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参考資料１－９「観測事例の収集結果」 

 
適応策の評価手法について検討するため、観測を基にした温熱指標の算出事例および社会的効

果の把握事例について収集を行った。事例の収集に当たっては下記の点に留意した。 
・国内での事例であること 
・屋外での事例であること 
・夏季もしくは暑熱環境における事例であること 

下表に文献一覧を示す。なお、社会的効果の一つである温冷感および快適感については、熱環

境の観測と同時に行われている事例が多いため、文献一覧では、それらを含む熱環境の測定につ

いて指標ごとに整理し（NO.1~23）、社会的指標に特化した文献についてはその後ろに整理した

（NO.24～31）。 
表１ 文献一覧 

NO 
第一著者 

ｼﾆｱｵｰｻｰ 
文献名 年 

温熱指標 社会的効果 

WBGT SET* その他 温冷感 快適感 その他 

１ 
大橋唯太 

岡和孝 

数値気象モデルを利用し

た屋外活動空間の暑熱評

価 

2010 ○      

２ 
小野伸一郎 

神社啓明 

夏季スポーツ活動におけ

る暑熱環境評価 
2005 ○      

３ 
岡留智史 

尾島俊雄 

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 

2008 ○    ○  

４ 
都築和代 

磯田憲生 

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 

2009 ○ ○  ○   

５ 
鈴木弘孝 

田代順孝 

WBGT, SET*による壁面

緑化の温熱環境改善効果

の評価 

2006 ○ ○     

６ 
赤川宏幸 

杉本英夫 

都市キャニオンの大規模

人工緑地における環境評

価 その 2 街区の温熱環

境調査 

2011  ○     

７ 
安藤邦明 

小林昭彦 

人が利用する屋外空間に

おける環境評価に関する

研究 その 1 屋外オフィス

における日除けを対象とし

た温熱環境評価 

2011  ○     

８ 
梅干野晁 

親川昭彦 

膜構造建築物の半屋外生

活空間に形成される夏季

の微気候に関する実測調

査 

2009  ○     

９ 
大黒雅之 

深尾仁 

市街地を対象とした屋外

温熱環境の実測および数

値解析 

2008  ○     

10 
矢鳴陽平 

谷田部綾恵 

「かげ空間」を活用した屋

外空間整備のための研究

(その 2) : 鹿児島大学郡

元キャンパスにおける整備

に向けての基礎研究 

2007  ○     
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NO 
第一著者 

ｼﾆｱｵｰｻｰ 
文献名 年 

温熱指標 社会的効果 

WBGT SET* その他 温冷感 快適感 その他 

11 

白石靖幸 

中野淳太 

北九州学術研究都市の環

境共生的まちづくり支援の

ための 屋外温 熱環 境調

査 : (その 1)調査概要及

び MRT の評価方法 
2005  ○     

香川治美 

中野淳太 

北九州学術研究都市の環

境共生的まちづくり支援の

ための 屋外温 熱環 境調

査 : (その2)予備実測の結

果 

12 
真嶋一博 

梅宮典子 

形態の異なる街路におけ

る夏季の温熱環境評価 : 

(その 1) 物理的環境測定

と歩行者の熱的主観申告

調査 

2005  ○  ○ ○  

13 

阪井雅洋 

吉田篤正 

住 宅 地 内 に 近 接 す る 裸

地 ・ 芝 生 地 の 熱 環 境 評

価 : その 1 観測概要なら

びに各気象要素の観測結

果 2004  ○     

升井幸男 

吉田篤正 

住宅地内に近接する裸地

および芝生地の熱環境評

価 : その 2 地表面熱収

支ならびに体感評価結果 

14 
桑原浩平 

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 

2004  ○  ○ ○  

15 
佐々木亮治 

植松康 

良好な屋外熱環境形成の

ための最適配置に関する

エキスパートシステムの開

発 : その 3 快適性評価

式と SET*の比較 

2003  ○    快適度 

16 
鈴木祥太 

野田恭宏 

室内および屋外における

温熱環境評価 
2003  ○  ○ ○  

17 
野田恭宏 

鈴木祥太 

樹木による日射遮蔽が熱

的快適性に及ぼす影響 
2003  ○  ○ ○  

18 木内豪 
屋外空間における温冷感

指標に関する研究 
2001  ○ 

不快指数 

温冷感指

数 TSI 

温度負荷

量 TL 

○   

19 
石井昭夫 

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 
1988  ○  ○ ○  

20 

Kazuo 

Nagano 

Sachiyo 

Nara 

Application of Universal 

Effective Temperature to 

Evaluate Performance of 

Traditional Pine Hedges 

2012   ETU   
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NO 
第一著者 

ｼﾆｱｵｰｻｰ 
文献名 年 

温熱指標 社会的効果 

WBGT SET* その他 温冷感 快適感 その他 

21 

Sofia 

Thorsson 

En-Mi Lim 

Thermal Comfort and 

Outdoor Activity in 

Japanese Urban Public 

Places 

2007   PET ○   

22 
鳥山敦 

鱧谷憲 

樹木と天空比が都市の熱

環境に及ぼす影響 
2001   PET    

23 
藏澄美仁 

堀越哲美 

屋外環境における至適温

熱環境域に関する研究 
2012   ETFe ○ ○  

24 
安藤邦明 

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 

2012  ○    
利用人数 

滞在時間 

25 
植木丈弘 

久野 覚 

小学校の休み時間におけ

る児童の遊び行動と環境

条件に関する研究 

2008      

利用人数 

滞在時間 

選択の強さ 

26 
赤川宏幸 

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 

2007 ○ ○    
利用人数 

滞在時間 

27 
高橋賢志 

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 

2004      

利用人数 

滞在時間 

着衣量 

28 
鈴木祥太 

野田恭宏 

室内および屋外における

着衣量と気温との関係 
2004      着衣量 

29 
庄司卓郎 

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 

2003      

作業効率 

身体的疲労

感 

30 
西原直枝 

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 

2001      疲労感 

31 

深沢太香子 

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 

2009      
アミラーゼ活

性 
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１ 大橋 唯太 , 亀卦川 幸浩 , 山口 和貴 , 井原 智彦 , 岡 和孝：数値気象モデルを利用した屋

