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【総説】 

着衣における温熱的快適性評価 

～ 主観的な“心地良さ”や“快適感”をいかに客観的に評価するか ～ 

 

深沢太香子 

 

京都教育大学 教育学部 

 

１．はじめに 
 良好な労働環境や温熱的に快適な衣生活の実現

は，着衣の熱・水分移動と密接な関係がある．そ

こで，着衣における人体からの熱と水分移動機構

およびヒトの生理反応と温熱的快適性との関連性

に関する研究は，社会的貢献性の高い学術研究と

して，公衆衛生学（Tochihara と Ohnaka, 2005）
をはじめ，生理学（Havenith ら, 2002），人間工学

（Parsons, 2003）などの被服衛生学と関連する学

問分野からも注目されている． 
 着衣の熱・水分移動特性は，物理現象として，

その移動性能を定量的に論じられるものの，温熱

的快適感は，ヒトの主観的評価より論じられる．

そこで，ヒトの感覚が客観的に評価されるように，

尺度を用いるなどの工夫がなされてきた．しかし

ながら，多くの研究者によって，既に指摘されて

いるとおり（たとえば，Lee ら, 2009），状態の定

義と意味の理解など，その評価尺度には多くの問

題が存在している． 
 他方，ヒトの心理状態を定量的に評価する計測

技術が近年確立されて（たとえば，山口と新井，

2004），この手法は，衣服が生体にもたらす効果

を評価する際に活用されている（小柴ら，2010；
平林，2009）．そこで，本稿では，この計測技術

による温熱的快適性評価の可能性について考える

とともに，温熱的快適性に関する基礎知識につい

て，文献を交えて紹介する．さらに，温熱的快適

性評価における今後の課題についても考えてみた

い． 
 
２．温熱的快適性に関与するヒトの感覚 
 ヒトを対象として温熱性の実験を行う際，主観

申告として評価される項目に，温熱的快適性の他

に，温冷感，湿り感（乾湿感とも表現）がある．

温冷感は，暑さ/寒さに関する感覚であり，湿り感

は，乾き/湿りに関する感覚の評価である．被験者

実験において，これらの両感覚は，独立して評価

されるものの，温熱的快適感を左右する感覚であ

る．具体的に，安静状態にある場合には，温熱的

快適性は温冷感に強く依存する．一方，運動等に

よって深部体温が高い状態にある場合には，温冷

感よりもむしろ湿り感に強く依存する（Gagge ら, 
1969）． 
 ここでは，温冷感と湿り感の感知機構と感受性

について述べる．はじめに，感覚受容器について

簡単に説明する． 
1）皮膚における感覚受容器 
 皮膚は，図 1 に示すとおり，表皮，真皮，皮下

組織より構成される．皮膚には，外部からの物理

的，化学的刺激を受容するために，神経が存在す

る．その神経の終末は，ある特定の刺激に対して

受容器として働く（赤羽と佐藤，2003；岩村，1984）．
受容器には数種あり，複数の文献をもとに，その

名称と役割を表 1 にまとめた（赤羽と佐藤，2003
；Baggaley，2001；岩村，1984；前野，2002；山

口，2005）．  
 

Fig. 1   Receptors incorporated in the human 
skin（Baggaley, 2001） 
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（著者は，各受容器の役割を調べる術がないので，

推測の域を出ないが，）受容器には複数の役割を

担うものがあり，ヒトの温冷感に関与する受容器

は，自由神経終末とルフィニ終末と推測されてい

る． 
2）温冷感とその感受性 
a）温冷感の感知機構 
 温冷感（温度感覚とも表現される）は，温度受

容器によって感知される（Hensel，1974；Hensel 
and Zotterman，1951）．温覚と冷覚は独立した感

覚とされており（Spray，1986），温かさを覚え

る受容器を温受容器といい，冷たさを感じる受容

器を冷受容器という（山内と鮎川，2001）．これ

らの受容器による知覚点を，それぞれ，温点と冷

点という． 
 全身中，温点は 3 万個程度，冷点は 25 万個程度

存在するといわれている（輿水，2007）．しかし

ながら，図 2 に示すとおり，全身中における温点

と冷点の密度には，身体部位差のあることが実験

的に確かめられている（李と田村，1995a；田村と

李，1995；山内と鮎川，2001）． 
b）温冷感の感受性 
 ヒトは，初期皮膚温に対する温度変化を敏感に

とらえて，温冷感として知覚する．温度変化を認

識した際の温度変化量を，温冷感の閾値という． 
 温冷感を感知する温点・冷点には身体部位差が

存在するとおり，温冷感の閾値は，温点・冷点の

密度の順にほぼ従う（Choi and Seol, 2001；李と田

村，1995b）．したがって，閾値の小さい部位ほ

ど僅かな温度変化を感知することができる．図 3
に，日本人若年女子を対象とした温冷感の閾値

の身体部位差を示す（内田と田村，2007）． 
3）湿り感 
a）湿り感の感知機構 
 ヒトの皮膚には感覚受容器が存在する．表 1
に示すとおり，温度を感受する受容器が存在す

