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1章

序論

1. Introduction

本研究はシックビル問題や学校の保健安全問題の背景の下、建築
空間に居住する人間の知覚および作業効率を用いて空気質・温熱環
境の評価を行う手法を、実験・調査によって考察したものです。人間の
知覚とは、臭気強度、温熱感、許容度等の申告であり、作業効率とは
事務作業だけではなく、病欠や事故の発生も含んでいます。
The method, which evaluates indoor air quality and thermal environment by using occupied
human perception and productivity, was discussed with experiments and researches in the
context of sick building syndrome or school health and safe problem. Perception includes
perceived odor intensity, thermal sensation, acceptability, and so forth. Productivity includes
not only performance in office work but also occurrences of absenteeism or accidents.

2章 室内空気質の把握とその人間の知覚への影響
2. Quality of indoor Air and it’s impact on human perception

2.1 人間の嗅覚に基づいた空気汚染評価
2.1 Assessment of Air Pollution based on Human Olfactory Sensation

欧米において、シックビル症候群が問題視され、人間の知覚を用いた
室内空気質評価が必要となりました。Fanger教授によって提案された
知覚空気質評価単位olf, decipolが日本においても使用できることを確
認し、必要換気量算定、空気質分布評価、建材評価に適用しました。
Since some countermeasures were needed for Sick Building Syndrome in 1980’s,
units for perceived air quality, i.e., olf and decipol, were proposed. In this section, the
above units were used for ventilation requirements etc.

2.2 建材による化学物質空気汚染の評価
2.2 Assessment of Chemical Air Pollution Emitted from Building Materials

建材から放散される化学物質（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞや揮発性有機化合物）の
放散量の経時変化を、実験結果を用いてモデル化しました。また化学
物質の経時変動と知覚空気汚染物質の経時変動の差異を実験によっ
て求め、無垢の木材から放散されるテルペン類化学物質と空気中のオ
ゾンとの反応により超微粒子が精製されることを確認しました。
Time series chemical emission rates from building materials were modeled based on the
experimental results. Ultra fine particles were produced by chemical reaction between
terpenes from natural wood products and ozone .
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2.3 VOCsによる体臭空気汚染評価
2.3 Assessment of Bioeffluents Air Pollution with VOCs

CO2濃度が体臭空気汚染の指標とされていますが、CO2は体臭成分で
はありません。そこで、体臭成分であり、体臭空気汚染度の指標となる
VOCの検出を試みました。在室人数の多い教室、会議室、実験室にお
ける実験の結果、 2‐Ethyl‐1‐Hexanol、Nonanal、Decanal、Nonanalが臭
気強度との相関が得られました。
CO2 concentration has been used as an index of bioeffluents air pollution, even it is not a
constituent of bioeffluents. Therefore VOCs detected occupied indoor air was analyzed for
determining perceived constituent.
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3章 空気質・温熱環境がパフォーマンスへ及ぼす影響
3. Influence of Air Quality and Thermal Environment on Performance

3.1 一位加算作業を用いたパフォーマンス評価
3.1 Assessment of Performance with One-digit Addition Task

空気汚染が在室者のパフォーマンスへ及ぼす影響を、一位加算作業
を用いて評価し、一位加算計算の経時変動である作業曲線パターンに
より、被験者の覚醒度・疲労度を考察しました。また、金銭的なインセ
ンティブによるモチベーションがない作業状態で、低温の温度環境によ
る覚醒が作業パフォーマンス上昇へ及ぼす影響がみられました。
The pattern of one‐digit addition task was used for guessing subject’s arousal and tiredness
who performed in sir‐polluted room.
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4 8 3 7 7 8 7 4 8 8 4 4 6 ･ ･ ･
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90 numbers in random order

3.2 記憶テストを用いたパフォーマンス評価
3.2 Assessment of Performance with Recall Test

被験者の記憶度合いを用いて異なる室温条件における環境評価を
行いました。29℃の室温である条件Aでは、22℃の室温である条件Bよ
りも、知覚空気質、集中のしやすさ、疲労感、覚醒感等に関するアン
ケート項目において、不快側の申告をしていました。パフォーマンスで
は、難易度の比較的高いテスト問題において、覚醒度の高い22℃の
条件Bの方が29℃の条件Aよりも高い正解率が得られました。しかし、
実験条件の長期記憶（一ヵ月後、三ヵ月後）への影響は明確ではあり
ませんでした。
Performance in different thermal environment was
assessed with subject’s recall test. Subjective assessment,
e.g., tiredness, arousal, and easiness of concentration, in 29
deg C condition was worse than those in 22 deg C.
Performance of recall test in 22 deg C condition, which
might have produced higher arousal level, was higher than
that in 29 deg C. However the arousal impact was not
found in long time duration, i.e., one month / three months
later.