外活動空間の暑熱評価，日本生気象学会雑誌，47(2)，91-106，2010 
 

2007 年８月６日～14 日に、大阪市中央区内の商業街区(４地点)と大規模緑地公園(２地点)、同

市東住吉区内の住宅街区(３地点)で行われた観測事例。観測項目は、乾球温度及び自然湿球温度

（センサーにガーゼを巻いて常時補水したもの）、黒球温度(直径約６cm のポリエチレン製)であ

る。観測高度は、約 1.5～２ｍである。なお、黒球温度については、ベルノン式(直径 15cm の銅

製)の温度への補正を行っている。 

 
図１ 観測機器          図２ 観測地点（商業地区） 

  
図３ 観測地点（住宅地区）        図４ 観測地点（大規模緑地公園） 

 
観測値（地点平均）を下図に示す。日中に最も WBGT の高い場所はほとんどの日で住宅街区で

あり、反対に最も低かったのは商業街区であった。その差は日最大差の期間平均 2.5℃認められた。 

 
図５ 観測結果 
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２ 小野 伸一郎 , 梅垣 浩二 , 梶原 洋子 , 池田 弘一 , 堺谷 正人 , 神社 啓明：夏季スポーツ

活動における暑熱環境評価，舞鶴工業高等専門学校紀要，40，99-107，2005 
 
2004 年８月３日に舞鶴工業高等専門学校陸上競技場、2004 年８月８日および 28 日に東舞鶴運

動公園陸上競技場において行われた観測事例。観測項目は、気温、自然湿球温度、黒球温度、地

表面温度である。 

 
図６ 観測機器写真（A：気温・湿度、B：黒球温度、C：地表面温度） 

 
WBGT の観測の結果、日本体育協会の指針に照らし合わせると、2004 年８月８日の事例では

「運動は原則中止」領域が 44％にも及んでいた。当日はチビッコソフトボール大会が開催されて

いたが、実際に熱中症(軽度)が２件発生しており、熱中症対策の必要性を指摘している。 

 
図７ 2004 年８月８日の観測事例 

 
 
３ 岡留 智史 , 増田 幸宏 , 鍵屋 浩司 , 高橋 信之 , 尾島 俊雄：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，日本建築学会学術講演梗概集 D-1，989-990，2008 
 

2007 年７月 26 日及び 27 日に東京都の皇居周辺で行われた観測事例。被験者に２時間程度、

指定したコースを歩行してもらい、WBGT や空間の特徴と快適感の関係を検討している。WBGT
は WBGT 計にて各被験者が測定している。 

WBGT と快適感の関係について全データで検討した結果、強い相関は認められなかった。一方

で、地点ごとに見ると WBGT と快適感の相関が見られる地点と見られない地点があり、後者につ

いては高架下や芝生の上など、一般的な市街地と比べて特異な地点であった。このことから、快

適感は経路、アンケート回答時の周囲の環境に大きく影響を受けていることが示されている。 



61 

 
図８ WBGT と快適感の関係性 

 
WBGT と快適感の相関が見られなかった地点である芝生の上では、気温が高く、WBGT 平均

値も 29.3℃、アンケート回答時の瞬間風速値は 0.4m/s と低かったが、快適感では快適寄りの回

答が目立った。これには、「緑の量」や「解放感」の高い評価が影響していることが示されている。 

 
図９ 芝生の上でのアンケート結果と快適感の平均値（７月 26日） 

 
 
４ 都築 和代 , 磯田 憲生：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，

人間と生活環境，16(1)，1-9，2009 
 
夏期に日なたと日陰が得られる通風の良い場所で行われた観測事例。観測項目は、気温・湿度

（高さ１ｍ）、乾球温度・自然湿球温度・黒球温度（高さ 1.5ｍ）、風速、日射量である。WBGT
は、高さ 1.5ｍで測定した乾球温度・自然湿球温度・黒球温度より算出されている。また、人側と

して、皮膚温度、体重減少量、心理反応（温冷感、快適感など）について測定している。 
WBGT、SET*共に、値が大きくなると、温冷感が暑い側の申告となるが、安静時・運動時共に

バラつきが大きくなっている。 

 
図 10 WBGT および SET*と温冷感の関係（運動の有無別） 
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５ 鈴木 弘孝 , 三坂 育正 , 水谷 敦司 , 田代 順孝：WBGT, SET*による壁面緑化の温熱環境

改善効果の評価，ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌，69(5)，441-446，2006 
 