ることは明らかにされているものの，「湿気」

を感知する受容器の存在は，いまのところ明ら

かにされていない．そこで，湿りを感知するメ

カニズムとして，様々な研究の成果から，以下

のことが考えられている． 
 皮膚温と同温の水が皮膚上に存在している際

に，蒸発が発生しないと濡れを感知することが

できない（小柴と田村，1995）．一方，皮膚表

面から水分が蒸散すると，ヒトは，濡れを感知

することができる．これらより，潜熱による微

Fig. 2   Distribution of warm and cold spots in the 
whole body with young Japanese females （Lee 
and Tamura, 1995a；Tamura and Lee, 1995）.  

Fig. 3   Warm and cold thresholds in young 
Japanese females (Uchida and Tamura, 2007) 
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細な皮膚温低下とそれに伴う顕熱流束の増加は冷

覚を刺激して，湿りや濡れが感知される（田村と

小柴 1995；Yamakawa と Isaji，1987）． 
b）湿り感の感受性 
 ヒトの湿り感は，周囲環境の相対湿度よりも絶

対湿度が影響する（潮田と中島，2001）．全身に

おいて湿り感を覚えるのは，皮膚上の絶対湿度が

15 mmHg から 22 mmHg くらいであることが実験

的に検証されている（たとえば，田村と小柴，1995
；潮田ら 1995）． 
 湿り感が感知される際に関与する冷覚には，前

述のとおり，身体部位差がある．したがって，湿

り感には，図 4 に示すとおり，身体部位差が存在

する．冷覚と同様に，体幹よりも四肢のほうが，

湿り感を知覚する絶対湿度，いわゆる湿り感の閾

値が小さい． 
 
３．温熱的快適感 
 ヒトは，体熱平衡が維持されて，つまり深

部体温が好ましい状態にある場合に，温熱的

な快適感を得ることができる（Chatonnet と 
Cabanac, 1965）．人体は，自ら熱産生を行い，

同時に水分を放散するので，人体からの熱と

水分移動の程度は，温冷感と湿り感に反映さ

れる．したがって，ヒトの温熱的快適性は，

温冷感と湿り感が主たる要因といえよう． 
a）温冷感か，湿り感か 
 しかしながら，それぞれの感覚が，温熱的

快適感に及ぼす影響力は，暴露される環境と

身体の熱産生によって異なるようである（三

浦，1971；渡邊ら，1976）． 
寒冷環境下で安静状態にある場合，温冷感は

温熱的快適感に反映されるものの（深沢ら，

2003；栃原，2007），やや涼しいと感じると

きに，温熱的な快適感が得られる（Gagge ら

1967）．他方，暑熱環境や運動等により熱産

生量が高い状態の場合，発汗に伴う蒸発潜熱

量の増加は，温熱的な不快感の程度と高い相

関性を示す（Gagge ら，1969）．このことは，

暑熱環境や運度時における温熱的快適感は，

温冷感よりも，むしろ湿り感の影響を強く受

けることを示唆するものであろう． 
b）定量的な評価方法 
 温熱的快適感の評価には，感覚を数値化し

た尺度が用いられることが多い．その理由と

して，物理的な尺度で測ることが難しいこと

があげられる． 
 しかしながら，Winslow ら（1939）は，“皮

膚全体が汗で均一に覆われて，全て蒸発する

ときの蒸発熱量”に対する“実際の人体表面

からの蒸発熱量”を比で表した，いわゆる皮

膚濡れ率（皮膚濡れ面積率ともいう， skin 
wettedness（無次元））は，ヒトの温熱的な快

・不快とよく連動することを報告している． 
皮膚濡れ率，w（-），が 0.3 程度までを示す場

合，全身の温熱的快適感が得られ（Gagge ら，

1969），それ以降になると，皮膚濡れ率の増

加に伴い，図 5 に示すとおり，温熱的な不快

感の増すことが実験的に検証されている（た

とえば，Fukazawa と Havenith，2009）． 

Fig. 4   Sensible humidity threshold of body 
locations (Fukazawa et al., 2009). 

