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第１章

研究背景・研究目的
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1.1 研究背景

現在世界的に、地球温暖化やヒートアイランド現象などの環境問題を視野に入れた、様々な取り組みが

盛んに行われている。中でも 1997 年に制定された京都議定書による温室効果ガスの排出削減は生活や産業

活動に密接に関係し、環境問題に大きな影響を及ぼしているため、エネルギー面での対策が注目されてい

る。1) その対策の一つとしてドライミストが開発された。ドライミストは微細な霧を噴射し、空気中で水

が蒸発する際の気化熱を利用して、周囲の気温を下げることを目的とした冷房装置である。エアコンなど

の冷房装置と比べ消費電力など省エネルギー性が高いため、建物の冷房負荷を抑えられ、ヒートアイラン

ド現象の緩和に効果があると考えられる。2005年愛知県で開催された愛知万博での導入を始め、その後も

秋葉原・相鉄線二俣川駅・六本木ヒルズなど様々な場所に設置され多くの方に利用されている。また、2009

年 6月から『なごミスト設計』2)により家庭用ドライミストの一般利用も始まっている。

1.2 研究目的

ドライミストにとって風や日射などは噴霧効果に大きく影響を与えるものであり、特に風速の強弱や風

向が与える影響は大きいと考えられる。そのため既往の実験 3)では風速や風向の測定を行わず無風状態と

仮定した空間で実験を行うことにより、無風状態での温度変化などの測定結果から綿密な分析を行い、有

風状態でのドライミスト噴霧効果を分析する基本資料とするための実験を行っていた。

本実験では、三次元超音波風向風速計を用いて風向風速を求めることにより、XYZ 軸への風の動きが噴

霧効果に与える影響を分析することを目的とする。それにより、現在行われているコンピュータシミュレ

ーションにおいて様々な条件を入力した際に、有効なデータを得るための資料とすることを目的としてい

る。
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第２章

家庭用ドライミスト
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2.1 家庭用ドライミスト

ドライミストとは水を微細な霧の状態にして噴射し、蒸発する際の気化熱を利用して冷房を行う装置で

ある。水の粒子が 16μm と非常に小さく、普通の気象条件では噴霧後すぐに蒸発するため、服なども濡れ

ない。ミスト散布量は、森の持つ気温緩和作用に合わせて、クスノキ林の真夏の蒸散量(7.5ml/分・m2)4)

を基準とする。

2.2 家庭用ドライミスト装置の説明

2.2.1 ポンプ

ポンプは GMM テック社製の超磁歪素子動力小型ポンプ≪図 2.1≫を用いる。微細な霧を噴霧するため

には大きな圧力が必要である。しかし普通の高圧洗浄機では消費電力が高い上に水の使用量がとても大き

くなってしまうため、省エネルギーとは考えられない。そのため、この欠点を補うために超磁歪素子の動

力を用いたポンプが開発された。

超磁歪素子 5)とは、磁歪と呼ばれる、磁気を与えると磁性体の形状が変化する現象の変化量が、通常の

1000 倍以上の材料である。磁歪現象による変化量は非常に小さなものであるが、1cm2あたり 400kg もの圧

力を生みだすことができる上、磁気の変化に対する応答が非常に速く、低電圧での駆動が可能である。そ

のため超磁歪素子を用いることにより、ポンプの小型・高圧・小水量・低消費電力を実現できた。

超磁歪素子動力小型ポンプ  株式会社 GMM テック社製≪図 2.1≫

電源 AC 100V 50～60Hz 
消費電力 73W
吹出圧 5.5MPa
水量 100ml/min
寸法 φ90×210mm
騒音値 51dB
重量      

図 2.1 超磁歪素子動力小型ポンプ
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2.2.2 高圧ホース