2005 年７月 28 日～８月 28 日に、(独)建築研究所の建築環境実験棟１階屋上部で行われた観測

事例。観測項目は、気温、相対湿度、風向・風速、日射量、長波放射量、表面温度、黒球温度、

WBGT(WBGT 計)である。 

 
図 11 観測機器配置図 

 
WBGT においても SET*においても、コンクリート壁面よりも壁面緑化が施された壁面の方が

値が低く、壁面緑化の温熱環境改善効果を評価できている。 

 
図 12 WBGT 及び SET*の観測結果 

 
 
６ 赤川宏幸，杉本英夫：都市キャニオンの大規模人工緑地における環境評価 その 2 街区の温

熱環境調査，日本建築学会学術講演梗概集，D−1 環境工学 1 巻，793-794，2011 
 

2010 年９月２日～５日に東京都港区および品川区に位置する品川セントラルガーデンにおい

て行われた観測事例。観測項目は、気温、相対湿度、黒球温度、風速、日射量である。 

 
図 13 観測機器の配置図と設置場所風景・天空比 
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３地点において SET*を比較すると、朝晩は半開放空間が低く、日中は緑陰が低い。午後は両

者とも建物の陰に入る時間帯が長いので差は小さくなる。人工物の陰では、日中は風速が小さく、

夜間は気温が高いので、SET*は高くなる。 

 
(a)2010 年９月４日           (b)2010 年９月２日～５日平均 

図 14 観測結果 

 
地点 B の緑陰について、気温、MRT、風速、相対湿度のうち３要素を測定値の平均値に一定と

して SET*を計算した結果によると、夏季の SET*の最大振幅は MRT が最も大きかった。 
 

表２ 地点 Bにおける他の３要素を一定としたときの SET*（感度分析結果） 

 
 
 
７ 安藤邦明，野崎尚子，竹野淳一，三坂育正，小林昭彦：人が利用する屋外空間における環境

評価に関する研究 その 1 屋外オフィスにおける日除けを対象とした温熱環境評価，日本建

築学会学術講演梗概集，D−1 環境工学 1 巻，815-816，2011 
 
2010 年８月 30 日～９月８日および 10 月 13 日～22 日に屋外オフィス空間にて行われた観測事

例。観測項目は、気温、相対湿度、風速、黒球温度、表面温度、放射収支である。 

 
図 15 測定対象施設の外観および概要 



64 

夏季の SET*は 30℃を超えており、日除け下でも厳しい環境であるが、中間期では日除け下の

SET*がほぼ 20～30℃に範囲にあり、屋外オフィスとして許容できる環境に近づいたとしている。 

 
図 16 SET*の経時変化 

 
 
８ 梅干野晁，HE Jiang，小川俊輔，AUM Tae‐yun，吉野達矢，親川昭彦：膜構造建築物の半

屋外生活空間に形成される夏季の微気候に関する実測調査，日本建築学会技術報告集，15(30)，
505-510，2009 

 
2007 年８月 29日～９月 26 日に、神奈川県横浜市金沢区に位置するサスペンション膜構造建築

物の膜下空間にて行われた観測事例。観測項目は、気温、風向風速、全天日射量、６方位日射量、

表面温度である。なお表面温度分布については、赤外線放射カメラを用いた全球熱画像収録シス

テムを使用している。 

     
図 17 実測調査対象の膜構造物     図 18 膜下空間の快適性に関わる熱環境要素 

 
得られた全球熱画像より MRT の算出を行っている。さらに６方位日射量の値を用いて、日射

を考慮した MRT を算出している。また、その値を用いて日射を考慮した SET*を算出している。

６～15 時の SET*は気温よりも２～４℃高くなっており、日射を含む放射の影響が示された。 

 
図 19 晴天日(2007/9/21)における膜下空間の観測データ 
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９ 大黒 雅之 , 本橋 比奈子 , 深尾 仁：市街地を対象とした屋外温熱環境の実測および数値解

析，日本建築学会学術講演梗概集（中国），973-974，2008 
 
2006 年８月 10 日に、神奈川県横浜市の中心市街地において行われた観測事例。観測項目は、

気温、黒球温度、絶対湿度、風向風速、日射量である。 

 
図 20 観測地点 

 
黒球温度と SET*の変化はよく対応しており、建物による日陰の形成が SET*に大きく影響して

いることが分かる。 

 
図 21 観測結果 

 
 
10 矢鳴 陽平 , 安山 宣之 , 谷田部 綾恵：「かげ空間」を活用した屋外空間整備のための研究(そ

の 2) : 鹿児島大学郡元キャンパスにおける整備に向けての基礎研究，日本建築学会研究報告，

46，381-384，2007 
 
2006 年９月８日に、鹿児島大学郡元キャンパスで行われた観測事例。観測項目は、気温、相対

湿度、黒球温度、風速、表面温度、照度である。 
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図 22 観測地点図 

 
日なた空間であるエリア５を基準として SET*の場所ごとの比較を行っている。SET*変化割合

は下式のように定義されている。この変化割合減少率が高いほど、温熱環境の緩和効果が高いと

されている。なお、変化割合の高いエリア４、７、９等は透過率が低く、日射の遮蔽による黒球

温度の低下により SET*が低下しているとされている。 
測定地点の SET*変化割合＝（時刻 A の測定地点の SET*／時刻 A の基準点の SET*）－１ 

 
図 23 SET*変化割合減少率 

 
 
11 白石 靖幸 , 牟田 敬佑 , 香川 治美 , 中野 淳太：北九州学術研究都市の環境共生的まちづ

くり支援のための屋外温熱環境調査 : (その 1)調査概要及び MRT の評価方法，日本建築学会

研究報告. 九州支部. 2, 環境系，44，357-360，2005 
香川 治美 , 牟田 敬佑 , 白石 靖幸 , 中野 淳太：北九州学術研究都市の環境共生的まちづ