3.3 作業の速さと正確さによるパフォーマンス評価
3.2 Assessment of Performance with Task Speed and Task Accuracy

25℃および28℃の2種の室温条件および交通騒音発生有無の2種の
騒音条件の下、被験者に四則逆算作業および表計算作業を課し、作
業処理速度と作業精度を調査しました。騒音発生のない条件では、四
則逆算作業という機械的な作業の処理速度は25℃条件の方が28℃条
件よりも速く、その正解率には室温の差異の影響がありませんでした。
表計算作業では28℃条件の方が処理速度が速く、また正解率も高く
なっていました。四則逆算という計算作業に比べ複雑な作業である表
計算作業を行うには25℃よりも28℃の方が適当な覚醒レベルであった
と考えられました。
Four arithmetic backward operation task (task A) and spread‐
sheet task (task B) were used in different temperature levels
from the point of view of task speed and task accuracy. It was
found that the higher the temperature, the lower the work
speed, but not accuracy of task A. A relatively high temperature
had an adverse influence on the performance of task B.

4章 空気質・温熱環境の実態と安全性評価
4. Measured Indoor Air Quality and Thermal Environment and Safety Assessment

4.1 住宅の居住状態と空気質・温熱環境
4.1 IAQ, Thermal Environment, and Occupied Status in Dwellings

実際の集合住宅において、居住者の在室状況調査と換気量・温湿度
を同時に行いました。居住者が窓扉を閉めた期間で計測される各住戸
の平均換気回数は約1.5回/時、窓扉の開閉がある昼間に測定される
換気回数は5～43回/時と住戸毎に大きな差がありました。昼間は窓を
開放するため換気量が増し、夜間は窓を閉めエアコンを利用するため
換気量が減少しており、これに対応してトルエン等価のTVOC（総揮発
性有機化合物）濃度は昼間に低く、夜間に高くなっていました。
The occupied schedule, indoor temperature, relative
humidity, ventilation rate, and TVOC concentration were
measured in a really lived multiple dwelling house. While
the basic ventilation rates (infiltration) were almost the
same, there were large differences in the behaviour‐influ‐
enced ventilation rates. The total ventilation during
daytime was large, and the TVOC concentration during
night‐time was high because of occupants’ behaviour
pattern.

4.2 学校における空気質・温熱環境の実態
4.2 Status of IAQ and Thermal Environment in Schools

冷暖房設備をもたない３つの小学校にて温熱空気環境実測を夏季・
秋季・冬季に行いました。夏季、秋季は窓を開け放ち、開放的な居住
状態であったため、教室の換気回数は約18回/時であり、冬季の窓・戸
を閉じた状態では、平均して1回/時の換気回数でした。1年以内に改修
された教室では、夏季において塗料由来と考えられるVOCsの濃度が
高くなりました。また、首都圏の１つの小学校の普通教室において冷房
導入前後の夏季の空気環境実測、アンケート調査および欠席率調査
を行いました。冷房導入後の夏季教室平均CO2濃度は1231ppmであり、
冷房導入前の中間期の自然換気状態と比べると、濃度は約1.8倍と
なっていました。冷房導入前後の児童の夏期病欠率オッズ比に有意な
変化はありませんでした。
VOCs concentrations and ventilation rate were measured in schools without air conditioning
system. Air‐change rate during summer and fall with windows open was high at 18 h‐1, and that
during winter with windows closed was at 1.0 h‐1. Concentrations of VOCs emitted from paints
in newly repaired schools were very high. CO2 concentration, temperature, relative humidity
were measured in a school before/after installing air conditioners. The significant difference in
the odds ratio of absenteeism was not found before/after installing air conditioners.

4.3 行政データをエビデンスとして用いた学校空気質・温熱環境
の安全性評価
4.2 Safety Evaluation of IAQ and Thermal Environment in
Schools with Administrative Data as an Evidence

日本スポーツ振興センター（JSC)の学校管理下事故データを利用し、
事故発生時の屋外気象データとの関係を求めました。冷房設置率に
大きな差がある東京区部と東京市部を比較すると、冷房設置率の高い
東京区部の方が事故発生率が低くなりました。また、小中学校におけ
る熱中症発生と環境温度との関係を調査したところ、WBGTの上昇に
対する熱中症発生リスクの増大が著しいことがわかりました。さらに、
高温下の体育館における環境温度の熱中症発生への影響は校庭と
同等であることを確認しました。
行政データである、ある区の小中学校冬期空気検査結果を用いて、
CO2濃度、空気温度、相対湿度に関する考察を行いました。その結果、
計測したCO2濃度が基準超過している割合は、小学校で30.5％、中学
校で58.5％でした。
The data of accidents occurred in schools were obtained from the NAASH (National Agency for
the Advancement of Sports and Health) linked with meteorological data were analyzed. The
administrative data for indoor air quality in schools were investigated as well.