Fig. 5   Relationship between the thermal 
comfort sensation and the skin wettedness in the 
whole body, wbody（ Fukazawa and Havenith, 
2009）  
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c）皮膚濡れ率 
 本稿では，皮膚濡れ率の定義について，簡単に

記述するので，詳細の理解には，Winslow ら

（1939），Nishi と Gagge（1970）を参照されるこ

とを推奨したい． 
 皮膚濡れ率，w（-）は，次のように定義されて

いる． 

    w =
qsw + qdiff
qemax

，  （1） 

ここで， 
  qsw：体温調節上，生じた汗による蒸発熱

（W/m2） 
  qdiff：皮膚拡散による蒸発熱（W/m2） 
  qemax：ある皮膚温を示す全身が，均一に汗で

濡れており，その汗の全てが蒸発すると仮定した

場合の蒸発熱（W/m2）． 
このとき，qemaxと qskは，それぞれより得られる． 

    qemax
=
Csk,s -Ce
RD

×L，  （2） 

    qsk =
Csk -Ce
RD

×L，  （3） 

ここで， 
  Csk,s：皮膚温における飽和絶対湿度（kg/m3） 
  Csk：皮膚表面の示す絶対湿度（kg/m3） 
  Ce：周囲環境の絶対湿度（kg/m3） 
  RD：人体表面から周囲環境への水分移動抵抗

（s/m） 
  L：水の潜熱係数（2.43×106 J/kg）． 
この人体表面からの蒸発熱，前述の発汗による蒸

発熱，qswより構成される．したがって，式 3 を， 

    qsk = qdiff + qsw   （4） 

と表すことができる． 
これらより，wは，次式より得られる． 

    w = qsk
qemax

= Csk -Ce

C sk,s-Ce
 ． （5） 

d）皮膚濡れ率における注意点 
 ヒトの温熱的快適感の評価を行う上で，皮膚濡

れ率は，非常に便利な指標である．しかしながら，

使用の際には，留意すべき点がある． 
 定義でも述べられているとおり，皮膚濡れ率は，

全身が均一に汗で濡れている状態を想定してい

る．したがって，無効汗量の多い状態下での温熱

的快適性の評価には適さない．実験的な研究報告

によると，全身の皮膚濡れ率が 1 以下を示す状況

であっても，平均皮膚温が 35 °C 以上を示す場合，

温熱的快適性の評価には不適当である（Mochida，
1994）． 
 皮膚濡れ率は，皮膚濡れ面積率とも呼ばれてい

る．それは，前述の qsk/qemax と，全身に対して汗

で濡れている面積の比は，均しくなると考えられ

ているからである．しかし，微細な空間における

物質伝達の数値解析によると，面積比から得られ

た wは，蒸発熱量から得られた wよりも著しく低

い値を示す（Kuramae ら，2008）．  
 以上のとおり，皮膚濡れ率は，便利な指標であ

るものの，使用することのできる条件のあること

を留意しなければならない． 
 
４．心理量計測技術の応用 
 近年，ストレスに関する客観的な心理計測技術

が確立されてきた（山口と新井，2004；井澤ら，

2007）．それらによると，負のストレスを受ける

ことにより，内分泌系ではコルチゾールは増加し

て（Miki ら，1998；Watanuki と Kim，2005），交

感神経系ではアミラーゼ活性が亢進する（山口ら，

2007）．そこで，これらのようなストレスマーカ

ー（定義は後述）は，肌触りなど，被服衛生学に

関連する研究に応用されている（たとえば，綿

貫,1999；田中と緑川，2003）． 
 このような方法は，心理量をストレスマーカー

という物質によって，定量的に評価することがで

きる．そこで，本稿では，心理量計測を簡潔に紹

介するとともに，その計測技術の温熱的快適性評

価への応用の可能性について記述する． 
a）生化学物質 
 ヒトの恒常性は，神経系，内分泌系，免疫系，

代謝系などの機能が協調することによって維持さ

れている．各機能が働く際には，生体内の化学物

質により情報が伝達される．そのような物質のこ

とを生化学物質という．生化学物質は多数あるの

で，各機能とそれに関連する生化学物質を簡潔に

まとめ，表 2 に示す． 
 生化学物質は，血液，唾液，尿などに含まれる

ので，濃度を計測することで，数値化・定量化す

ることができる． 
神経系や内分泌系に関与する生化学物質の中に

は，ストレスの大きさに応じて，濃度が顕著に変 
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化するものがあることが確認されている．そこで， 
ストレスの強度に応じて変動を示す生化学物質の