くり支援のための屋外温熱環境調査 : (その 2)予備実測の結果，日本建築学会研究報告. 九州

支部. 2, 環境系，44，361-364， 2005 
 

2004 年８月６日に北九州学術研究都市内のオープンスペースにて、７日にキャニオン空間にて

行われた観測事例。共に観測時刻は 11～14 時。観測項目は、気温、相対湿度、黒球温度、日射量、

長波放射量、風速である。日射量及び長波放射量については、４成分の放射収支計により、６方

位（上下及び水平方向４方位）の値を観測している。 
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図 24 観測場所 

 
報告では、MRT について５通りの方法による算出を行い、比較をしている。その結果、６方位

の放射量のデータを用いて算出した MRT（6D および 6DD）に対して、上下２方向のデータを用

いて重み平均により算出した MRT（2D）は値が大きく、黒球温度より算出した MRT（GT）は

値が小さくなったことを指摘している。さらに、6D および 6DD を適切な MRT と位置付け、黒

球温度を用いた MRT の算出は不適切であると指摘している。 
 

表３ MRT の算出方法 

 

 
(a) MRT 

 
(b) SET* 

図 25 MRT および SET*の観測結果 
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12 真嶋 一博 , 吉田 治典 , 中島 里恵 , 梅宮 典子：形態の異なる街路における夏季の温熱環

境評価 : (その 1) 物理的環境測定と歩行者の熱的主観申告調査，日本建築学会学術講演梗概

集. D-1，645-646，2005 
 

2004 年９月 13 日～28 日に京都市内で行われた観測事例。測定項目は、気温、湿度、風向風速、

日射量、表面温度である。観測地点は街区形態により、大通・小路・路地に分類されており、大

通は７～10 階の建物からなる深いキャニオンで、路地・小路は２～３階の低層住宅等により形成

されている。街路幅は、大通が 20ｍ(西陣)、50ｍ(東山)、小路が５ｍ、路地が２ｍである。 
MRT の算出に当たっては、人体を立方体と仮定し、表面温度と正射影写真（魚眼レンズで撮影）

から求めた形態係数を用い、人体に対する各面の重みづけ係数を考慮している。短波放射につい

ては、測定した日射量を直散分離して計算している。 

 
図 26 観測場所 

 
日中の最も暑い時間帯では、路地の SET*は大通および小路に比べて低かった。これは、日射

を考慮した MRT が大通および小路よりも路地において低かったためと指摘している。 

 
図 27 SET*等の観測結果（西陣：９月 23 日） 

 
温冷感では「やや暖かい」までの申告割合が路地で高く、快適感についても「快適」の申告割

合が路地で高い傾向が見られていることから、主観的指標でも物理的指標と同様に、路地は大通

や小路に比べて快適な温熱環境であるとしている。 
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表４ 熱環境測定結果と申告試験結果（平均値） 

 

 
図 28 温冷感（左）と快適感（右）の割合 

 
 
13 阪井 雅洋 , 升井 幸男 , 荻原 研二 , 奥田 孝史 , 鳴海 大典 , 竹林 英樹 , 鍋島 美奈子 , 

宮本 征一 , 吉田 篤正：住宅地内に近接する裸地・芝生地の熱環境評価 : その 1 観測概要

ならびに各気象要素の観測結果，日本建築学会学術講演梗概集.D-1，713-714，2004 
升井 幸男 , 阪井 雅洋 , 荻原 研二 , 奥田 孝史 , 鳴海 大典 , 竹林 英樹 , 鍋島 美奈子 , 
宮本 征一 , 吉田 篤正：住宅地内に近接する裸地および芝生地の熱環境評価 : その 2 地表

面熱収支ならびに体感評価結果，日本建築学会学術講演梗概集.D-1，715-716，2004 
 
2003 年８月１日～７日に、大阪府堺市北区金岡町の住宅地内に隣接する裸地及び芝生地にて行

われた観測事例。観測項目は、気温、相対湿度、風向・風速、地表面温度、伝導熱流、日射量、

長波放射量、気温変動(超音波風向風速温度計)、湿度変動(近赤外線湿度計)である。 

 
図 29 観測場所 

 
SET*の算出には、６方位の短波放射量及び長波放射量の観測値を用いて、椅座人体を想定した

各面の重み係数により算出した MRT を用いており、人体の短波吸収率には 0.5 を与えている。
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SET*の値は、８月５日から６日にかけて昼夜を通して裸地で高くなっており（１～３℃）、特に

日中にその差が大きくなっていた。 

 
図 30 裸地と芝生地における SET*の推移 

 
 
14 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 
 
札幌および名古屋において行われた観測・被験者実験例。観測項目は、気温、湿度、黒球温度、

風速、日射量、地表面温度、壁面温度である。被験者実験として、皮膚表面温の測定と温冷感等

の申告試験を実施している。なお、SET*については日射の影響を含む多重放射考慮の有効放射温

度を組み込んで算出している。 
SET*と温冷感に関するデータからロジスティック分析により求めた、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。また、快適感につ

