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研究の背景	
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� 省エネルギー・熱環境改善のための建物の気密化 
　　　　　　　　　↓ 
� シックビルディングシンドローム、シックハウス問題 
　　　　　　　　　↓ 
� 計画的な換気設計の重要性 
 
� 本研究が目指したもの： 

建築技術者が容易に換気設計を行うことができる室内
空気質の評価に基づく換気設計法の確立	



換気設計の要件	
2	

1)  室内空気質の予測と評価に基づいて換気性能の評価
が行えること。	

2)  合理的で簡便な実用的空気質予測手法が確立されて
いること。	

3)  空気質予測の境界条件として室内の流入出外気量が
正しく予測されること。	

4)  快適な空気質の要件として、室内のにおいの評価を行
えること。	

5)  周辺の外気の空気環境を考慮した設計を行うことがで
きること。	



合理的で簡便な実用的空気質予測手法の確立	
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� 濃度分布モデルの開発 	
¡  床吹き出し空調の換気性能予測モデル 
¡  置換換気室内汚染物の鉛直濃度予測モデル 

� 空気齢を用いた評価手法 
¡  タスク・アンド・アンビエント空調を導入した事務室における室内気

流特性と換気効率  
¡  自然換気併用空調を有するオフィス室内における温熱・空気環境

形成メカニズム  



床吹き出し空調の換気性能	
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� 人体から発生する汚染質の室内鉛直分布予測モデル	

円形開口から吹き出す場合の室内の濃度分布の計算モデルを 
確立した。	



モデルの予測精度検証	
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置換換気システムの換気性能	
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� 人体から発生する汚染質の室内鉛直分布予測モデル 
¡  壁面に沿った上昇・下降気流を考慮	



モデルの予測精度検証	
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空気齢を用いた評価手法	
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� 自然換気を利用したタスクアンビエント空調 
�  「給気口別局所空気齢」によるタスク給気の分配性能評価	

パルス法を用いた給気口別局所空気齢分布	



換気効率指標SVE4の実測手法の提案	
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�  トレーサーガスパルス法を用いた換気効率測定法の開発	

タスク+アンビエント空調	

タスク+自然換気	



空気質予測の境界条件としての室内流入出外気量 	
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� 単一開口を有する室の風力換気量の計算手法の定式化 
  
� ウィンドチムニー・腰屋根による鉛直換気設計法 

� ボイドを有する超高層建築の換気性状の計算法 

� ソーラーチムニーの換気性能評価法	



単一開口の風力換気計算法	
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� 単一開口を有する室の風力換気量を窓前風速から簡易
に計算する手法の提案	

風洞実験	

混合層理論	

単一開口換気における換気量Qは、
以下の式で算出できる。 
 
	
　ここで、 
C : 定数* [-] 
Q : 換気量 [m3/s] 
UW: 開口前壁面風速 [m/s] 
	
* Cは実用値としては0.06を用いる。	

Q = CAUW



ウィンドチムニー・腰屋根による換気計算法	
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� 換気特性曲線による換気計算法の提案	

pc : ネック静圧 [Pa]、Q : 開口部換気量 [m3/s]、VL: チムニートップ周辺風速 [m/s]、θ: 風向角 [°] 
ρo: 外気の密度 [kg/m3]、ρo:チムニー内空気密度 [kg/m3]、hc: チムニーネックからのチムニー高さ [m] 
CL : チムニートップ位置での局所静圧係数[-]、V: 上空風速 [m/s]、f : チムニーの特性関数 	

pc = f Q,VL,θ( )− ρo − ρi( )ghc +CL
ρo

2
V 2



ボイドの換気量計算法	
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� ヘリポートを有する超高層建築のボイド換気量の予測	

風向と換気量との関係（測定値と計算値）	



ソーラーチムニーの換気性能評価	
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� ソーラーチムニーの換気量計算手法	

ソーラーチムニーの熱収支モデル	
レイヤーの分割	



快適な空気質の要件としての室内のにおい評価	
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� においの評価方法について   	
¡  嗅覚測定法における臭気の認識によって生じる心理学的バイアス 
¡  臭気の官能試験におけるパネル評価の信頼性と統計的特性  

� においの特性について 
¡  嗅覚閾値の非定常応答に基づく嗅覚順応モデル   

� 屋外環境のにおい評価手法 
¡  生活環境のスメルスケープによるにおい評価 



におい評価のバイアス	
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� においに対する心理的バイアスが評価に与える影響	

臭気濃度と非容認率との関係	

畳のにおいでも、生ごみのにおいと言われると非容認率が劇的に上昇	



パネル評価の信頼性	
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� パネル評価の非容認率の95%信頼区間を２項分布より
理論的に誘導	

←非容認者数→	

パ
ネ

ル
数

	

パ
ネ

ル
数

	

様々な心理評価に適用できるチャート	



嗅覚順応の予測モデル	
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� 単位パルスに対する応答係数とWeber-Fechner則によ
り、嗅覚の順応過渡過程を評価するモデルの開発	

モデルによる計算の精度検証	

時間と臭気強度との関係	



屋外におい環境の評価法の開発	
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� においマップの作成によるスメルスケープ評価	



おわりに	
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�  室内環境の評価の観点は、知的生産性や健康性など、ますま
す多様化しており、建物への省エネルギーの要求もますます高
まっている。換気設計法に関する研究の必要性はまだまだ高い
と考えられるため、引き続き研究を進めていく所存である。 

 
 
�  本論文をまとめることができたのも、ご指導、ご鞭撻頂いた先生
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