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室内温度とその変化
―最上階と下階との比較―
西 垣

【要

旨】

肇＊・立 石 実

来＊＊

大分大学教育福祉科学部 B 棟の最上階南側の部屋は，高温で

あることが利用者の間で知られている。本研究は，その室内温度の現状を知
り，高温の成因を解明することを目的とする。最上階南側，同北側，下階南
側，同北側の四室を対象として調査を行った。調査として，室内空気，天井
表面，窓サッシの表面，床，それぞれの温度の時系列測定を，1 年 4 か月間
にわたって行った。最上階南側の部屋は，年間を通して他の部屋よりも高温
だった。四室を比較すると，冬季には南側高温・北側低温の特徴が顕著にみ
られた。夏季には南側高温・北側低温と，最上階高温・下階低温の特徴が，
ともにみられた。室内空気，天井，窓サッシの結果をあわせた検討を行った
結果，最上階では夏季に天井からの加熱が，冬季には冷却が，それぞれ効い
ていることが示唆された。南側の窓からの日射の影響は，冬季には顕著で，
最上階において特に強かった。夏季には比較的弱く，最上階と下階との差は
みられなかった。
【キーワード】

室内温度
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天井からの加熱

窓に入る日射

はじめに

建物の最上階の室内は，屋上の断熱が不十分な場合は著しく高温になることが建築の分野に
おいて知られている。その場合，屋上が日射を受けて最上階室内の天井が高温化し，その天井
に室内の空気が暖められる（たとえば梅干野, 1995; 須永, 2007）。
大分大学教育福祉科学部 B 棟 4 階（最上階）南側の部屋は高温であることが，著者らを含む
利用者の間で経験的に知られている。屋外と比べても，北側や下階の部屋と比べても高温であ
るのが体感されている。
西垣・諫山(2012) は，最上階南側室内の高温について，その現状を知り，成因を解明するた
め，B 棟南側 4 階の部屋において調査を行った。室内空気の温度（以下室温とよぶ）と，天井
表面の温度，窓サッシ表面の温度について時系列測定を行い，窓から入る熱と天井からの熱に
ついて検討した。その結果，以下のことが示唆された。南側の窓から入る日射が日中の室内の
平成 26 年 10 月 31 日受理
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2 各部屋の室温の日変化
図 3 の各期間における各部屋の室温・天井温度・床温度（4 階の二室のみ）を，図 5 ~ 7 に
示す。これらの期間における各測点の平均温度と平均日較差を表 1 に示す。
室温の日較差に注目する。年末年始における室温の日較差は，南側で大きく，4F 南で約 8℃，
4F 北で約 5℃，北側で小さく，二室ともに約 1℃である（図 5，表 1）。5 月下旬と 8 月上旬に
おいては，各部屋における室温の日較差は 3.5℃以下（冷房の稼働時と 5 月 22 日の 4F 南を除
いて）と，比較的小さい（図 6，7，表 1）。各部屋の日較差を比較すると，4F 南，3F 南，4F
北，3F 北の順に大きい。
4F 南と 3F 南における窓サッシの温度を見る。年末年始の平均日最高温度はそれぞれ 33.4℃，
31.4℃と，室温のものを大きく超える。平均日最低温度はそれぞれ 8.7℃，8.5℃と，室温より
も 6 ~ 7℃低い。5 月下旬の平均日最高温度はそれぞれ 31.4℃，31.3℃と，室温のわりに高くな
い。平均日最低温度はそれぞれ 21.2℃，19.9℃と，室温よりも約 4℃低い。年末年始の日中に
おける室温・窓サッシ温度は，ともに 4F 南のものが 3F 南のものよりも高く，日射の加熱が
4F 南でより大きいことが示唆される。その理由は，建物の南側（A 棟）が 3F 南のみの日射を
遮る時間帯があること，と考えられる。初夏・夏季においては，日射の影響は，4F 南と 3F 南
との間に差がみられない。その理由は，太陽高度が高く，3F 南のみの日射がさえぎられる時間
帯がないためと考えられる。冬季において南側と北側との室温差が大きいこと（図 3）は，西
垣・諫山 (2012) の結論「窓からの日射が 4F 南の室内を暖め，その効果は太陽高度の低い時
季に大きい」ことを支持する。