高圧ホースは Swagelok 社製の PTFE ホース≪図 2.2≫6)を用いる。クロムが 12%以上添加しているため

耐食性に優れている。軽量構造かつ、最高使用耐力 20.6MPa・最小破裂圧 82.6MPa の性能を持つため、

本ポンプの圧力(5.5MPa)に十分対応している。また、樹脂製のホースと比較し、製造過程で工業用油を使

用しないため衛生面で優れている。

図 2.2 高圧ホース

2.2.3 ノズル

株式会社 共立合金制作所製の一流体ノズル≪図 2.3≫7)を用いる。ノズルとポンプの圧力により粒径 16

μm の微細な霧を噴霧可能となる。

一流体ノズル KSN0.3A(CV) ≪図 2.3≫

株式会社 共立合金製作所製

ステンレス鋼製

図 2.3 ノズル
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第３章

実験計画
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3.1 実験概要

三次元超音波風向風速計により風速・風向を測定し、ドライミストの効果に及ぼす影響に着目して実験

を行った。異なる気候条件における効果を検証する目的で実験期間を２つに分け、かつ夜間にも測定を行

う。

3.2 測定日時・実験場所

異なる気候条件における効果を検証するため、測定は 2009 年 8 月 27 日及び 9 月 15・16 日の 10～18 時

と、8月 26日及び 9月 15 日の 20～22時に行った。

実験場所は千葉県浦安市にある東京電力ショールーム(Switch! Station 浦安)≪図 3.1～3.4≫の 2階セ

ミナールームを用い、本実験では家具による噴霧効果への影響を避けるために、室内にある机や椅子を取

り除いて実験を行った。住宅展示場内の一戸建て住宅で、広い駐車場に面しており、また裏も大きな道路

に面していて周りに大きな建物がなく、風や日射を遮る障害物が非常に少ない。実験を行った部屋は天高

が最高部で 4.5m と高く、南東のバルコニーに面して広い窓があり、向かい側にも複数の窓があるため室内

を風が通りやすい空間≪図 3.6≫になっている。またオーニングテント≪図 3.5≫を日除けに用いているた

め室内への日射の影響が少ない。

図 3.1 実験場の周辺図
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図 3.2 建物外観               図 3.3 建物外観

図 3.4 建物外観               図 3.5 開口部

図 3.6  2 階 セミナールーム展開図

オーニングテント

      風の抜ける方向

   窓を開けている所
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実験番号 実験日 時間帯 天気 最低気温 最高気温 降水量 風速（平均） 風向（最多） 日照時間 備考
実験１ 8月26日 20～22時 晴 21.6 22 0 1.65 東北東 0
実験２ 8月27日 10～18時 晴 25.7 27.9 0 1.77 北東 5.1
実験３ 9月15日 10～18時 曇 22 23.3 0 1.23 東北東 0 17:00に床濡れ確認
実験４ 9月15日 20～22時 曇/雨 20.5 22 0 1.03 南南西 0 21：15より降雨を確認
実験５ 9月16日 10～18時 晴 22.9 27.1 0 2.12 北北東 8.9

※　気象データは気象庁の気象統計情報（船橋）を用いている

3.3 噴霧方法や設置方法

3.3.1 ドライミスト装置設置方法

ミストノズルは窓の上部にあるオーニングテントの 2箇所に外れないように取り付ける≪図 3.7≫。ミス

トポンプは室内への熱を配慮し、バルコニーの隅に設置する≪図 3.8≫。

      図 3.7 ノズル位置                 図 3.8 ポンプ位置

3.3.2 噴霧方法

噴霧は窓枠から外側に 800mm、高さ 2400mm の位置より、斜め下 45 度内向きの方向に行った≪図 3.7≫。

噴霧角度は過去の実験住宅での測定結果において、最も効果が表れた条件 8)より決定した。ミスト噴霧に

伴う温度変化を確認できるよう、ポンプの運転・停止の切り替えを 10分間隔で行った。

3.3.3 測定装置の測定位置・設置方法

風向・風速測定は図 3.9に示す 2 箇所の高さ 1200mm の位置に設置した三次元超音波風向風速計にて、温

度測定は図 3.9 に示す 8 箇所の、図 3.10 に示す高さ方向 10 箇所に取り付けた熱電対にて、温湿度測定は

図 3.9に示す 5箇所の高さ 1200mmの位置と、建物の裏の日陰に設置したおんどとり Jrにて測定を行った。

3.3.4 実験一覧と気象データ

実験日と時間帯を表 3.1 に示す実験 1～5に分類した。気象条件のみ異なる状態で分析を行えるよう、噴

霧間隔や噴霧角度等は全て同じ条件で行った。

表 3.1 実験一覧と気象データ

3.3.5 検討項目

実験を行う上で、以下を検討項目に挙げて実験に臨んだ。

① 家庭用ドライミストによる気温降下の確認

② 風速と噴霧効果の相関性の有無の確認
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図 3.9 測定装置の設置位置（平面図）

図 3.10 測定装置の設置位置（断面図）
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3.4 測定装置

１．熱電対

二種類の金属線の両端の温度差に応じて発生する微弱な電圧(熱起電力)を利用して、温度を計るもので

ある。高速型多点分散データロガー3060A サーモダック 6≪図 3.11≫9)と入力ステーション 3002A≪図 3.12

≫を用いて各データの測定・保存を行う。

熱電対の設置位置は平面図≪図 3.9≫と断面図≪図 3.10≫を参照。部屋に 8 本のポールを固定し、様々

な高さで温度を測るため、ポール 1 本につき 10 箇所に熱電対を取り付けた。また熱電対の周りをアルミホ

イルで包むことで、日射の影響の緩和を試みた。(よく使われる方法だが、適切ではないとの指摘もあり。)

データロガー3060A サーモダック 6

江藤電気株式会社

重量 4.0kg

寸法 W:290 H:95 D:212

動作保証温湿度範囲 0～50℃、20～90%R.H.

測定範囲 -254～400℃

                                        図 3.11 データロガー サーモダック 6

入力ステーション 3002A

江藤電気株式会社

重量 8.0kg

寸法 W:425 H:100 D:285

動作保証温湿度範囲 0～50℃、20～90%R.H.

