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An ffxaminatlon Of The OORRECWewD ffffFffOTIVIZ TEIy[PffRAI][IHE INDEX

                                     Kan'ichiro !BsuOTO
                                     Yasunobu NISHI

                      Synopsis

 RecenSly the "COI{REC[gUD EFFECI]IVI: [I?EMIE)scEULll]UBE INDEX", which

was presenied by H.M.Vernon & O.G.Warner m 1952, is used for
evaluatlng the collditions of thermat envkronment.
 The authors tried to examliie this index wzth the heat
transfer theory and found out a few defects.

 One of them is caused by the size o£ GLOBE TIIERMOMEWER.
Eq.4, indicates the gleobe thermometer temperature. In thls
equatioR tbe 'ictoi' is dependent on the size of globe thermo-
meter, as shown in Fig. I.
 We conclude that the normaily used globe thermomGter, ehat
ls ts cm m diameter, is too smail for proper measuring
instrument of the thermal sensation and the equivalent

sphere o£ human body on the thermal property is about 40 cm
in diaraetey.

So if one uses the new giobe thermometer, 40 cm in diameter,
he wzlM gee proper correoted effective temperature showmg
in table I. But in sp2te of using this theoreticak method

±t dose not mean that the corrected effectlve temperature
index is a rainonal index.
 ffacing to the basig YAGLOU reported that the effective
temperature overestimated the influenoe of the humadity and
new Mdex must be proposed.
So the limit of this index wlll be apparGnt.

tw ee*ecnjxe#ssastwNxki
dwtw Jfce#wangthscu*th
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　り　序　　言

筆者らは人体からの放熱を熱伝達論の立場から解析し体感温を工学的手法で定：量的に表示すること

を試み，すでに温感線図を発表したが9，さらに環境の湿度が湿性放熱に及ぼす影響を定量的に組込

むべく研究を進めている。それに付随して過去に発表された各種温感指標の分析も合わせ行なってき

た。勿，の，勺

　ここで近蕪，特に室内環境学の分野で過信されている修正1有効温度（GQrreGted冠ffeGtユー

ve　Temperaもure略して○．E．蟹）について検討を試みたのでその結果をここに報告する。

　2修正有効温度

　1923年G．P，YA〔｝LOUらにより発表された有効温度（罵ffec七1ve　Tiempera七ure

加dex）はふく射環境について1まふれていないが，実際問題としてはふく射の効果を無視するわけ

にはゆかないことが多く，これをふく射環境にも拡張使用する目的で修正有効温度が提案された。

歴史的にさかのぼれば1952年英国のH．M。丁旭RNON＆○。α．WAR双建Rが当時の支配

的温感指標であった乾球三度，湿球二度，さらに彼らの所産である修正有効温点と人体の生理反応に

ついての相関を生体実験を基に検討を加えたのが始まりと思われる。5）

VERNONらはふく射を導入するためVER．NON自身が1950年に考案のした直径15翻のグロ

ーブ温度計の示度を乾球温度の代わりに用いることを試みた。すなわちVERNONの：方法はYA（｝LOU

の有効温度図表の乾球温度目盛にそのままグ隷一ブ濃度計の示度を読み替え，さらに湿球温度が

四丁鋸（下降）した・き溺盤・・静劔螺（下降）す・・いう麟より仮想の麟

温度を求めそれを代入する。（湿球温度が断熱飽和温度であるとする湿り空気線図上ではこの様な関

係は成立たない。データーを分析すれば相対湿度をA湘OTの式を基にして求めていることがわかる。）

　VERNO㌶はしかるべく修正を行なった修正有効温度と生体の生理反応の間に相麗のあることを報

告している。なお，この実験において輻射の強さは気流20～50翻／860のもとでグローブ温度

と乾球温度の差が最大1．5（紹9　（り），平均してα5（紹9　程度でふく射壁としての効果は微少

な環境である。

　しかるに歪950奪米国で修正有効濫回り（Egu■valen七鷺ffec七エve　7empera七ure

OQrreG七ed　for　RadユatiQn）として乾球温度にはVERNONと同じく直径15翻のグロー

1）射場添勘市郎；温感についての工学的研究とその暖冷房への応用　　　1956

2）　　同　　上

5）射場本勘市郎，西　安信；不快指数の不解性，衛生工学　N郎0　1965　p9
4）漿場本勘市邸，西　安儒；温熱環境の試作測器，衛生工学　醐9　窪964　p55　など
5）　Veエ’丑on，　H。駁；War血θr，σ．G；The　工篇二£ユUe篇Qe　of　もhe　H蔓皿idity　of

