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 民生部門のエネルギー消費量が大きく増加している現状が
あり、日本のエネルギー需給の安定のためには、民生部門
の対策が必要不可欠とされている。

 エネルギー消費量のシェアが大きな部門の一つである事務
所建築において、特にそのエネルギー消費のウェイトが高
い空調設備の省エネルギー化を図る上では、熱源機器の高
効率化と共に、二次側の空調方式における居住域空調方式
のような新たな取り組みが欠かせない。

 居住域空調方式では、給気温度を室温に近い設定とするこ
とになるため、熱源機器からの供給冷温水の温度レベルを
緩和することが可能となる。
• 熱源機器自体の運転効率を向上
• 外気冷房等の自然エネルギーを有効活用する期間延長
• 不在時のタスク空調停止による省エネ化
• 熱的快適性と知的生産性の向上への期待、等

研究背景



 事務所建築における従来型の空調方式

• 米国のキャリアによって発案された。
• 室内をできるだけ均質にするための拡散型の吹出し口。
• 定風量（CAV）単一ダクト方式、ダクト併用インダクショ

ンユニット（IDU）方式、ダクト併用ファンコイルユニッ
ト（FCU）方式、二重ダクト方式、変風量（VAV）単一
ダクト方式、ユニタリー方式、等がある。

→ いずれも給気を室内全体の空気と混合・攪拌・希釈し
て一様な環境をつくることにより、熱負荷や空気の汚染質
を処理している。

冷媒配管によるマルチユニット型ヒートポンプ方式等にお
いても、基本的な考え方は変化していない。

「均質な室内環境の実現」を目指した従来方式



 床吹出し空調方式

• 事務所建築におけるOA機器などのケーブル配線のために
設置するフリーアクセスフロア（二重床）を空調空気の
搬送経路として利用する。

• ドイツをはじめとする欧州や南アフリカでまず認知度が
高まり、その後、1980年代後半から日本や米国におい
ても導入が始まる。

• 床下チャンバに空調空気を通し、床面に設けられた吹出
し口から室内に給気して、主に人のいる居住域を中心に
環境調整する方式である。

「非均質型の居住域空調方式」(1)



 置換換気方式（DV）

• 1978年に北欧の溶接工場に初めて採用され、その後、
事務所建築や商業空間でも適用例が増加している。

• 温度成層を積極的に形成することによって居住域を給気
で包み込み、熱や汚染質を速やかに居住域から除去する。

 タスク・アンビエント空調方式（TAC)

• 室内発熱負荷の偏在や、個人差の大きい、居住者の温熱
環境や気流に対する嗜好を満たすために、居住者の直近
の局所環境（タスク域）を効率的に空調する方式。

• 広義 → 「床吹出し空調方式」や「置換換気方式」など
の居住域主体の環境調整技術もこの範疇に含まれる。
狭義 → 「パーソナル空調」を意味する。

「非均質型の居住域空調方式」(2)



• 「居住域空調方式」に関する設備性能、室内温熱・空気環境
特性に加えて、熱的快適性・知的生産性、等のNEBの基礎
データの取得から実フィールドの適用事例における評価まで
を綿密な計画の元に実施し、居住域空調方式の実務設計のた
めの基礎資料を一連の研究として体系的に述べた。

• 床全面から空調空気を吹出す「全面床吹出し置換空調方式」
を開発し、実用化に繋げた。

• 「タスク・アンビエント空調方式」に関しては、タスク空調
方式の環境選択権の付与による自己効力感の増大とそれに伴
う熱的快適性や満足度、知的生産性の評価、及び空調設備を
建築、家具・什器と一体で考えるシステム構築方法、等の研
究課題について、実験室及び実フィールドにおいて検証した。

研究の位置付け



第1章 序章（本論文に関する学問分野の概況、本論文の位置
付け）

第2章 全面床吹出し置換空調方式の研究
2.1 室内発熱と温度成層に関する基礎的実験研究
2.2 全面床吹出し置換空調方式の室内温熱環境及び換気

性能に関する実験研究
2.3 異なる熱負荷条件における全面床吹出し置換空調方

式の室内温熱環境に関する実験研究
第3章 タスク・アンビエント空調方式の研究

3.1 デスクトップ型タスク空調方式に関する実測研究
3.2 個人制御による非等温タスク空調方式が熱的快適

性・知的生産性に与える影響
3.3 実オフィスにおけるタスク空調方式の性能評価

第4章 総括（本論文の成果の意義）
第5章 候補論文リスト

論文の構成



置換換気方式は、吹出し口近傍における居住
者の足元を這う低温の気流に起因する不快感
や、別途暖房装置が必要となる等の課題があ
る。そこで床全面から空調空気を吹出す全面
床吹出し置換空調方式を開発、実用化した。
床全面から給気を低速度で均一供給すること
により、ドラフトを回避して、室内熱負荷に
応じてより大風量の給気が可能である。

全面床吹出し置換空調方式の研究



実際の負荷要素を用いた基礎的な実験を行った。給気風量が増加するに従い、
温度勾配が室内上部まで均一になり、温度成層が上部まで達する傾向にある
ことが確認された。粉塵が拡散せずに居住域よりも上部に押し上げられ、ピ
ストン流に近い性状を示すことを確認した。

全面床吹出し置換空調方式の室内発熱と
温度成層に関する基礎的実験研究

T. Akimoto, T. Nobe, and Y. Takebayashi, Experimental Study on the Floor-Supply
Displacement Ventilation System, ASHRAE Transactions, Vol.101, Pt.2, pp.912-925, 1995



オフィスを模擬した実験室で、壁吹出し置換空調方式、天井吹出し空調方
式と比較して、室内温熱環境及び換気性能を評価した。シミュレーション
において、東京で外気冷房を想定して全面床吹出し置換空調方式を用いた
場合には、エネルギー消費量が34%削減されることを確認した。