測定範囲 -254～400℃

      図 3.12 入力ステーション 3002A

測定対象 測定範囲 測定精度 分解能

T－CC

-254 ～ -250℃ ±0.05％rdg ±5.0℃

0.1℃

-250 ～ -150℃ ±0.05％rdg ±1.7℃

-150 ～ 0℃ ±0.05％rdg ±0.3℃

0 ～ 400℃ ±0.02％rdg ±0.2℃
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２．温湿度計

おんどとり Jr RTR-53≪図 3.13≫10)を用いて温度と湿度の測定を行う。温度と湿度を同時に測定できる

小型軽量データロガーである。温度センサー≪図 3.14≫には、温度変化に対して電気抵抗の変化の大きい

抵抗体であるサーミスタを使用している。相対湿度は高分子膜の水分の吸収・放出に伴う誘電率変化から

測定している。サーモレコーダーRTR-57U≪図 3.15≫10)により PC へデータを吸い上げ、データ収集を行う。

測定範囲 測定精度 使用センサー 分解能 応答時間 本体寸法

温度 0～55℃ 平均±0.3℃ サーミスタ 0.1℃ ７分(90%) H62 W47 D19

アンテナ長 20mm湿度 10～95%RH ±0.5RH 高分子湿度センサー １%

      図 3.13 おんどとり JrRTR-53                図 3.14 温湿度センサーTR-3310

図 3.15 サーモレコーダーRTR-57U
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３．グローブ温度計

周囲からの熱輻射による影響を測定するために用いられる温度計で、色のつや消しエナメルで塗られた

直径 15cm厚さ 0.5mm の中空の鋼板球体の内部の気温を、密封して棒状の温度計で読み取る機器である。

株式会社吉野計測製 黒球温度計(グローブサーモメーター)≪図 3.16≫を用いて測定を行った。

MRT=tg+2.42V(tg-ta)

MRT:周囲壁体平均温度(℃) V:気流(cm/sec)

tg:黒球温度(℃) ta:乾球温度(℃)

図 3.16 グローブ温度計

４．三次元超音波風向風速計

向かい合わせに配した発信部と受信部との間での超音波の伝搬時間を測定することにより風速を測り、

三方向で同時に測ることによって、水平・垂直の三次元の風速を測定することができる。一般気象観測に

おける風速データをデータロガー≪図 3.11・図 3.19≫などでパソコンに収録可能。11)本実験では図 3.9に

示す 2箇所の、高さ 1200mmの位置での風向・風速を測定した。

風速計 測定範囲 測定繰返し 平均化時間 使用環境 分解能

SAT550《図 3.17》 0～60m/s 50/sec 1～15 分（調節可能） -20℃～50℃ 0.01m/s

DA-650《図 3.18》 0～60m/s 20/sec 10 分 -10℃～40℃ 0.005m/s

図 3.17 超音波風向風速計(SAT550)   図 3.18 超音波風向風速計(DA-650)       図 3.19 データロガー
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５．全天日射計

天空から水平面に入射する全天日射量を測定するために用いられる全天日射計である。光部には波長依

存性がなく黒色塗料が塗布されているので吸収率が良く、二重ガラスドーム構造をとることにより、風･

気温の変動による影響を受けにくいのが特徴である。12)

品名 感度 応答速度 非直線性 方向特性 温度特性 波長範囲

MS-402《図 3.20》 約7μV/W･cm-2 約 8 秒（95％） ±0.2％ ±20W･m-2 ±1.0% 305～2800nm

ネオ日射計（MS-402）

英弘精機株式会社

図 3.20 全天日射計
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第４章

実験結果・考察
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4.1 噴霧実験結果（時間変化）

表 3.1 に示す各実験で測定した、温度の時間による変化を図 4.1～図 4.8 に示す。気象条件のみ異なる結

果で比較を行えるよう、噴霧間隔やノズル角度等の噴霧方法は常に一定である。

温度変化は、床面より 1200mm の位置に設置したおんどとり jr と熱電対により測定した温度を用いて

表す。外気温はおんどとり jr にて測定した温度を用いる。風速には三次元超音波風速計により測定した、

ドライミストを設置した開口部での、開口に対して垂直方向の風速を用いる。

実験ごとにグラフＡとグラフＢの 2 種類の図を作成した。グラフＡではおんどとり jr により測定した各

点の温度と外気温、そして風速の時間による変化を表している。グラフＢでは風が通り抜ける斜め方向に

３か所の、熱電対により測定した温度と、グラフＡと同様に外気温と風速を表している。また温度変化と

風速との相関関係を見やすいよう、いずれも風速は Y 軸の反転を行っており、軸より下側だと風が流入し

ている状態となる。なお実験 1 と実験 4 は測定時間が短いため、1 つのグラフ内に 2 つの実験結果を並べ

て表した。

グラフＡでは、外気温との比較において噴霧効果が表れているかを見るのに適した、窓際の温度変化

（No.5）を強調表示している。グラフＢでは、噴霧と風速の影響が部屋全体まで及んでいることを見るの

に適した、部屋の中心部（E7）を強調表示している。なお噴霧を行った時間帯は薄く緑色のマスクをかけ

て示している。
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図 4.1 実験 1・実験 4 における温度の時間変化グラフＡ
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図 4.2 実験 1・実験 4 における温度の時間変化グラフＢ
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図 4.3 実験 2 における温度の時間変化グラフＡ
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図 4.4 実験 2 における温度の時間変化グラフＢ
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図 4.5 実験 3 における温度の時間変化グラフＡ
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図 4.6 実験 3 における温度の時間変化グラフＢ
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図 4.7 実験 5 における温度の時間変化グラフＡ
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図 4.8 実験 5 における温度の時間変化グラフＢ
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4.2 噴霧実験考察（時間変化）