図５

年末年始における各部屋の室温・天井温度・床温度。
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4F ධ
セᏅ
2.3͠
2.1͠
0.8͠

4F ർ
ᐔဋ
33.9͠
32.5͠
31.9͠

ᐔဋ
17.0͠
17.2͠
16.1͠

ᐔဋ
27.1͠
26.7͠
25.8͠

ᐔဋ
35.0͠
34.5͠
32.7͠

3F ධ
セᏅ
0.6͠
1.0͠
̅

3F ർ
セᏅ
1.9͠
3.3͠
0.7͠

4F ධ
セᏅ
1.5͠
1.5͠
0.6͠

ᐔဋ
12.4͠
12.2͠
̅

ᐔဋ
24.3͠
24.2͠
̅
3F ർ

セᏅ
1.8͠
2.9͠
1.3͠

ᐔဋ
(25.8͠)
(25.0͠)
̅

ᐔဋ
17.1͠
17.2͠
̅

セᏅ
5.0͠
5.1͠
̅

3F ධ
セᏅ
1.0͠
1.7͠
̅
**
セᏅ
(2.9͠)
(4.4͠)
̅

ᐔဋ
25.4͠
25.4͠
̅

セᏅ
2.3͠
3.2͠
̅

3F ධ
ᐔဋ
32.6͠
32.7͠
̅

セᏅ
1.8͠
2.7͠
̅


* 8 ਛᣨߦߟߡߪ㧘಄ᚱߩᓇ㗀ࠍᦨዊ㒢ߦߔࠆߚ಄ᚱߩᓇ㗀ࠍᦨዊ㒢ߦߔࠆߚ㧘2013 ᐕ 8
 13 ᣣ 12 ᤨ㨪14 ᣣ 12 ᤨߩᐔဋセᏅࠍߣࠆޕ
** 8 ਛᣨߩ 3F ർߪ㧘಄ᚱ߇ㅪ⛯Ⓙߐࠇߡߚ㧔㔚ᤨࠍ㒰ߊ㧕ߚ㧘ᬌ⸛ߩኻ⽎߆ࠄ㒰ߊޕ