　the　Air　Q丑　σ哉P哉oiもy　fQr　Work　at　High　Te王uperaもuresJour且破ユ
　of　Hygie丑e。　Lo銀dQn　Vo工。32　451　　1932
6）　Veエコ｝on，　H．駈；｛Phe　1頭e乱8ure皿ent　Qf　Rad乏ant　Heat　i並　Relatio獄　㌻o
　Huエaaユユ　σOI【Lfo〕et．　了びPhy8ioユ．　P工・oc．　Vo工．70　歪950

7）　A：ロθriGan　：ro疑工ぬaユ　of　P斌bエic　Heaユカh　艮nd　Natioゴs　Hθaユth，

　YEAR　800K：Vo1．4〔〕　1950　P145

一2一
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ブ温度計の読みを，さらに湿球温度には鵡当湿球濫度（Equlvaleロt　We七BUIb田empe－

rature）として絶対湿農一定のまま丁丁がグローブ濃まで上昇した時に示すべき仮想の湿球温度

（Fig。6参照）を読み替えて騨・る様定めてある・その後・我国におけるこの分野の参考書にほ

この手法を引用してある岬

3ふく射計としてのグ日一ブ温度計の意義

グローブ濃度計を空気中に放置したとき，グローブ温度，周囲空気及び周壁との間には次の方程式

が成立つとされている。

　田P譜日eg＋257πα遠一日a）

　但し賜：平均周壁温　〔℃〕

　　　　㌦：グ・一ブ醸〔窃
　　　　τ　：気　　流　　〔恥／8θo〕

　　　　田a　：気　　　温　　　〔℃）

（上式は直径15伽のグローブ温慶計についてのみ適用）

（1）

ここで上式とは割にグローブ温慶計と周囲との間に熱平衡式を立ててみると

　　　　　　　α・g（賢］9」でP）＋α・g（密9闇聖・）一〇　　　　（2｝

　　　　　　．㌦　　　田P＝二田ε；＋αlcg／αエ「9　・　（田9－Ta）　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

　　　　　　　又は

田9離
αlcg・雪コa＋o二rgρ田沿

　　　　　　αcg　　＋　　αrg

但し　α・9・対流熱伝達率　〔腿／油・の

　　　　αrg　：ふく射熱伝達率　　〔鯉／ガh。c〕

　suffix：9：globeを意味する

14）

球の外面の熱伝達率αcはRANZ＆M八RSHA．Lしによる次の関係式から求められる。9）采
　　　　　　　　　　　歪　　　　1

　N1ユ鑑2．0十a6Pr三5　・Re　2

但し　蕪u：N職sse！七　Number

　　　Pr：Prandも：L　　Number

　　　Re：ReynOlds　Number

⑤

⑤式に示す様に対流熱伝達率αcgは球の寸法及び風速によって大きく左右される値であり，たと

え風速が同じであっても球の直径が違えば巾広く変化する。その関係をFig．窪に示す。

8）日本建築学会編；建築学便覧　p1401　手956　丸善　など
9）　刷本機械学会編；伝熱工学資料　P41　で962
　　球外面の対流熱伝達率については諸氏の実験公式が鍵案されている。末尾のAPPHND工X　に主
　　なものを掲げる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－5　一
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Fig．1，球の対流熱伝達率