実験 1 と実験 4 は、気温が下がり湿度が高くなる夜間の実験であるため、本来ドライミ

ストの利用に適さない環境化での実験となる。特に実験 4 では天気が悪く、ミストによる

広範囲の床濡れが確認された。実験 3 でも曇りが続き終日気温が低い状態であったため、

同様に噴霧に適した気候ではなく、17 時以降には床濡れも確認された。よって実験 2 と実

験 5 を主な考察対象とし、特に風の流出入の変化に富んだ実験 5 を中心に考察を行ってい

くものとする。

図 5.7 で窓際の温度変化に注目すると、風速が軸の上側（流出）に偏っている午前中は噴

霧に伴う温度変化がほとんど見られず、風速が下側（流入）に偏っている午後は 10 分おき

に上下に大きく変化していることから、風が流入している場合のみ効果が表れることが予

測できる。
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さらにグラフＢを細かく見てみると、噴霧中の温度低下量が風の変化にある程度追随し

ている様子が見られる。特に風の流出入が入れ替わる瞬間には、温度変化の傾きの急激な

変化を確認することができる。

上の図 4.9 は、例として図 4.8 より風の流出入の切り替わっている部分をいくつか拡大し

たもので、流出に切り替わった瞬間を赤、流入に切り替わった瞬間を青の線で示している。

風が流出に転じたとたんに温度の低下が停止、あるいは反転して上昇を始めているが、逆

に流入が始まると温度が急激に低下していることから、前ページで述べた考察と同様に、

風が流入している場合のみ噴霧効果が表れることが予測できる。

図 4.9 実験 5 における風向変化時の温度変化
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4.3 噴霧実験結果（分布）

Y 軸におんどとり Jr により測定した外気温と窓際の温度との温度差、X 軸にその時の風速をとり、噴霧

停止中と噴霧中に分けて図 4.10～図 4.14 の散布図に示す。温度差が下方に位置するほど外気温に対して窓

際の温度が低い状態となり、風速は軸より右側だと風が流入している状態となる。噴霧状態の切り替え直

後は切り替え前の影響を大きく受けていると考えられるため、切り替えから 3 分後以降のデータのみを用

いる。
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図 4.10 実験 1 における温度差と風速
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図 4.11 実験 4 における温度差と風速



- 30 -

図 4.12 実験 2 における温度差と風速
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図 4.13 実験 3 における温度差と風速
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図 4.14 実験 5 における温度差と風速
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4.4 噴霧実験考察（分布）

図 4.15 は図 4.14 の分散図に加え、点のおおよその分布範囲を示したものである。まず Y 軸より左側、

風が流出している場合の分布を見ると、停止中と噴霧中いずれも黒い線で囲んだ範囲に分布しており、噴

霧効果が出ていないことが分かる。次に Y 軸より右側、風が流入している場合の停止中の分布を見ると、

赤い線で囲んだ範囲に分布しており、外気温を中心におおよそ均等に分布している様子が見られる。最後

に風が流入している場合の噴霧中の分布を見ると、青い線で囲んだ範囲に分布しており、停止中の分布と

比較すると明らかに下方に分布が移動しており、噴霧効果が表れていることがはっきりと分かる。

また図 4.12 や図 4.13 を見ても、風が流入している場合の噴霧中と停止中の分布と比較すると、同様に

噴霧効果が表れていることが分かる。噴霧効果の表れ方は噴霧効率の算出を行い、その値を比較すること

でよりはっきりと確かめることができる。そのため噴霧効率の算出及び考察を、第５章の『5.1 噴霧効率の

算定』にて行う。

図 4.15 実験 5 における温度差と風速の分布範囲
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4.5 噴霧実験結果（拡散）