3 ฦㇱደߩᄤ᷷ᐲ
ฦㇱደߩᄤ᷷ᐲߩ⚿ᨐࠃࠅ㧘ደ߆ࠄߩᾲߩലᨐࠍᬌ⸛ߔࠆޕฦㇱደߦ߅ߌࠆᄤ᷷ᐲߣ
ቶ᷷ߣߩᏅߦᵈ⋡ߒ㧘ᄤ߇㜞᷷㧔ૐ᷷㧕ߩ႐วߪ㧘ᄤ߇ቶౝⓨ᳇ࠍടᾲ㧔಄ළ㧕ߒߡࠆ
ߣ್ᢿߔࠆޕᄤ߆ࠄߩടᾲ಄ළߪ㧘ၮᧄ⊛ߦደߩടᾲ㧔ਥߦᣣߦࠃࠆ㧕ߣ಄ළ㧔ਥߦ
಄ළߦࠃࠆ㧕ߦ↱᧪ߔࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ᐕᧃᐕᆎߦߟߡᬌ⸛ߔࠆ㧔࿑ 5㧕ޕ4F ർߦ߅ߡ㧘1 ᣣࠍㅢߒߡᄤ᷷ᐲߪቶ᷷ࠃࠅ߽ૐ
߇㧘3F ർߦߢߪਔ⠪ߦ߶ߣࠎߤᏅ߇ߥߪߣߎߩߎޕ㧘4F ർߩߺߦ߅ߡቶౝⓨ᳇߇ᄤ
ߦ಄ළߐࠇߡࠆߎߣࠍ␜ߔޕධߩੑቶࠍࠆߣ㧘4F ධߢᣣਛߦᄤ᷷ᐲ߇ቶౝ᷷ᐲࠃࠅ߽
ૐ߇㧘4F ධߩᄛ㑆ߣ 3F ධߦߪਔ⠪ߩᏅ߇ዊߐߪߣߎߩߎޕ㧘4F ධߩᣣਛߦ߅ߡቶౝ
ⓨ᳇߇ᄤߦ಄ළߐࠇߡࠆߎߣࠍ␜ໂߔࠆޕ
5 ਅᣨߦߟߡᬌ⸛ߔࠆ㧔࿑ 6㧕ᦼޕ㑆ਛ㧘4 㓏ߩੑቶߩߺߦ߅ߡ㧘ᄤ᷷ᐲߦ⏕ߥ
߇ߺࠄࠇࠆᤨߩߎޕቄߪᄥ㓁㜞ᐲ߇㜞ߎߣ߽⠨ᘦߔࠆߣ㧘ߎߩ᷷ߪደ߳ߩᣣߦ࿃
ߔࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ4F ർߦ߅ߡ㧘1 ᣣࠍㅢߒߡᄤ᷷ᐲߪቶ᷷ࠃࠅ߽㜞ߊ㧘ᄤ߇ቶౝⓨ᳇
ࠍടᾲߒߡࠆߎߣࠍ␜ߔޕ4F ධߢߪ㧘ᦼ㑆ᓟඨߩᄛ㑆ߩߺߦ߅ߡ㧘ᄤ᷷ᐲ߇ቶౝ᷷ᐲࠃ
ࠅ߽⏕ߦ㜞ޕ3F ධߩᄤ᷷ᐲߣቶ᷷߇ߘࠇߙࠇ 4F ධߩ߽ߩࠃࠅ߽ૐߎߣߣวࠊߖࠆߣ㧘
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ᄤࠍㅢߒߚደ߆ࠄߩടᾲ߇ 4F ධߩቶ᷷ࠍߍߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
8 ਛᣨ㧔࿑ 7㧕ߦ߽㧘5 ਅᣨߣห᭽ߩ․ᓽ߇ߺࠄࠇ㧘4F ർߢߩ 1 ᣣࠍㅢߒߡߩᄤ߆ࠄ
ߩടᾲߣ㧘4F ධߢߩᄛ㑆ߩᄤ߆ࠄߩടᾲ߇␜ߐࠇࠆᦼߩߎޕ㑆ߦߪ 4F ධߣ 3F ධߦ⚂ 2͠
ߩቶ᷷Ꮕ߇ߺࠄࠇࠆ߇㧘ߎࠇߦߪ಄ᚱߩⒿ㗫ᐲߩᓇ㗀߽߹ࠇࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ᄤ᷷ᐲߩᣣセᏅࠍࠆߣ㧘ೋᄐߩ 4F ർߦ߅ߡߪቶౝ᷷ᐲߩ߽ߩߣหߓ߆࿁ࠆߩߎޕ
ߎߣߪ㧘ᄤ᷷ᐲߩᣣセᏅ߇ደߩടᾲ಄ළߦ↱᧪ߔࠆߎߣࠍ㧘␜ໂߔࠆޕ
ᐥ᷷ᐲߦᵈ⋡ߔࠆޕᐕᧃᐕᆎߩ 4F ർߦ߅ߡߪ㧘1 ᣣࠍㅢߒߡᐥ᷷ᐲ߇ቶ᷷ࠃࠅ߽㜞ޕ
ߎߩߎߣߪ㧘ᄤߦ಄߿ߐࠇߚቶౝⓨ᳇߇ᐥࠃࠅ߽ૐ᷷ߢࠆߎߣࠍ␜ߔޕ5 ਅᣨߣ 8 ਛ
ᣨߩ 4F ർߦ߅ߡߪ㧘ᐥߩᣣᐔဋ᷷ᐲߪቶ᷷ߩ߽ߩࠃࠅ߽ૐޕ4F ධߦ߅ߡߪ㧘ߤߩᦼ㑆
ߦ߅ߡ߽ᐥߩᣣᐔဋ᷷ᐲߪቶ᷷ߩ߽ߩࠃࠅ߽ૐߊ㧘⓹߆ࠄߩᣣߦᥦࠄࠇߚⓨ᳇߇ᐥࠃࠅ
߽㜞᷷ߢࠆߎߣ߇␜ߐࠇࠆޕ

