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          An Examination of the1XSCOMFORrc INDrcX

                                         KaniChiro IBAMOWO
                                         Yasunobu NIS}{I

   In summer ndme the word iiDISCOMFoB.w Z}KfDl£>< (D.I) t' is weH
used on joRmalism to exDress hot and muggy disComf･ortablp.
feQllngs.
Iut inhQ authors think that th.-e ])ISCOMFORT INDtsX is not
reliable as an Mdex ol wa:mth.

Tbe reason £or saytng this is tba£ huTnan 'bhermal sGnsa'tlon
is mainly. in£･ luencQd wlth ffoUowMg Ca,uses, that is a.ir
temp-erature, air movemgnt, surroilndlng wa.ll te,moAraturre,
humidity, clothlng n.nd work amount. But thQ DISQ'OMF:ORW INDKX
merQly. Consists of simp, le eomabina.tlon of air temperaZure and
humldlty as shown in Eqs. (1) and (2>.
   [Vhp･ DISCOMFOR]] INI)EX bose no't taka a.eCount of Coollng
efleeZ of arkr movement, rAdiant hea.t 'bransmissthon and the
oehQr CausAs.
   In the windless enviroximent the value of I).i CloseMy
resemble to EtAGLOU'S EFFKCTIVE WKMPifRATUIRzz exDressed in

'FahrenhelL as shown in ffig.1,.
   While mants body tp.mp" erature is about 100 F (historlCa.lly.
96 F), so whQre E]TFIZC[ifIVE [P]IMPEBA[PUem is 1OO Fi veo hea.t

exchan.nye is donQ bet}ween body and surroudlngs exCeDt speclal
oCCasion. rohen men feel the ho`L'test and wUl glve full
marks, i.e. IOO phoints, for thgir disComfortnble feellngs.
In the lower range tha]t D.I 70 (E.ll 70 ]T) nobody feals

dlsCom£ortable hotness, then 70 P. oints are failure mark for
disComfort.

Tbis kind of numerlCal method ±s easy to understand for

aje rescewnjI¥scpa igtw

,ts,ua Jk#eepa±xeigeptt!
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　琵　は　し　が　き

　夏になるとジャーナリズムの解説記事などで不快掬数という書記がもてはやされるようになる。や

り切れない暑さを表現するにはいかにもびつたりの言葉ではあるが，我々はこの言葉を盲目的に嗣い

るのではなく，その持つ意義を根本に戻って考えてみることも必要なことであろう。

　不快詣数という書葉は1959年，米国の気象局が天気予報に用いたことにより広く知られるように

・なった。しかし人間の体感温を表す濾熱指標としては雰常に大まかなもので不完全さをまぬかれない。

　人心の体感温を支配する外的な要素として少くとも次の4つは除外できない。すなわち，人体から

の対流熱伝達に関与するr気温」，「気流」，ふく射熱伝達に關与する「平均周囲壁温」，及び蒸発に

関尋する「気湿」の4つである。また人体側の要素としては，人体の発熱量を規定する「作業量」，

及び放熱経路にあって抵抗として働くr着衣量」の二つも除外しては考えられない。

　過去数十鷹に亘って多くの温熱振標が発表されてきているが，ほとんどのものが一上記の要素のうち

2つ，5つ程度の組合せによつて成立っているにしかすぎない。不快指数もそのうちの一つであり，

単に「気撮」及び「二三」のみの組合せにより成り立ち，その構成の単純さからしても時代に逆行す

るかの感があるが，その単純さがかえって普及の磁となったのであろう。

　なお汐25年にG。P．Yaglouにより発表され現在まで広く贋いられている有効温度（Effe

Ctlv《曽e狸DR∂もure鷺．Tと匿各す）は気温，気湿，気流，及びそれぞれ2種類の作業量と着

衣量を変数として考えているが，ふく射については考慮を払っていない。ちなみに筆者は熱伝達論の

立場より対流，ふく射，蒸発による熱伝達に加えて，着衣量，作業量を変数とする温感線図を完成，

更に観究を進めている。
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2　不快指数の定義

　不快旛数（DisComfort　工設dQ）（D．王と略す）は乾球温度及び四球温度の組合せにより次式

で定義される。

　　　　　　　　　D　．工＝0，4（田d十Tw）一ト15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　1〕

　　　　　　　　　又は

D．工竺0．72（td十もw）十40，6

但し D。工

？d

mw
七d

もw

：　DisCO聡fo工’七　1腱Ldex

：　Dry　Bulb　Te窟｝peTa七ure

：WeもBuエb田鋤P㊥ra七urq

：　Dry　Bulb　『remDer縦七ure

：WeもBu工b〔re1n℃era加re

〔2〕

〔（物

〔㍗〕

〔り〕

〔℃〕

　臼〕式又は〔2〕式の関係を図に表わしたものがFig．1，である。　Tw（もw）は相対湿度に換

算して表わした。同一図上にY撤唄O鷺の有効温度図表より（無風安静時，上半身裸体）各温湿度に

おける有効温農をプロソトしてみた。
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Fig。て，不快指数と有効温度の類似性