噴霧効果の部屋全体への拡散状態が見えるよう、測定を行った 8 か所の垂直温度分布を図 4.16～図 4.25

に表す。図の作成には実験 2 と実験 5 よりそれぞれから 5 つの時間帯のデータを用いた。いずれも噴霧開

始時または噴霧停止時の初期のデータと、その 4 分後および 8 分後の 3 つのデータを表している。

初期を青色、4 分後をピンク色、8 分後を黄色の点で示しており、温度は左側に位置するほど低く、風速

は軸の交点より風の吹いている方向に線を結んでおり、同時にその長さで風速の大きさを表している。

図 4.19 と図 4.23 では噴霧停止後の温度分布の変化を表し、他の図では噴霧開始からの変化を表してい

る。風が流入していない状態での効果を見るため、図4.21では風が流出していた時間帯のデータを用いた。
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図 4.16 実験 2 における垂直温度分布 11:00～
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図 4.17 実験 2 における垂直温度分布 12:20～
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図 4.18 実験 2 における垂直温度分布 13:20～
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図 4.19 実験 2 における垂直温度分布 14:30～
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図 4.20 実験 2 における垂直温度分布 16:00～
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図 4.21 実験 5 における垂直温度分布 10:40～
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図 4.22 実験 5 における垂直温度分布 12:00～
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図 4.23 実験 5 における垂直温度分布 14:50～
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図 4.24 実験 5 における垂直温度分布 16:20～
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図 4.25 実験 5 における垂直温度分布 17:40～
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4.6 噴霧実験考察（拡散）

全体的に高さ 0～2100mm の全域で温度が低下している様子が見られる。点 G では直接ミストが当たっ

たと見られる偏りはあるが、噴霧効果は高さ方向を含めた部屋全体に表れており、ドライミストが有効に

働いていることが分かる。噴霧停止後の変化を表している図 4.19 と図 4.23 では、他とは逆に全域で温度

が上昇していることから、同様に効果が表れていたのだと分かる。

風が他とは逆方向に流れている図 4.21 では、噴霧を継続しているにもかかわらず部屋全体でほとんど温

度に変化がなく、ドライミスト設置位置からの風の流入が全くない状態では噴霧効果を得られていないこ

とが確認できる。点 C のピンク色の線で表す温度に乱れが見られるのは、高さ 900・1200 で特に大きく乱

れていることから、逆からの外気の強い流入による影響と考えられる。

図 4.16 では噴霧側から風が流入しており、部屋の中央部までは噴霧効果が表れているのだが、点 B・C・

F ではほとんど効果が表れていない。この時の室内の風速を見るとその周辺ではほぼ無風状態であること

が分かり、なんらかの影響で風が抜けずに室内に留まっていたことが考えられる。また図 4.20 で点 B・C

の高さ 900・1200 の温度が高くなっているのは、陽が西に傾いたことによる日射の影響だと考えられる。
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第５章

既往の実験との比較
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5.1 噴霧効率の算出

噴霧されたドライミストがどれだけ有効に働いたかを表すために、換気により移動された熱量と、ミス

トがすべて蒸発した際に生じる蒸発潜熱とを比較し、算出したものを噴霧効率と定義する。また噴霧中と

停止中との噴霧効率の比較を行えるよう、停止中も同量の水を噴霧していると仮定して算出を行うものと

する。

噴霧効率 =
換気によって移動した熱量

ミストが全て蒸発した際の蒸発潜熱
× 100〔％〕

                                 ・・・式１3)
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5.1.1 換気によって移動する熱量の算出

本実験は開口部上下の垂直距離がないため重力換気を用いず、屋外の風力によって生じる圧力差を利用

した、風力換気による換気量(Q)により理論値を算出する。換気量と空気比熱、室内外温度差より、換気に

よって移動する熱量を算出する。

1.換気量を求める。

換気量を求める式

Q =αA・V×空気密度   ・・・式 2 13)

Q=換気量(kg/s) 

α=流量係数

A=開口部の面積(m2)

αA =実効面積(m2)

V=風速(m/s)

開口部の面積は、寸法(幅 1.29m・高さ 2.47m)より算出する。また風速には、窓際の境界線上の風速計

による測定結果を用いる。なお流量係数は 0.7 とし、空気密度は 1.293(kg/ m3)で一定とする。

2.換気によって移動する熱量を求める。

換気によって移動する熱量を求める式

W = Q ×空気比熱 ×室内外温度差   ・・・式 3 3)

W=換気により移動される熱量(kcal/s)

空気比熱=空気の温度上昇に必要となる熱量(kcal/kg・℃)

室内外温度差=室内(窓際・高さ 1200mm)の温度と外気温との温度差(℃)

空気比熱は 0.24(kcal/kg・℃)で一定とする。

図 5.1 風力換気の模式図
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5.1.2 ミストが全て蒸発した際に奪う熱量

噴霧されたミストが蒸発する際に蒸発潜熱として空気中から奪う熱量の算出を行う。以下、算出する際

に用いる計算式を示す。

ミストが全て蒸発した際に奪う熱量(kcal/s)
=噴霧量(ml/s) ×水の比重(g/ml) ×水の蒸発潜熱(kcal/g)

                              ・・・式 4 3）

本実験では、噴霧量 100(ml/min),水の比重 1(g/ml),水の蒸発潜熱 0.593(kcal/g) で一定とする。
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5.1.3 パターン分け

換気量や、換気により移動する移動する熱量を算出し、噴霧効率を求める際の過程の一部を表 5.1 に表

す。噴霧方法が一定であるため、蒸発潜熱も一定となる。なお単位換算には 1cal /s= 4.186W を用いた。

表 5.1 噴霧効率の算出過程

・

・

・

ON/

OFF
時刻

換気量

(kg/s)

平均風速

(m/s)