ことをストレスマーカーと呼ぶ． 
 表 3 に，代表的なストレスマーカーが示されて

いる．ストレスマーカーの濃度は，血中において

高値を示す一方，血液採取がストレスを負荷して

しまう．しかし，コルチゾールやアミラーゼの場

合，唾液中の濃度は比較的高いため，非侵襲的に

サンプルを採取することができる（山口，2007）．

ゆえに，これらのストレスマーカーは，唾液を採

取して行う心理量計測に主に用いられている． 
b）ストレスマーカーの分泌機構 
 ヒトに刺激が加えられた際，その刺激に対応す

るために，中枢神経からの指令は，交感神経系や

内分泌系を介して全身に伝達される．このとき，2
つの系が賦活される．その伝達系を図 6 に示す（山

口と新井，2004）． 
 刺激が負荷されると，視床下部からコルチコト

ロピン放出ホルモンが分泌されて，これが下垂体

に作用する．これを受けて，下垂体は副腎皮質刺

激ホルモンを分泌し， 終的に副腎皮質から，コ

ルチゾールが分泌される．この系は，HPA
（hypothalamic-pituitary-adrenal）と略される． 
 刺激が負荷されて賦活する，もう一つの系では，

ノルエピフリンの作用によって交感神経系が活性

化して，副腎皮質からカテコールアミンが分泌さ

れる．この系は，SAM（sympathetic nervous-adrenal 
medullary）と略される． 
 アミラーゼは， SAM 系におけるノルエピネフ

リンの作用によって分泌される．ところが，ノル

エピネフリンは，神経の末端からも分泌されるの

で，アミラーゼは，交感神経系の直接的な作用に

よっても分泌される． 
c）温熱的快適性評価への可能性 
 負のストレスを受けることにより，コルチゾー

ルは増加し，アミラーゼ活性は亢進する（井澤ら，

2007；Kudielka ら，2004，辻と川上，2007）．こ

れらのストレスマーカーは，ヒトの温熱的不快感

に起因する生体のストレス反応を客観的に評価し

得るものであるか，その有効性について検討され

ている（深沢ら，2009）． 
 コルチゾールなどの内分泌系ホルモンは，刺激

が付与されてから唾液に反映されるまでに，20 分

から 30 分ほどの時間遅延がある（井澤ら，2007）．
よって，温熱的快適感と連動しないので，タイム

Fig. 6  Secretion of biomarkers in SAM and 
HPA systems（Yamgaguchi and Arai, 2004）. 
In the figure, NE is the norepinephrine, CORT 
the cortisol. 
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ラグを考慮しなければならない． 
 温熱的快適性の評価指標となる皮膚濡れ率に対

して示したアミラーゼについて，図 7 に示す．温

熱的快適感の維持される，皮膚濡れ率が 0.3 程度

までのアミラーゼは，ほぼ一定値を示す．他方，

皮膚濡れ率はそれ以上の値を示すようになると，

皮膚濡れ率の増加に伴い，温熱的な不快感が増し

ている． 
アミラーゼは，交感神経系の直接作用により，応

答性の速いことが，皮膚濡れ率をよく反映したの

であろう． 
 この結果は，アミラーゼは，温熱的快適性の定

量的評価指標として，可能性のあることを示唆す

るものの，能動的/受動的な温熱的不快感に対する

応答に関する検討が必要であると考える． 
 
５．おわりに 
 温熱的快適感という心理量を，物理的な尺度で

測ることは難しい．しかし，先人達は，この課題

に対して果敢にチャレンジして，定量的評価法を

考案してきた．筆者は新しい評価法を考案するに

至らないが，先人達の成果である定量的評価法を

適切に用いて，より良い日常生活や良好な労働環

境の検討に活用したいと思い，本稿では，一部を

取り上げた．紙面の都合により，参考とした文献

全てをリストアップすることができなかったこと

をお許しいただきたい． 
 
要約： より良い日常生活をはじめ，作業を効率的

に行う際には，温熱的に快適な状態を維持するこ

とが望ましい．この温熱的快適感という，ヒトの

心理量の客観的評価方法について，ヒトの温熱的

快適感の感じ方とともに紹介した． 
（キーワード：温熱的快適性，温冷感，湿り感，

主観的評価，客観的評価）．  
 

    Review：Human thermal comfort sensation –How can 
human thermal comfort be objectively evaluated and 
obtained?-, Fukazawa, Takako, Kyoto University of 
Education, Abstract: Researches of human thermal 
comfort, which is psychological phenomenon, have 
been actively made in the world, because it 
considerably affects human health and productivity. 
Here in the present paper, a convenient index and 
biochemical substances have been introduced as 
objective evaluation methods for thermal comfort. 
Keywords: thermal comfort sensation, thermal 
sensation, humidity sensation, subjective, objective. 
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