いて全快適感申告（1：快適、2：少し快適、3：少し不快、4：不快）のうち 2.5 以下の申告を快

適側申告と定義すると、80％以上の被験者が快適であると申告する SET*の範囲は、17.8℃＜

SET*＜24℃となり、中立温冷感域よりも狭い範囲となった。このことから、屋外環境において、

SET*に対する中立温冷感と快適感は必ずしも一致する訳ではないことが示されている。 

  
図 31 SET*と温冷感・快適感の関係 
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15 佐々木 亮治 , 神山 健二 , 足永 靖信 , 成田 健一 , 植松 康：良好な屋外熱環境形成のた

めの最適配置に関するエキスパートシステムの開発 : その 3 快適性評価式と SET*の比較，

日本建築学会学術講演梗概集. D-1，599-600，2003 
 

2000 年８月７日に東京都武蔵野市内の団地で行われた観測事例。測定項目は気温、相対湿度、

風速、黒球温度である。 

 
図 32 観測地点 

 
また、下式に示す快適性評価式により快適度を算出している。下式中の係数は首都圏内の２か

所の団地で実施した住民への快適性に関するアンケート調査と、その時刻での気象データを基に

して算出されている。 

快適度(％)＝100－(avv+art+ahφ+C)  av，ar，ah：係数、C：定数、v：風速、t：気温、φ：湿度 

 
快適度と SET*の経時変化を見ると、13:00 に見られる黒球温度の上昇に対応して、快適度及び

SET*が低下しており、両者の定性的な傾向が一致していることが確認されている。 

 
図 33 観測結果 
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さらに、全データを用いて快適度と SET*の関係を検討した結果、負の相関が認められた。 

 
図 34 快適度と SET*の関係 

 
 
16 鈴木 祥太 , 渡邊 慎一 , 野田 恭宏：室内および屋外における温熱環境評価，日本建築学会

学術講演梗概集.D-2，513-514，2003 
 

2002 年１月下旬から 12 月中旬に、愛知県名古屋市に位置する大同大学構内にて行われた観測

事例。観測は週１回程度の頻度で行われ、観測項目は気温、相対湿度、風速、黒球温度であった。

また被験者の心理反応測定は、温冷感、乾湿感、気流感、放射感、涼暖感、熱的快適感について

行われた。 
SET*の経時変化では、５月下旬から 10 月下旬までは室内及び日陰よりも日向における SET*

の方が高い傾向が示された。 
また、温冷感との関係では、温冷感＝０となる時の SET*の値は室内で 23.8℃、日向で 23.7℃、

日陰で 24.9℃となった。 

  
図 35 SET*の経時変化（左）、SET*と温冷感の関係（右） 

 
快適感と SET*の関係では、日向では、６～８月は快適と申告する被験者は少なく、その時の

SET*は 30℃を超えていた。一方で日陰においては、４月から 10 月に 50％以上が快適側を申告

しており、その時の SET*は 21.1～29.3℃であった。 

 
図 36 快適側を申告した割合と SET*の月変動（左：日向、右：日陰） 
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17 野田 恭宏 , 渡邊 慎一 , 鈴木 祥太：樹木による日射遮蔽が熱的快適性に及ぼす影響，日本

建築学会学術講演梗概集.D-2，515-516，2003 
 

2001 年７月 31 日、11 月 12 日、2002 年３月 14 日、６月７日、10 月 31 日に、愛知県名古屋

市南区に位置する白水公園にて行われた観測事例。測定項目は、気温、湿球温度、黒球温度、風

向風速、日射量、長短波放射量、天空率、表面温度であった。 
温冷感について日向と緑陰を比較すると、いずれの実測日においても日向よりも緑陰の方が寒

い側の申告となっている。快適感については、夏季には緑陰が快適側であり、冬季には日向の方

が快適側であったが、日向と木陰の快適感の差は夏季の方が大きかった。 

 
図 37 SET*、温冷感、快適感の変動 

 
SET*と温冷感の関係では、温冷感が中立となる SET*は、日向で 25℃、緑陰で 25.7℃であっ

た。この値は、ASHRAE で示された快適域 ET*＝22～26℃の範疇であることから、SET*の屋外

への適用可能性について示している。 

 
図 38 SET*と温冷感の関係 

 
 
18 木内 豪：屋外空間における温冷感指標に関する研究，天気，48(9)，661-671，2001 
 
夏季および冬季に、６都市（つくば市、大宮市、新潟市、名古屋市、松山市、大分市）内の市

街地、水辺空間、遠藤、公園、緑陰等の空間において行われた観測・申告試験の事例。観測項目

は、気温、相対湿度、風速、黒球温度である。 
温熱指標と温冷感の関係では、不快指数は関係性が低いが、SET*や TSI、温度負荷量 TL では、

相関性が認められる。 



74 

 
図 39 温熱指標と温冷感の関係（夏季） 

 
 
19 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 
 

1986 年７月 16 日～19 日および８月 11 日～14 日に、福岡にある大学キャンパス内で行われた

観測事例。観測項目は、気温、黒球温度、相対湿度、風速、短波放射および長波放射（上下）で

ある。また、申告試験を快適感、気流感、温冷感、乾湿感、放射感、発汗感について実施し、心

拍数、腋窩温、皮膚温の測定を実施している。 
快適感の申告では、日向では「不快」側の申告が約 90％を占めているのに対して、緑陰では「快

適」側の申告が約 60％を占め、環境の改善効果が示されている。温冷感では、日向では「暑い」

の申告が 65％と多く、暑い側の申告は 90％近くある。それに対して、緑陰では涼しい側の申告

の方が多い。 

 
図 40申告試験結果 
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快適感に対する温熱指標との関係を検討したところ、SET*が最も高い負の相関を示し、屋外の