　Figj，を見ると明らかなように不快措数と華氏で表わした有効温度は全域では一致しないが，

それぞれある絹対湿度において臨線は交り同一の値をとる。〔て〕，〔2〕式における係数は物理的な

定数ではなく，不快指数が有効温度と類似した値を持つようにあてはめた係数であると思われる。

　ここで不快指数の値と人間の暑さの感覚との関係をTab　l釧に示す。

　さて人里の体温（57℃）を華氏で表わすと98．5㍗となり（歴史的には96rF＝12×8）ほぼ

100。刃と考えてよい。乾湿球温度が共に｛00『F（すなわちE．T　100。F）を指すような環境に

あっては，冷壁や特殊な状態を考えぬ限り，体よりの放熱は行われなくなり普通の意味ではこれ以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一11一一
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苛酷な条件の下で生活することは考えられない。

・・，G。m，。。・、。d。xi。。rG。n、。、。。f　D、。＿，。。、。。、。。ers。。％

十・・

72

75
77
85

　　　　2

　　　　9

　　　65
　　　95

Tabユe　ち　不快旛数と感覚の関係

　この点の暑さの程度をもつて満点と定め，不快措数100とする。すなわち不快さが犯。点満点であ

る。Table　1をみればD・工85～旬0ではほとんど全員が不快さを訴え，不快さでは優の部類にλ

る。D．工70以下では不快を覚える老はなくなり，つまり不快さでは落第点ということになる。

　暑さのこのような表わし方は掘常の経験からいっても直感的な判断の基準を与えおもしろみがある。

しかし不快指数は解りやすいことや求めやすいことなどの利点と裏腹に致命的な欠陥も有している。

　これは気流およびふく射を全く考慮に入れていないということで，たとえ同一の乾湿球温慶を示づ

環境であっても気流や，強いふく射源の存在によって外昇の人体に与える冷蜘力は大由に異り，同一

の不快指数を示していてもそれぞれの温感には隔りが生ずる。なお後になってから気流の存在すると

きには幅数の値を減ずるという苦しい修正がなされている。

　3　平均皮磨温と有効温度，不快指数の関係　　　　　　　　ジ

　G．P．YaglOuは194ア年，有効温慶は常温域では湿度の影響を過大に評価しているという経

験的事実に対しそれを認め，有効温度の修正について提案を行っているがこのことはあまり知られて

　　　　　　　　4）いないようである。

　発汗を行っていない人間の平均皮膚温と温感の間に高い相関関係のあることは。古くはGag駕e，

Hardy＆DuBoisらによって認みられ，またY’a嘩Ou＆Mqss◎rは一1ひ）28℃（夏及び

冬）の発汗の行われていないような気温域で適量の着衣状態にある（衣服重量28℃のとき45gr

から一董℃のとき8．2Kg）人間の温感と着衣下平均皮膚温（T）uBoisの方法により17点の平均値）

について実験を行い広範囲に亘ってこれらに高い相関関係のあることを認めている。その結果等平均

皮膚温線をもつて温熱指標とすることを提案しているが現在までこれ以上の詳しい報告はなされてい

ないようである。なお筆老の温感線図は平均皮膚温を温熱指標として採用している。実験結果を引用

してF主g。2，に示す。

　Yaglouはある一定平均皮膚潟（快適時にて55～54℃）を与える種々の温湿度の組合せからな

る環境が等温感を与えるという前提の下に，同一図上に等平均皮膚温および等有効温度を一与える環境

条件をプロットとし両考の比較を試みている。この試みは有効温度がはたして等温感を与えているか

どうか，また問題の湿慶の影響をどの程度過大に見積っているかの判断に有効である。

　筆者は不快指数が温感とどの程度の柑関をもつかを推測するため，さらに同一図上に等不快指数線

を書き加え比較を試みた。ただしいずれも微風時（歪5～20α沸eC）に限って話しである。
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Fig．2，平均皮騰温と温感の関係
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Fig。5，平均皮膚温，有効温度，不快指数の関係

　Fig．5，をみて明らかなように平均皮膚温線が等温感線にとって代るものとするなら，有効温度

は高湿のときプラス側に，また低湿のときマイナス側に湿度の影響を見積っていることがわかる。ま

た不快鮨数はその傾向が更に大きい。
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　このように考えれば不快捲数は気流のほとんど存在しないところにおいてさえ偏差をもつものであ

ることが解ったのであるかへまじ（かなりの気流わ塘在する環葦鷺や強いふく射熱授受のある環境では不快

撞数をもつて温熱性をうんぬんすることは非常に危険な試みであるということが書えよう。ついでな

がら常温域で澄度が温感に全く影響を与えないものとするなら等温感線はFlg．5，において水平な

平行線群となる。

　なお不快指数は寒さの温熱措標とはならないことを付書しておく。

　4　あ　と　が　き

　不快詣数が温熱振標としてどの程旗の正当性を薦するかを，いままでに発衷された有効温度および

平均皮膚温法と比較して検：討を試みた。その結果不快指数は直感に訴えて理解し易い，容易に求め得

るなどという利点を有しているものの，人体からの放熱に大きな影響を尊える気流やふく射について

は何んら考慮を払っておらずその構成の単純さからいってむしろ時代に逆行するかの感さえ与える。

とのよ服て不快鮨数は温熱指標としては，正確さの点でかなり不完全なものであるとい弓ことが解った。

　不快回数を実際に温熱指標として用いる場合も，対象が例えば室内のような気流の一定した，かつ

塒に注意すべきふく射源のない所など使用範囲がかなり限定されるだろう。

　なお米国において甑sCo1nfOrt　工ndex　なる名称は観光地などで営業上障りがあるというこ

とで〔碧emp自ratu瀞e－Humid錨y工rしdexという味気ない名称に変更されたとのことである。
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