　　　　GQeffiGient　of　Heat
　　　　between　Spheres　a麗

雪eransfer
Air

このことより㈱式にて示されるグ

ローブ温度計の示度は，気温Ta，

周壁温田pおよび気流ηが与えら

れても球の寸法が違えばFig。2

に示す様に変化する。岡様に球の

寸法を國定したとき，気流と示度

の関係をFig。5に示す。　Fig．

1から知れる様に球の寸法によっ

てふく射効果の現われ方が違って

くるのであるから，直径鷹5伽の

グローブ温度計がふく射を評価す

る温感計器として夕飯かどうかと

、・うことが問題となる。　（直径

15αηの由来をさかのぼれば

VERNONは手許にあった浮子を

利用して製作したと聞く）

　グローブ温度計の示度から直ち

にふく射の影響を人体と同等に表

わす様な，理想的には入体に等し

い形状の，かっ同～のふく射率な

醤20

暑ど
婁

罫

藁1。

0

　　轟隔

、惣伽　詞

鍔
φ40

避’傷♂

W1〃4　SP8綴　05％ど、

酔・5．o〆晩ε

報諾／5と

万＝タヒ

0 ！0　　　　　　　20ピ
　Ala　T殴｛P無くA宏UR呂

Flg。2グローブ温度計の寸法と示度の関係

　　　　　Relaも］．On　beもween　（｝lobe

　　　　　『herl｝10meter，s　Dia皿eter

　　　　　and　工ndlCaもioこし

　勿

馨

ふ
露

鎧

二

讐

隣！0
竪

翼

0
0 10

A工R　？盟P照AτUR鼠
20℃

六鰯瑠

Fユ9．5　気流とグローブ温度計の示度の闘係

　　　　　Relaも工on　between　Indま一
　　　　　σaもiQn　　Of　α工Obe　［［｝甑er一

　　　　　磁α丑e七er　and　Wエnd　Speed．

一4　一
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有するマネキンを用いるべきであろう。しかしその様なものは容易には得られないだろうしまた測定

においての不便さもまぬがれない。人体と熱的に等価な球の寸法は次の方法によって見影づけること

ができよう。まず人体を理想化して直径50伽の円筒模型放熱体と等価であると見なすのはほぼ妥嶺

と思われる。直径50㎝の円筒と各種寸法の球の対流熱伝達率を比較してみたのがF19．4である。

　Fig．4の関係から通常の風速域で

は人体等価球の直径はほぼ40απであ

ると考えられよう。また直径15伽の

球の等価円筒の出立はわずか8伽であ

りこの寸法のグローブ湿度計をふく射

効果を表わす温感計器として用いるこ

とは不合理と考えられる。

　ふく射率については太陽などの直射

を除けば一丁目比較的温度の低い長波

長ふく射が問題となるので皮膚面や衣

服表面はほぼ黒体と考えてよい。

4修正有効温度の手法の検

　　　討

　修正有効丁度を求めるとき有効温度

図表の乾球温度にグローブ温度計の示

度を読み替えることは次の様に考えら

れる。

　　κ‘4

　厩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　φ20多ρ伽
　護

　8！0
　豊

　8
　羨

　蜀

　塁
　髪

　壼∫

　き

　舞

　琵
　箋

　8

　　り
　　阿／瓠「　　／む　砺　砺π　万砺　　π／％
　　　　　　　　　　　　　　　　wΣND　SP脚

Fig．4．人体等価球の寸法

　　　　　Equ工va］Le疏t　Sphere　Of　Hu葺1an－

　　　　　bOdy　On田he蹴al　Property

　人体からの放熱のうち湿性放熱量を固定して乾性放熱量についてのみ考えると次の熱平衡式が成

立つ。

Hr＋Hc・＝

田。　罵

但し　田S：

suffIX葺1：

αr皿（聖β《Pp）＋αGm（T8一田a）

（αrm　十（ガG魚）（聖s硬○）

α「搬・Tp＋α：c諮　・田a

　　　αr憩　十　αC搬

平均皮膚湿又は平均三面温

澱は人間を意味する・

⑥

（7）

⑧

　Toは作用湿慶（Operative［欝emp．）としてすでに理論的取扱いのされているものである。

すなわち乾性放熱は体表面と気濃および周壁濫との含成による］コ。との間の熱交換と考えられる。

このことは田。或は緊pが任意の値をとっても（8武にて定まるToが等しければ，その環境の温熱

条件は生体にとって熱的購価であると考えてよい．この関係を肌たのがFig．5である．田。兼

を通過する任意の風速線上にてきまる田a琵，でpnの組合せは等い哩。を毒える環境である。

一5　一
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瓶g5．作用温度と気温，周壁温の関係

　　　　Re工a七10皿　between　Air田e珊P。，
　　　　Mean　Pa箆e工　1汐emp，and　Opera七■ve

　　　　田e辺perature

濁
’