温熱環境評価に対しても有用性が高いことが示された。 

 
図 41 不快指数および WBGT、SET*と快適感の関係（日向＋緑陰） 

 
SET*について快適感別に累積頻度分布を検討したところ、レベル４と５の平均あるいは中央値

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そうである

ことを指摘している。 

 
図 42 SET*と快適感の関係（日向＋緑陰） 

 
 
20 Kazuo Nagano, Tetsumi Horikoshi, Mitsunori Komatsu, Sachiyo Nara：Application of 

Universal Effective Temperature to Evaluate Performance of Traditional Pine Hedges, 
ICUC8 - 8th International Conference on Urban Climate, 6th – 10th August, 2012 

 
2006 年初夏に島根県出雲市にある築地松周辺で行われた観測事例。観測項目は、気温、相対湿

度、風速、日射量、長波放射量、天空率である。 

 
図 43 観測地点 



76 

日射の ETU への寄与分である ERFS/huでは、地点 C と F の差より、築地松により８℃の低下

が見られている時刻があり、また気温も日射の影響により F の方が高くなっている。一方で、築

地松は風速低下を招くため、ETU で評価すると ERFS/huほどの差は見られないとされている。 

 
図 44 2006 年６月 29 日の観測結果 

（ERFS/hu：日射の ETU への寄与、NUATF/hu：気温の ETU への寄与） 
 
 
21 Sofia Thorsson，Tsuyoshi Honjo，Fredrik Lindberg，Ingegärd Eliasson，En-Mi Lim：

Thermal Comfort and Outdoor Activity in Japanese Urban Public Places，Environment 
and Behavior， Volume 39 Number 5，660-684，2007 

 
2004 年３月 12～24 日および 2005 年５月 16～26 日に、千葉県松戸市で行われた観測事例。観

測場所は、松戸駅前および松戸中央公園で、観測項目は、気温、黒球温度、表面温度、相対湿度、

風速、長波・短波放射量（下向き）である。 

  
図 45 観測地点および観測風景 

 
駅前と公園の観測値を比較すると、駅前に対して公園の方が平均的に、気温で 1.1℃低く、PET

では 1.6℃低かった。 
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図 46 気温および PET の観測値（各日 11:00～15:00） 

 
PETから推定した温冷感からは、公園よりも駅前の方が人の熱負荷が大きいことを示しており、

申告試験においても同様の傾向が認められている。 

 
図 47 申告試験における温冷感と PET から推定した温冷感 

 
 
22 鳥山 敦 , 文字 信貴 , 青野 靖之 , 鱧谷 憲：樹木と天空比が都市の熱環境に及ぼす影響，

農業気象，57(1)，21-27，2001 
 
1999 年８月及び９月に大阪市内で行われた観測事例。観測項目は、乾球温度、湿球温度、黒球

温度、日射量、散乱日射量、風速である。散乱日射量は、直達日射よけのバンドつきの日射計で

測定している。 

  
図 48 観測地点と地点ごとの形態係数（天空、建物、樹木） 
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短波放射量は人体を球と仮定して、短波放射量、散乱日射量、法線直達日射量から算出してい

る。長波放射量は、黒球温度計の熱収支式を用いて、短波成分(吸収・放射)、長波成分(放射)、顕

熱交換量を差し引くことで算出している。この際、顕熱交換量についてはバルク法より算出して

いる。これらの値を用いて MRT を算出している。 
地点 C-1、C-2、C-3 を比較すると、樹木により日陰の形成されている時間の多い C-3 の短波放

射量が少なく、これにより MRT 及び PET の値も C-3 が小さくなっている。 

 
図 49 短波放射量及び長波放射量、MRT、PET の観測値 

 
 
23 藏澄美仁，土川忠浩，近藤恵美，石井仁，深川健太，大和義昭，飛田国人，安藤由佳，松原

斎樹，堀越哲美：屋外環境における至適温熱環境域に関する研究，人間と生活環境，19(2)，
115-127，2012 

 
夏季として 2010 年８月４日～10 月 14 日、冬季として 2011 年１月 27 日～３月 29 日に行われ

た観測事例。観測項目は、気温、湿度、風向・風速、短波長日射熱量、長波長放射量、地表面温

度、水面温度である。その他、各面の立体角を算出するための天空写真を撮影し、人側の要素と

して青年女性の被験者 38 人を対象に、皮膚温度の測定および温冷感・快適感の申告試験を実施し

ている。 
表５ 観測地点概要 
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ETFe と温冷感の関係では、回帰係数を t 検定（student-t test）した結果、ｐ＜0.01 となり、

ETFe が屋外での温冷感の説明変数として有効であることを明らかとしている。バラつきについ

ては、屋外は居室空間よりも自分の意志で場所の選択や注視点の変更が可能である点で自由度が

高く、それにより人体の心理反応に大きなバラつきが生じたとしている。 
また、ETFe と快適感の関係では、ETFe が 35℃程度をピークに、それより ETFe が高くても

低くても快適感申告値は低くなり、不快側の申告をする傾向が見られた。 

 
図 50 ETFe と温冷感および快適感の関係 

 
 
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 
 

2011 年８月１日～11 日に東京駅前の大丸有地区で行われた観測事例では、温熱指標と来街者

の利用人数・利用時間の関係について検討を行っている。なお温熱環境の観測項目は、気温、相

対湿度、風速、黒球温度、日射量、表面温度、放射収支量である。 

  
図 51 調査対象空間 
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８月 11 日の観測結果では、各地点とも SET*は日中に 30℃を越えており、地点⑦A では 40℃
近くに達している。⑦A では MRT が高くなることで SET*が高くなっており、直達日射が影響し