全面床吹出し置換空調方式の室内温熱環境及び
換気性能に関する実験研究

T. Akimoto, T. Nobe, S. Tanabe, and K. Kimura, Experimental Study on Indoor Thermal
Environment and Ventilation Performance of Floor-Supply Displacement Ventilation
System, 日本建築学会計画系論文集, 第499号, pp.17-25, 1997.9
T. Akimoto, T. Nobe, S. Tanabe, and K. Kimura, Floor-Supply Displacement Air-
Conditioning: Laboratory Experiments, ASHRAE Transactions, Vol.105, Pt.2, pp. 739-749,
1999



内部負荷が種々の状態で配置された空間
の室内温熱環境及び人体の熱的快適性を
評価した。発熱源の高さが低いほど居住
域の上下温度差が大きくなり、内部負荷
の増加及び給気風量の減少も大きな温度
差を生む結果となった。熱源を集中させ
ても温度勾配は全室内を通してほぼ一定
に保たれた。

異なる熱負荷条件における全面床吹出し置換空調方式の
室内温熱環境に関する実験研究

T. Akimoto, J. Nakano, S. Tanabe, and K. Kimura, Experimental Study on Indoor Thermal
Environment of Floor-Supply Displacement Ventilation System under Various Heat Load
Conditions, 日本建築学会計画系論文集, 第507号, pp.27-34, 1998.5



非等温タスク空調方式であるデスクトップ型タ
スク空調方式が熱的快適性・知的生産性に与え
る影響を検討するとともに、実大建物を対象と
したパーティションに設置したタスク吹出し口
を用いたタスク・アンビエント空調方式に関し
ての性能検証及び竣工後の実建物における各種
性能検証、熱的快適性及び知的生産性に関する
調査を行った。

タスク・アンビエント空調方式の研究



局所空調が望まれる状況下における性能検証のため、被験者を用いた実験
を行った。WS内の空気温度をサーモスタット温度よりも1~2℃低く維持
することが可能であることを確認した。このとき被験者の80%が「熱的に
許容できる」状態であったと考えられる。個人にとっての至適環境を選択
する権利を付与することのできる機能が重要であることが示唆された。

デスクトップ型タスク空調方式に関する実測研究

T. Akimoto, F. S. Bauman, C. C. Benton, and E. A. Arens, Field Study of a Desktop-Based
Task Conditioning System, 日本建築学会計画系論文集, 第490号, pp.35-46, 1996.12

T-TS サーモスタット，
Test 1,3 デスクトップ給気，Test 2 天井給気



実オフィスを想定した環境条件下の体系的な実験を行い、温冷感に与える
影響を考慮することに加え、知的生産性にも着目した。タスク気流曝露に
よって皮膚温が低下し、冷涼感が得られるが、局所不快が生じる可能性が
示唆された。自覚症状しらべの申告結果では、時間と共に訴え率が減少し、
疲労を軽減できる可能性が示された。

個人制御による非等温タスク空調方式が熱的快適性・
知的生産性に与える影響

秋元孝之, 松田順平, 西原直枝, 田辺新一, 個人制御による非等温タスク空調が熱的快適性・知的生産性に与
える影響, 日本建築学会環境系論文集, 第582号, pp.75-82, 2004.8
秋元孝之, 李 晟在, 田辺新一, オフィス空間における非等温気流タスク空調方式の有効性, 日本建築学会環
境系論文集, 第596号, pp.67-74, 2005.10



家具であるパーティションに設置したタスク吹出し口を用いた方式に関し
て、モックアップによる性能検証及び竣工後の実建物における各種性能検
証、熱的快適性及び知的生産性に関する調査を行った。タスク空調方式の
吹出し風向を適切に調節することで、居住者に新鮮空気を給気できること
が確認された。

実オフィスにおけるタスク空調方式の性能評価

T. Akimoto, S. Tanabe, T. Yanai, and M. Sasaki, Thermal Comfort and Productivity —
Evaluation of Workplace Environment in a Task Conditioned Office, Building and
Environment, Vol.45, Issue 1, pp.45-50, 2010.1
柳井崇, 秋元孝之, 実オフィスにおけるタスク空調システムの性能評価, 日本建築学会環境系論文集, Vol.79,
No.699, pp.419-428, 2014.5
柳井崇，秋元孝之, 汎用性に配慮したタスク空調システムの設計概要と基本性能の検証, 日本建築学会環境
系論文集, Vol.79, No.700, pp.525-534, 2014.6
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• 本研究は、居住域空調方式である「全面床吹出し置換空調方式」と、複数種類の
「タスク・アンビエント空調方式」について、基礎研究におけるデータの取得か
ら、応用研究となる実フィールドの適用事例における評価までを綿密な計画の元
に実施して、その成果を体系的に整理したものである。

• 得られた成果は、省エネルギーで健康、快適な事務所建築に不可欠な建築設備的
アプローチ手法である居住域空調方式の実務設計用基礎資料として広く活用され
ることになれば幸甚である。

おわりに

謝辞
• 本研究の実施にあたり、長年に渡ってご指導・ご助言を頂きました先生方をはじ

めとする多くの皆様に心より感謝致します。

• 本研究の成果の大部分は、所属していた清水建設株式会社、カリフォルニア大学
バークレー校、関東学院大学、また、現職の芝浦工業大学において得られたもの
です。実験・実測・シミュレーション、等のご協力を頂いた共同研究者の皆様、
学生諸君に深く感謝の意を表します。

2017年4月 芝浦工業大学 秋 元 孝 之


	居住域空調方式の�室内温熱・空気環境特性の評価に関する研究
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16