㊥

　ド

⑭

…ナ・

（4）式および⑧式において　αrg＝αr皿

α：G9寵αC遊　とすれば

　　T、要。（⇒・糸可P療）⑨

　ここで人体と熱的に等価のグローブ

温度計の示度はToに等しいという関

係が得られる。有効嚴図表は気温と

周壁温が等しい環境で適平すべきもの

であるゆえ，乾球温度とロコ。とを読み

替えることによってふく射が導入され

ることになる。

　湿性放熱のうち大部分は体表面と空

気中の水蒸気分圧差に基ずく物質伝達

翼象に伴5ものなので，ふく射壁の存

在は湿性放熱にはほとんど影響を及ぼ

さないと考えてよい。したがって有効

温度図表の湿球温度目盛に測定された

湿球潟町をそのまま用いれば実際との

ずれを生じる。すなわち気温が田aか

らToに変動すると見なすとき湿球温

度は水蒸気圧一定という拘束をつけた

　　　　　　　　　　　　　　　　ノままFig．5に示す様にTwからTw

（；相当灘球温度）に読み替えて用いる

べきである。

　TGは現実に入体等価グローブ温慶

　　　　　　　　　　　　　　ノ計にて得られる量であるが，9aおよ

　　ノび？wは対象としている環境にあって

は物理的に意味をもたない量である。

争a’およびTぜは気温丁○，水蒸気圧

∫aなる環境の下でのみ得られる。

　　ノ　τwは湿球温度に対応して湿グロー

ブ温度計の示度ではなかろうかとの期

待も起こるが次の関係より否定される。

丁δA球τ㎜2蹴TU囮

Fi＆6湿り空気線図上での相当湿球温度の表示
　　　　Equユvalent　Wet　Bulb田emp．o鷺
　　　　癒ePsyGhrometrエ。　Ghart・

一6　一
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湿球温度計の熱平衡式

　　αr『W硬W－Ta）＋αCW（TザTa）＋βW（PWやa）弍

グローブ温度計の熱平衡式

　　α二rg　CPg一｛rp）＋αCg（Tg一一Ta）畿0

選一寸法の湿グローブ温度計の熱平衡式

α・g（田wg－Tp）＋α・g（田wg一丁・）＋βwg（PwgrP・）謹0，

　　　但し　：Pwg，　Pa：水蒸気圧　　〔脇H毬〕

　　　　　　伽βwg：蒸発に伴う熱伝達率　〔躍／㎡h襯Hg〕

　　　　　su－ffix　w：wetを意味する

　　　　　　　wg　　：wet（｝1Qbeを意味する

⑪，⑫式よりグローブ温慶と湿グローブ温度の関係式が滋かれる。

αΦ

⑳

⑫

α・g（田wgイ醒）＋α・9（恥g一田・）＋βwg（Pwg－P・）譜○ ⑬

軽Qおよび⑬式を比較すれば伺形の式ではあるが　αC罵βwは湿球温度計の三部の寸法によってき

まる値であり，ここで注目いている湿グローブ潟二三についてのαog，βwgと比較するとかなり大

きな値である。

　結局囎940であっても田aと1コWの関係を表示している湿り空気線図上では丁壷と田wgとは無

関係であることがわかる。

ちなみに湿球温度計では球部に嶺る風速を5彫々θo以上としなければ断熱飽和温度は得られな

いとされているから，三部の醗を5魁見なせば理言鋤にα・W－5・〔嗣／商ゆ，伽一171

〔嗣／㎡h。㍑Hの繋繋となる。同じ条件の下では直径40伽の湿グローブ温度計のαcg，βw9は

それぞれほぼレ≧となる。

　またグローブ潟度計を用いるに当って気流の適用範囲のないこともっけ加えておく。

　以上の結論として，特別の高温ふく射環境でない限り修正有効温度を求めるには人体と熱的にほぼ

等価であると考えられる直径40傭のグローブ温度計の示度を用いることがより理にかなっているこ

とかわかる。

5　φ窪5修正有効温慶とφ40修正有効温度の比較
　使用するグローブ温度計の寸法によって修正有効温度は差を示すので，表記の様にそれを区割して

呼ぶことにする。ある参考書に用いられている例題をもとにしてこれらの差について比較を試みる。

　例　題

韓醸25℃，溺巌2・℃，風雨忽・念6。・かつグ・一ブ鹸5・UのときE・T，φ

45　C，E3およびφ40　G。E，Tを比較せよ。

※廉　蒸発ド伴う熱伝達率については特に発汗に伴う熱移動の聞題と合せて近く発表の予定である。

一7一