ていると指摘されている。 

 
図 52 各微気象の経時変化（2011/8/11） 

 
温熱環境と利用人数の関係では、他地点より SET*の高い⑥、⑦A では SET*と利用人数の間に

負の相関が確認されていることから、酷暑環境では利用人数と SET*の間に負の相関がある可能

性が推察されている。 

 
図 53 SET*と利用人数の関係 

 
温熱環境と利用時間の関係では、風速 0.5m/s の利用時間が長いことから、夏季の屋外アメニテ

ィ空間では微風が必要であること、SET*では 30℃近傍で利用率が高いことが指摘されている。 

 
図 54 各温熱環境と利用時間の関係 

 
また快適感別の利用時間では、SET*と利用時間の間に負の相関が見られたほか、各申告の中で

最も利用時間の長いサンプルに注目すると、快適＞やや快適＞ふつう＞やや不快、の順に利用時

間が短くなっており、利用時間が SET*に左右されることを示している。 
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図 55 アンケート評価別の各パラメータと利用時間の関係 

 
 
25 植木 丈弘 , 原田 昌幸 , 小松 尚 , 久野 覚：小学校の休み時間における児童の遊び行動と

環境条件に関する研究 : 中庭の年間利用実態からの考察，日本建築学会学術講演梗概集. D-1，
93-96，2008 

 
三重県北部に立地する公立の石榑小学校において、平成 18 年度～19 年度の、夏季、秋季、冬

季、春季のそれぞれの季節で３～４日間行われた観測事例では、温熱環境と児童の校庭や中庭に

おける利用人数・滞在時間の関係を検討している。なお温熱環境の観測項目は、気温、相対湿度、

黒球温度、風速、グローバル照度である。 
黒球温度と利用人数の関係では、校舎内では 40℃付近で最も利用人数が少なくなり、校庭、中

庭ではその逆の傾向が見られている。その傾向は女子児童で強かった。 
中庭における滞在時間では、気温では 25℃付近を頂上とするゆるやかな山型となっている。ま

た、中庭最大風速が 2m/s を超えると、急に滞在時間が短くなっていた。 
日陰選択の指標として「選択の強さ」を下記のように定義し、温熱環境との関係を見ると、中

庭気温が 20℃を超えると日なた選択傾向の強さが弱まっており、夏季では 35℃を超えたあたり

から「選択の強さ」がマイナスとなり、日陰が好まれていた。また、最大風速が 2m/s を超えると

日なたを強く好む傾向が見られた。 
選択の強さ Ｙ＝（ρａ－ρｂ）／（ρａ＋ρｂ） 

ρａ：日なたでの人口密度、ρｂ：日陰での人口密度。Ｙが＋１に近いほど日なたを選択する傾向が強い。 

 
図 56 黒球温度と利用人数の関係 
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図 57 温熱環境と中庭平均滞在時間の関係 

   
図 58 温熱環境と選択の強さの関係 

 
 
 
26 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 

 
2004 年８月２日～６日および 2005 年７月 28 日～30 日に、大阪市中心部に位置する商業施設

の大規模屋上庭園で行われた観測事例では、温熱指標と滞留者数・時間の関係について検討を行

っている。なお温熱環境の観測項目は、気温、相対湿度、風速、黒球温度、日射量、表面温度で

ある。 

 
図 59 測定地点と天空写真 
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MRT は日射の影響を大きく受けており、ほぼ連動している。なお MRT は黒球温度の値から推

定を行っている。SET*は上記 MRT から算出している。緑陰である地点④では風速が弱い影響に

よる体感温度の上昇が SET*で捉えられているが、WBGT では捉えられていない。そのことから、

日射や輻射が支配的ではない状況では、風の影響をより反映できる SET*の方が有効であるとし

ている。 

 
図 60 観測結果（2005 年７月 28 日） 

 
日射量と温熱環境と滞留者数・平均滞留時間の関係では、晴天日における関係性は明確には見

えないが、曇りがちの日では、緑陰空間の地点④の方が解放空間の①よりも敬遠されており、明

るい解放空間が好まれることが示されている。 

 
(a)晴天日                (b)曇りがちの日 

図 61 日射量と滞留者数・平均滞留時間の関係 

 
各温熱環境要素と滞留者数などの関係では、晴天日において、滞留者数・平均滞留時間が日射

量、気温、MRT、SET*、WBGT に対して負の相関関係が見られた。中でも SET*、WBGT とい

った温熱指標の方が分布が明確であった。 
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(a)相関係数一覧            (b) 晴天日における SET*の分布 

図 62 温熱環境と滞留者数などの関係 

 
SET*の経時変化と滞留者数・平均滞留時間の関係性を見ると、SET*の低下と共に、滞留者数

が地点①と④で逆転し、夕方に近づくにつれ、緑陰空間の地点④から解放空間の①へと滞留場所

が移動していることが分かった。 
また、ビデオ撮影も行っており、地点①の解放空間が高層棟の日陰に入る時、17 時頃であった

にもかかわらず、滞在者は着座位置に日なたより日陰を選好しており、気温が下がり、輻射の影

響が小さくなる夕刻でも直達日射が依然支配的であることがうかがえている。 

 
図 63 SET*と滞留者数・平均滞留時間の経時変化（2005 年７月 28 日） 

 
 