Φ ߹ߣ
⺞ᩏߩ⚿ᨐࠊ߆ߞߚฦㇱደߩቶ᷷ߩਥߥ․ᓽߪᰴߩ߰ߚߟߢࠆ(ޕ1) ᐕᧃᐕᆎߦ߅ߡߪ
ධ㜞᷷ർૐ᷷ߩ․ᓽ߇㗼⪺ߢ㧘ߘߩ᷷ᐲᏅߪᣣਛߦ․ߦᄢ߈(ޕ2) 5 ਅᣨߣ 8 ਛᣨ
ߦ߅ߡߪ㧘ධ㜞᷷ർૐ᷷ߩ․ᓽߣ㧘4 㓏㜞᷷3 㓏ૐ᷷ߩ․ᓽ߇㧘ߣ߽ߦߺࠄࠇࠆޕ
4 㓏ߩᄤ߅ࠃ߮ධߩ⓹߆ࠄߩടᾲ಄ළߦߟߡߩᬌ⸛⚿ᨐࠍ㧘࿑ 8 ߦᮨᑼ⊛ߦ␜ߔޕ
ᄥ㓁㜞ᐲߩૐᤨቄ㧔౻ቄ㧕ߦߪ㧘4 㓏ߩੑቶߦ߅ߡᄤ߆ࠄߩ಄ළ߇␜ߐࠇ㧘ߘߩᒝߐߪ
ർߢࠃࠅᒝޕධߩੑቶߦ߅ߌࠆᣣߦࠃࠆടᾲߪߎߩᤨቄߦ㗼⪺ߢ㧘4 㓏ߦ߅ߡ․ߦ
ᒝޕᄥ㓁㜞ᐲߩ㜞ᤨቄ㧔ᄐቄ㧕ߦߪ㧘4 㓏ߩੑቶߦ߅ߡደ߆ࠄߩടᾲ߇␜ໂߐࠇ㧘ߘ
ߩᒝߐߪർߢࠃࠅᒝޕධߩੑቶߦ߅ߌࠆᣣߦࠃࠆടᾲߪ౻ቄߦᲧߴߡᒙߊ㧘4 㓏ߣ 3
㓏ߣߩ㑆ߦ⏕ߥᏅ߇ߺࠄࠇߥޕ
4 㓏ධߩㇱደߩ㜞᷷ߪᐕ㑆ࠍㅢߒߡߺࠄࠇࠆ߇㧘ߘߩᚑ࿃ߪ౻ቄߣᄐቄߣߢ⇣ߥࠆޕ౻ቄ
ߦ߅ߡߪਥߦ⓹߆ࠄߩᣣߦ↱᧪ߔࠆ߽ߩߢ㧘ߘߩᓇ㗀ߪ 3 㓏ධߩㇱደߦ߅ߌࠆ߽ߩࠃࠅ
߽ᄢ߈ޕᄐቄߦ߅ߡߪਥߦᄤ߆ࠄߩᾲ߇ 3 㓏ධߩㇱደߣߩᏅࠍߟߊࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