室内外温度差

(℃)

換気により移動

する熱量(kW)

蒸発潜熱

(kw)

噴霧効率

（%）

1 10:03:00 -0.51324342 -0.178 -0.7 0.359270394 4.137 -8.684321827

1 10:04:00 -0.64587936 -0.224 -1.3 0.839643168 4.137 -20.29594315

1 10:05:00 -0.67471326 -0.234 -0.9 0.607241934 4.137 -14.67831603

1 10:06:00 -1.22832414 -0.426 -0.3 0.368497242 4.137 -8.90735417

1 10:07:00 -1.02072006 -0.354 0.1 -0.102072006 4.137 2.467295286

1 10:08:00 -0.91115124 -0.316 0 0 4.137 0

1 10:09:00 -1.25715804 -0.436 0.3 -0.377147412 4.137 9.116446991

1 10:23:00 -1.08415464 -0.376 0 0 4.137 0

1 10:24:00 -0.82464954 -0.286 -0.2 0.164929908 4.137 -3.986703118

1 10:25:00 -1.14182244 -0.396 -0.3 0.342546732 4.137 -8.280075707

1 10:26:00 -1.34942652 -0.468 -0.3 0.404827956 4.137 -9.785544017

1 10:27:00 -1.60316484 -0.556 -0.3 0.480949452 4.137 -11.62556084

1 10:28:00 -1.25715804 -0.436 -0.5 0.62857902 4.137 -15.19407832

1 10:29:00 -0.85348344 -0.296 -0.6 0.512090064 4.137 -12.378295

1 10:43:00 -1.42439466 -0.494 -0.2 0.284878932 4.137 -6.886123568

1 10:44:00 -1.75310112 -0.608 0.1 -0.175310112 4.137 4.237614503

1 10:45:00 -2.23174386 -0.774 0.5 -1.11587193 4.137 26.97297389

1 10:46:00 -1.08415464 -0.376 0.8 -0.867323712 4.137 20.96504017

1 10:47:00 -1.19949024 -0.416 1 -1.19949024 4.137 28.9942045

1 10:48:00 -0.91115124 -0.316 0.9 -0.820036116 4.137 19.82199942

1 10:49:00 -0.85348344 -0.296 0.1 -0.085348344 4.137 2.063049166

1 11:03:00 -0.44980884 -0.156 -0.7 0.314866188 4.137 -7.61097868

1 11:04:00 -1.14182244 -0.396 -0.7 0.799275708 4.137 -19.32017665

1 11:05:00 -0.04613424 -0.016 -1 0.04613424 4.137 -1.115161711

1 11:06:00 -0.42097494 -0.146 -1.2 0.505169928 4.137 -12.21102074

1 11:07:00 -0.82464954 -0.286 -1 0.82464954 4.137 -19.93351559

1 11:08:00 -0.42097494 -0.146 -0.7 0.294682458 4.137 -7.123095431

1 11:09:00 -0.56514444 -0.196 -0.7 0.395601108 4.137 -9.562511675

1 11:23:00 -0.30563934 -0.106 -0.7 0.213947538 4.137 -5.171562437

1 11:24:00 -0.53631054 -0.186 -0.2 0.107262108 4.137 -2.592750979

1 11:25:00 -0.65164614 -0.226 0.4 -0.260658456 4.137 6.300663669

1 11:26:00 -0.88231734 -0.306 0.8 -0.705853872 4.137 17.06197418

1 11:27:00 -0.29987256 -0.104 1 -0.29987256 4.137 7.248551124

1 11:28:00 -0.10380204 -0.036 1.3 -0.134942652 4.137 3.261848006

1 11:29:00 0.17877018 0.062 0.9 0.160893162 4.137 3.889126468
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算出結果は、噴霧中（ON）と停止中（OFF）に分け、それぞれで風が外向き（換気－）の場合と内向き