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解

（3）式より　Tp㍊3卿りを得る。

四式より　田9φ40瓢5t7℃　を得る・

網当湿球灘度はそれぞれ

叫φ壌5＝2t5℃

蝿φ40－22。℃

YA（｝LOUの有効雷電図表のBasユG　OhartおよびNQr孤aユ　Gharも　からE．〔P，

φ15　G・E・T，φ40　G・起・？を求めた結；果はTable　1に示される。

Basic　Gharも No　r搬a．．1　Charも

E．田

ﾓ窪5　’G．E．T

ﾓ40　G．E．T

2歪．2　℃

Q4．5　℃

Q5。6　℃

窪8．8　り

Q2．7　℃

Q3．8　℃

Table　1，　E．鷹　　φ15　C．E．T，φ40　G．逸．Tの関係

　　　　　　　Re＝LatiO1ユ　between　豆｝．？，φ肇5　G．王雪．T　and　φ40　G．E．T．

結局正しいと考えられるφ40G，琵．？に比べてφ15　0謹．？は75％程度しかふく射効果

を表わしていないことがわかる。

　あ　と　がき

　いままで室内環境学の分野で無批判に用いられてきた修正有効温度について熱伝達論の立場から理

論的解析を加えた結果，グローブ濫度計の寸法に起因する不念理さを見出だした。従来用いられてき

た直径15伽のグローブ温度計では人体に比べてふく射を過少に評価するので，その歪を除くため直

径40伽のグローブ温度計な用いることが必要と考れられる。

　しかしここに提案した方法を用いることにより修正有効虚血が正当化されるものではない。すでに

YAGLOUやその他の霜融者により有効潟度そのものが特に雨湿の評価という点で不完全さを有し

ていることが指摘されている。玉。）イ修正有効濃度の基盤である有効温度の歪を考え合せるなら在来の

修正有効温度の不都合さは明白であろう。

望0）　YAαLOU，◎．P；A　磁θ宅hod　fo：p　J：皿P節。▽i且9　亀he　…翌：£fθcti▽e

　　To皿peratuエ℃　工鳳dθx，　ASHV8　Ψ設a丑s．　Voユ．55　像947　P507
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　　　　APPEND蓬X
　球の強制対流熱伝達率については諸氏により理論的考察をへた実験公式が提案されている。主なも

のを下に掲げその関係をグラフに示す。

　　Mc　AD．AMSの式11），王2）

　　　　1．N。一α57H。0・6壌7くR。＜7・1・4

　　　　2．N。一・，53R。0・62・くR。く515・1・6

　RA麗＆M照s撚猛の式・3）
　　　　　　　　　　　　　　■　■
　　　　Nu罵20＋α6Pr5Re2　　　1くReく7×104
　　弓削の式エ4）

　　　　　　　　　　　　　　1　　　1
　　　　恥一・・．0・・・…聯7　　・・く盈・く・8・1・‘

　　　　N。茸2．0＋0．54P。ぎR。0・566　　1．8・105くR，＜1，5・105

　　KUDRJASOHEFの式王6）

　　　　　　　　　　　　　　　0．5　　　　短u　二罵　20十〇．55Re

　　CARRYの式・6）

　　　　N。一・．57R。α55　　　　44…＜R。く1，5・1・5

為

壌

ミ

ミ

／02
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　Fig．7．　球の強簿樹流熱伝達率について諸氏の式

　　　　　　　Data　for　Heat　曽ransfer　be幽bweeh
　　　　　　　Sphere　and　Aユr

1の

12）

哩5）

14）

15）

　　，

瓦cA1）A駁S，罪。H；Hθa㌻　もrεしn遭阻isβ1Qn　　5鴻d　8d．　P265　　垣。（｝「a・W　Hi工l

Gr6ber地　評内訳；熱伝達の基礎　P268朝倉書店　（窪965）
鉦ヨ本機械学会編；｛云熱工学資料　 P41　（壌962）
甲藤好郎；伝熱概論　P葱65　　養賢：堂　（て964）

16）　12）に同じ
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