3.2 では熱環境と関係性が指摘された様々な項目を示したが、これらには熱環境以外に

も様々な周辺環境が影響していることが考えられ、それらの影響を完全に排除することは容易で

ない。しかし、適応策の評価には、熱環境の変化に限らず、一般国民がイメージしやすい指標に

ついても併せて示していくことが重要であり、今後実際の導入事例などにおいて試験的な測定を

実施し、有効な指標を検討していくことが必要であると考えられる。 