（換気＋）の場合の平均値を算出することで比較を行う。この 4 つのパターンに分けた算出結果を、実験

5 の結果を例として表 5.2 に表す。

表 5.2 実験 5 の噴霧効率

以下の図 5.2 により各パターンの状況の説明を行う。

図 5.2 パターン別の説明図

噴霧 換気 平均風速(m/s) 噴霧効率（%）

OFF - -0.24 (-4.67)
OFF + 0.46 (-3.92)
ON - -0.25 -4.15
ON + 0.41 29.49

パターン１

パターン２

パターン３

パターン４
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5.1.4 算出結果

表 5.3～表 5.7 は、実験ごとにパターン別の平均値の算出結果を表したものである。

表 5.3 実験 1 の噴霧効率

表 5.4 実験 2 の噴霧効率

表 5.5 実験 3 の噴霧効率

表 5.6 実験 4 の噴霧効率

表 5.7 実験 5 の噴霧効率

噴霧 換気 平均風速(m/s) 噴霧効率（%） サンプル数

OFF - -0.12 (-22.53) 15
OFF + 0.15 (-24.36) 27
ON - -0.07 -12.48 16
ON + 0.21 -15.37 26

噴霧 換気 平均風速(m/s) 噴霧効率（%） サンプル数

OFF - -0.14 (27.94) 24
OFF + 0.65 (34.76) 144
ON - -0.14 32.03 15
ON + 0.62 99.59 153

噴霧 換気 平均風速(m/s) 噴霧効率（%） サンプル数

OFF - -0.19 (10.52) 55
OFF + 0.25 (10.66) 106
ON - -0.19 16.77 64
ON + 0.27 28.65 111

噴霧 換気 平均風速(m/s) 噴霧効率（%） サンプル数

OFF - 0
OFF + 0.44 (-34.62) 42
ON - 0
ON + 0.45 -18.82 42

噴霧 換気 平均風速(m/s) 噴霧効率（%） サンプル数

OFF - -0.24 (-4.67) 64
OFF + 0.46 (-3.92) 104
ON - -0.25 -4.15 61
ON + 0.41 29.49 107
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5.1.5 噴霧効率の考察

実験 5 の結果を例として再び表 5.8 に示し、4 つのパターンの比較を行う。

表 5.8 実験 5 の噴霧効率

(1)パターン１・２の比較を行う。噴霧 OFF の場合の、換気－と換気＋との噴霧効率を比較してみると

換気(−) − 4.67 ≒換気(+) − 3.92
となり、ドライミストを噴霧していない時は、換気－と換気＋共に同程度の値となった。当然この時の

値が、噴霧効果が表れていない場合と考えられる。

(2)パターン１・３の比較を行う。換気－の場合の、噴霧 OFF と噴霧 ON との噴霧効率を比較してみると

噴霧(OFF) − 4.67 ≒噴霧(ON) − 4.15
となり、噴霧の ON、OFF による噴霧効率の値に差が見られない。よって風が流入していない時は、噴

霧による効果は得られないと考えられる。

(3)パターン２・４の比較を行う。換気＋の場合の、噴霧 OFF と噴霧 ON との噴霧効率を比較してみると

噴霧(OFF) − 3.92 <噴霧(ON)29.49
となり、(2)の場合と異なり噴霧 ON で噴霧効率が高くなっている。このことから、風が流入していれば

噴霧による効果が表れることが分かる。

(4)パターン３・４の比較を行う。噴霧 ON の場合の、換気－と換気＋との噴霧効率を比較してみると

換気(−) − 4.15 <換気(+)29.49
となり、換気＋の場合のみ噴霧効率が高くなることがはっきりと分かる。よって風が流入している場合

のみ、噴霧による効果が得られることが確認できる。

            は噴霧効果が表れていると考えられるパターンを示す。

表 5.4・表 5.5 から、実験２・実験３でもパターンごとの相対関係には同様の傾向が表れており、ドライ

ミストの噴霧効果は噴霧中に風が流入している場合のみ表れることが分かる。

噴霧 換気 平均風速(m/s) 噴霧効率（%）

OFF - -0.24 (-4.67)
OFF + 0.46 (-3.92)
ON - -0.25 -4.15
ON + 0.41 29.49

パターン１

パターン２

パターン３

パターン４
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5.2 既往の実験との比較

本実験(外気風速の影響下)と既往の実験 3)(無風状態)における噴霧効果の比較を行う。

表 5.9 にて比較する内容を示す。

表 5.9 本実験と既往の実験との比較内容

タイトル 5.2.1 での比較対象 5.2.2 での比較対象

本実験 外気風速と家庭用ドライミストの

噴霧効果に関する研究

噴霧実験結果

(時間変化)…4.1
噴霧効率

(風力換気による)…5.1

既往の

実験

家庭用ドライミストの無風状態に

おける噴霧効果に関する研究 3)

噴霧前との温度差の

時間変化

噴霧効率

(温度差換気による)
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5.2.1 噴霧実験の比較

本実験と既往の実験では測定を行った条件が異なるため、各部屋における絶対温度の比較を行うのでな

く、外気温との温度差の変化の様子より、外部風速が与える影響を考察する。既往の実験のデータは、噴

霧開始前の温度を基準とした 10 分間の温度差のデータ（5 分噴霧・5 分停止）を用いている。本実験のデ

ータは実験 5 の 15～17 時の、各時間における外気温との温度差のデータ（10 分噴霧・10 分停止の繰り返

し）を用いている。いずれも噴霧は、開口上部より斜め下 45 度内向きに行っている。

図 5.3 に、既住の実験での部屋中央部の温度差の変化をグラフに表す。

図 5.3 温度差の時間変化（既往の実験）

図 5.3 を見ると、既往の実験は無風状態で行われているために、噴霧開始から時間が経つほど徐々に温

度の低下が大きくなっている様子が見られる。噴霧停止後は逆に徐々に温度が上昇している。このことか

ら無風状態ではいずれの場合も時間に応じた温度変化が起こることが分かる。
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次に図 5.4 に、本実験での部屋中央部の外気温との温度差の変化をグラフに表す。同時に風の流入状況