  
࿑㧤 ౻ቄ㧔Ꮐ㧕ߣᄐቄ㧔ฝ㧕ߦ߅ߌࠆᣣ㧘⓹߆ࠄߩᾲ㧘ᄤ߆ࠄߩᾲߦߟߡߩᮨᑼ࿑ޕᄤ
ߣ⓹ߢߩ⍫ශߩߪ㧘ᾲߩ㊂ߩᄢዊ㑐ଥࠍߔ㧔ዤᐲߪਔᣇߩ࿑ߦㅢ㧕ޕ

ቶౝ᷷ᐲߣߘߩᄌൻ
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ઃ㍳
಄ᥦᚱߩ↪⁁ᴫ
಄ᥦᚱߩⒿߪ㧘᷷ᐲߩᤨ㑆ᄌൻ߆ࠄ⺒ߺขࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧔߃߫࿑ 7㧕߈ߣߩߘޕ᷷ᐲ߇
ᕆߦਅ㒠߹ߚߪߒ㧘᷹ὐߩਛߢቶ᷷ߩ߽ߩ߇ᦨ߽ᄢ߈ߊᄌൻߔࠆ⺞ޕᩏᦼ㑆ߩਛߢ಄ᥦᚱ
ߩⒿ߇ᄙߩߪ 2012 ᐕ 11 㧔⺞ᩏ㐿ᆎ㧕㨪2013 ᐕ 3 ਛᣨ㧘ห 6 ਛᣨ㨪9 ਛᣨ㧘ห
11 ਅᣨ㨪2014 ᐕ 3 ਛᣨ㧔⺞ᩏ⚳ੌ㧕ߢࠆߩߘޕⒿ㗫ᐲߪㇱደ߿ᤨᦼߦࠃߞߡ⇣ߥࠅ㧘
↪㗫ᐲߩᄙ 3F ධߢᄙߒߛߚޕ㧘3F ർߦ߅ߡߪ 2013 ᐕ 2  8 ᣣ㨪22 ᣣ㧘6  17 ᣣ
㨪10  12 ᣣߦᥦᚱ಄ᚱߩㅪ⛯Ⓙ߇ߐࠇߡࠆޕ
⻢ㄉ
᳗㊁ඳಎᢎߦߪ 3 㓏ߩ᷹ὐࠍឭଏߚߛ߈߹ߒߚ↢ޕᘒቇ⎇ⓥቶ㧘ᄤᢥቇ⎇ⓥቶ㧘᳇⽎
ቇᶏᵗቇ⎇ⓥቶߩ⊝᭽ߦߪ㧘⺞ᩏ߳ߩℂ⸃ߣදജࠍߚߛ߈߹ߒߚޕ⸥ߩᣇߦޘෘߊᗵ⻢ߒ
߹ߔޕ

ෳ⠨ᢥ₂
1) ᪢ᐓ㊁ᤧ㧘1995㧚߹ߩⅣႺቇ㧩ᔟㆡߥ߹ߠߊࠅࠍ⑼ቇߔࠆ㧩㧘ㅍᄢቇᢎ⢒ᝄ⥝ળ㧚
2) 㗇᳗ୃㅢ㧘2007㧚ቇᩞᑪ▽ߩⅣႺᕈ⢻ะᚻᴺ㧚ቇᩞᑪ▽ࠍᵴ߆ߔቇᩞߩౣ↢࿁ࡑ࠾ࡘࠕ
࡞㧘㚂ㇺᄢቇ᧲੩ 21 ♿ COE ࡊࡠࠣࡓᏂᄢㇺᏒᑪ▽ࠬ࠻࠶ࠢߩ⾮ᵴᦝᣂᛛⴚ⢒ᚑቇᩞౣ↢
ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻࠴ࡓ㧘35-46㧚
3) ၂⡸㧘⺾ጊᧂሶ㧘2012. ቶౝ᷷ᐲߩᣣᄌൻቄ▵ᄌൻ̆ᦨ㓏ධߩㇱደߪߥߗᥦ߆㧫̆㧘
ᄢಽᄢቇᢎ⢒⑼ቇㇱ⎇ⓥ♿ⷐ㧘34, 143-150.
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Room Temperatures and Their Temporal Changes
̆Comparing Top and Lower Floors ̆
NISHIGAKI, Hajime and TATEISHI, Miku

Abstract
In a building in Oita University, the temperature in the roomson the
south side of the top floor is known to be high. This study aims to examine
the room temperatures in the building and to understand what causes the
high temperatures. We examined four rooms: one on the south side of the
top floor, one on the north side, one on the south side of a lower floor, and
oneon the north side. We took time series measurements of the
temperatures of the room air, the surface of the ceiling, the surface of the
window frame, and the surface of the floor for a period of one year and
four months. The room temperature on the south side of the top floor is
higher than that in the other rooms throughout the year. In winter, the
room temperatures on the south side are significantly higher than those
on the north side. In summer, the room temperatures are higher on the
south side and on the top floor. The temperatures of the room air, ceilings
and floors indicate that, on the top floor, the ceiling heats the room air in
summer and cools the room air in winter. The effect of insolation to the
south windows is dominant in winter, especially on the top floor. It is
weaker in summer, when no difference is found between the top and lower
floors.
䇼Key words  ޤRoom temperature, Seasonal change, Heating from
ceiling, Insolation to window