27 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 
 
2003 年７月 14日～８月 28 日まで東京都内の４か所の半屋外空間で行われた観測事例では、気

温と滞在時間などの行動指標の関係について検討を行っている。なお温熱環境の観測項目は、気

温、相対湿度、風速、日射量、長波放射量、表面温度（床・椅子表面）である。放射量について

は、６方位（上下及び水平方向４方位）の値を観測している。 
観測地点のうち、地点（T 及び O）は非空調空間であり日射の影響がある。これらの地点にお

ける気温と滞在時間の関係では、25℃がピークとなっており、それ以上の気温では滞在時間は減

少する傾向が見られた。滞在人数についは、気温の上昇に伴って滞在人数が増加する傾向が見ら

れたとしている。 
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図 64 気温と滞在時間・滞在人数の関係 

 
着衣量を見ると、夏期では気温に関わらず約 0.5clo で一定であった。 

 
図 65 気温と着衣量の関係 

 
 
28 鈴木 祥太 , 渡邊 慎一 , 野田 恭宏：室内および屋外における着衣量と気温との関係，日本

建築学会東海支部研究報告集，42，465-468，2004 
 

2002 年１月下旬から 12 月中旬に、愛知県名古屋市に位置する大同大学構内にて行われた観測

事例。観測は週１回程度の頻度で行われ、観測項目は気温、相対湿度、風速、黒球温度、日射量

であった。着衣量および温冷感については申告試験を行った。 
季節別の気温と着衣量の関係では、春季および秋季については、気温の上昇に伴い着衣量が減

少する傾向が示されたのに対し、夏季および冬季においては、気温に対する着衣量の変化はわず

かであった。また、日射量に対しては、関係性は認められていない。 

 
図 66 気温（左）および日射量（右）と着衣量の関係 
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29 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 
 
高温高湿実験室において、温熱環境の違いが作業パフォーマンスに与える影響を検討した事例。

温熱環境は 23℃(WBGT：21℃に相当)、29℃、35℃(WBGT：31℃に相当)の３段階で、被験者は

男子学生８名（平均 22.7 歳）であった。作業としては、棚の解体・運搬・組立を行わせた。 
聞き逃しエラーとして、作業中には５秒に１回のペースで数字の１～９の音声刺激が与えられ

るが、３分に１回のペースで与えられる特定の数字を聞き逃した場合と定義した。聞き逃しエラ

ー率について三元配置共分散分析（温度条件×時間帯×被験者）を行ったところ、いずれも有意

な主効果が認められた。 
解体と組立は習熟の影響が除去できなかったため、運搬時間について解析したところ、35℃条

件で他の２条件よりも時間が長く、時間経過に伴って増加していく傾向があるが、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。 
指示通りに作業を行わないなど、作業中の規律違反との関係では、被験者と温度条件に有意な

主効果が見られ、35℃条件で他の２条件より不安全行動が多かった。 
作業中の自覚的疲労感（４段階 「0：疲れを感じない」～「3：非常に疲れを感じる」）では、

被験者、温度条件、時間帯共に有意な主効果が認められた。 

 
(a)聞き逃しエラー率            (b)運搬作業の所要時間 

 
(c)規律違反の発言数          (d)作業中の身体疲労感 

図 67 温熱環境と作業パフォーマンスの関係 
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30 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 
 
人工気候室において、温熱環境の違いが疲労感に与える影響を検討した事例。温熱環境は作用

温度 25℃、28℃、33℃の３段階で、被験者は大学生年齢の男性 20 名および女性 20 名であった。

作業としてコンピュータ作業を課し、作業前後で自覚症状調べを行わせた。なお自覚症状調べの

各症状群間の順序関係は、一般型（Ⅰ＞Ⅲ＞Ⅱ）、精神作業・夜勤型（Ⅰ＞Ⅱ＞Ⅲ）、肉体作業型

（Ⅲ＞Ⅰ＞Ⅱ）に大別される。 

表６ 自覚症状調べ 

 
 

自覚症状調べの訴え率は、作業前後共に 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。症状群別の訴え率の順序関係を見ると、33℃条件

では作業前、作業後ともにⅠ＞Ⅱ＞Ⅲの順となっており、作業の実施の有無に関わらず、精神作

業・夜勤型の疲労感が生じた。 

表７ 作業前後の訴え率の条件別比較 

(a)男性               (b)女性 
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31 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 
 
環境条件（気温 22℃、相対湿度 45％、風速 0.1-0.2m/s）に制御された風洞内において、温熱

的快適感と生化学物質（アミラーゼ活性、コルチゾール）の関係性を検討した事例。被験者は女

性 12 名（年齢 22.2±0.2 歳、身長 161.5±5.9cm、BMI20.3±1.9kg/m2）であった。実験では、

椅座安静を 15 分間保ち、実験開始 20分後からトレッドミル上で歩行運動（4.5km/h、約 175W/m2）

を 45 分間行った。 
皮膚濡れ率と温熱的快適感には強い相関性が認められ、回帰分析の結果、温熱的快適感の閾値

として全身の皮膚濡れ率 wwhole＝0.20±0.08 が得られた。コルチゾールは温熱的快適感に対して

不安定な値を示したが、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した。 

  
(a)全身の皮膚濡れ率と温熱的快適感の関係  (b)温熱的快適感とアミラーゼ活性値の関係 

図 68 温熱的快適感との関係 

 
 