（軸より下側だと流入）をグラフの下部に表している。

図 5.4 温度差の時間変化（本実験）

図 5.4 を見ると、どの時間帯でも噴霧開始直後に急激に温度が低下し、また停止直後に急激に上昇して

いる様子が見られる。分単位の細かい動きを見るため、図 5.4 の一部から、噴霧開始 5 分前より噴霧停止

10 分後までを拡大したグラフを図 5.5 で表した。

図 5.5 温度差の時間変化 2（本実験）

図 5.5 より、図 5.3 とは異なり、噴霧中に温度差が激しく上下している様子が見られる。噴霧停止後は

比較的安定しているものの、やはり滑らかな曲線は描かず、変化が見られる。図 5.3 と比較すると、気象

状況が噴霧効果に大きく影響を与えていることが分かる。
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5.2.2 噴霧効率の比較

既往の実験と本実験では測定を行った部屋が異なり、部屋の形状や開口部などの条件が異なる。そのた

め綿密な比較を行うことはできないが、噴霧方法の最も近い実験結果を用いて比較を行う。既往の実験の

データには、本実験と同様に噴霧が開口上部から斜め下 45 度内向きの実験での、噴霧開始から 5 分後のデ

ータを用いて噴霧効率の比較を行う。本実験のデータには、外気温と噴霧停止時の室内の気温との温度差

が特に小さく、噴霧効果の室内外温度差への表れ方が最も安定していたと考えられる、実験 5 における 15

～17 時の測定結果のうち、既往の実験と同様に噴霧開始から 5 分後のデータを複数用いる。

表 5.10 既往の実験の噴霧効率

表 5.11 本実験の噴霧効率

②～⑥の換気量の異なる噴霧効率を比較すると、同じ 5 分後であっても外部の気象状況の変化により、

得られる噴霧効果にもかなりの変化が現れることがわかる。①の無風状態の場合では、本実験中では効果

の薄かった②と同等の効果しか現れないこととなるが、③～⑥のようにうまく風が流入していた場合には

噴霧効率は大幅に高まっており、外部の風を利用するとより高い噴霧効果が得られる結果となった。

番号 換気量(kg/s) 平均風速(m/s)
室内外温度差

(℃)
換気により移動
する熱量(kW)

噴霧効率（%）

① 0.17 - 1.91 0.33 8.00

番号 換気量(kg/s) 平均風速(m/s)
室内外温度差

(℃)
換気により移動
する熱量(kW)

噴霧効率（%）

② 0.27 0.09 1.3 0.34 8.34

③ 1.14 0.39 1.3 1.48 35.70
④ 1.21 0.42 1.5 1.82 43.91

⑤ 1.62 0.56 1.4 2.27 54.84

⑥ 1.71 0.59 1.6 2.73 66.02
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第６章

まとめ
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6.1 まとめ

第 3 章 3.3.5 で挙げた検討項目の検討結果をまとめる。

①第 4 章 4.1 の実験結果より、実験 1～5 の、どの実験においても噴霧前と比べ 1～2℃以上気温が低

下しており、実験室内での家庭用ドライミストの噴霧効果を確認できた。

②第 4 章 4.3・第 5 章 5.1.4 の実験結果より、外気風速と噴霧効果に相関性があることが確認できた。

本実験では、平均風速が 3.0m/s を超える強い風は室内に入らなかったため、過去に屋外で行われた実験

で見られた、強風により噴霧効果が失われてしまう現象は起こらなかった。

各章ごとで検証したことをまとめる。

第 4章では、時間変化でみると、風が流入している場合のみ噴霧効果が表れることが予測できる。温

度差分布では、噴霧中の温度差分布が風向きごとにはっきりと分かれたことから、風速が噴霧効果に

影響を及ぼすことが分かる。拡散では、2100㎜の高さまでの全域で温度降下を確認できた。

第 5 章の前半ではパターンごとに噴霧効率を求め、どのパターンで効果が得られるのかの検証を改めて

行い、噴霧中に風が流入していた場合にのみ効果が得られることが分かった。第 5 章の後半では、既往の

実験と比較を行い、外気風速の有無による噴霧効果への影響を検証した。既往の実験と異なり、本実験で

は外気温との温度差に細かいばらつきが見られた。噴霧効率の比較では、外気風速が大きく噴霧効率に影

響を与えていることがはっきりと分かった。

また実験場所にて第三者を対象にアンケートを行ったところ、ほとんどの人がドライミストがあったほ

うが快適であると回答しており、ドライミストの噴霧効果を体感によっても得られることを確認できた。

6.2 今後の課題

本実験で、外気風速が噴霧効果に大きく影響を与えていることが分かった。特に、室内に風が流入して

いる場合のみ大きな噴霧効果が得られることが分かった。そして、逆に風が流出している場合は噴霧効果

をほとんど得られないため、その際にも効果を得られる工夫、あるいは常に風を流入させることができる

様な工夫が必要であることも分かった。

また本実験のデータを数値解析と組み合わせることにより、より的確な噴霧効果の予測を行うことがで

きるようになると思われる。それにより温湿度と風速や他の条件が組み合わさった際の、最適な噴霧方法

を得ることができるかもしれない。
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