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レイ ウ ェ の背部ベンチレーションが

位別 服換気量に及ぼす影響
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要  約

降雨下における着衣の濡れを防ぐために、

スポーツや作業時にレインウェアを着用する。

レインウェアは外部からの水を防ぐ一方、人

体からの水分蒸散を阻害する。本研究では、

レインウェアの背部に設けたベンチレーショ

ンを開口することによる蒸散のための換気効

果を検討 し、また、素材が衣服換気に及ぼす

影響を調べた。素材の異なる同型のレインウ

ェア2種 を用いて無風下と風速0。9m・ sec lの

向い風における換気係数を求めた。

背部ベンチレーションの開回は、無風下に

おいてすべての部位の換気量を増加させた。

また、向い風において背部の換気を増加させ

るが、上腕部や前腕部の換気量を減少させた。

背部ベ ンチ レーション開口により、15℃

100RH環境における歩行運動 (5km・ hl)時の

発汗に対する要求換気量を背部では得られる

が、他の部位では得ることができなかった。

各種条件下において熱負担度を低下させる

ためには、要求換気量を指標とする部位別換

気量の評価や部位間気流についての検討が必

要である。また、レインウェアの素材特性が

衣服換気に及ぼす影響はベンチレーションの

影響に比べて小さいが、素材布の力学的特性

との関連を検討する必要がある。

はじめに

着衣に水分が付着・浸透すると、水の高い

熱伝導 i二 よって着衣の保温′
1生 は低下する。さ

らに、重量の増加や皮膚への密着などにより

着心地も悪 fヒ するЭそのため、降雨下におけ

る各種スポーツや作業時には、衣服の濡れを

防ぐためにレインウェアが着用される。一

方、不感蒸泄や発汗によつて人体から放出さ

れる水分を衣服外 |二 送 |)出 すことも衣服の重

要な役割である3快適性維持や熱負担軽減の

ためには、衣服を通して行われる熱交換を調

節 して人体の熱産生と熱放散のバランスをと

らなければならない。衣服着用の際に衣服内

の空気、すなわち、衣服気候は重要な役割を

果たす。熱・水分移動は皮膚と衣服内空気層

の間で行われ、さらに衣服内外の空気間で行

われる。一般的に通気性や透湿性に欠しいレ

インウェアの着用は衣服内に空気を留め、そ

の留まった空気は皮膚からの熱移動を阻害す

ると共に、徐々に上昇する水蒸気圧によって

皮膚からの蒸散を妨げるので、不快感や熱負

担度の増大を招 く。

ヒトは身体活動時に主に対流と蒸散によっ

て熱放散を促進するが、発汗を伴う時の蒸散

による熱放散は大きい。また、発汗によって

衣服内に貯留する水分は、その後も熱放散を

促進して身体を冷却することにもなるので、

すばやく衣服外に放出されることが望ましい。

また、暑熱時や運動時の発汗は、背部など躯

幹部で多くて四肢部で少ないなど、発汗反応

に身体部位差が認められている1'2)。
身体か
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ら効率的に熱放散できる衣服を設計するため

には、これらの身体部位差を考慮することが

必要である。

近年、衣服内の水分を衣服外に逃がすため

に、透湿性を備えた防水布が開発されてい

る。一一般に撥水加工と呼ばれ、水と表面加工

材との界面張力を高めて水滴を作ることによ

ってウィッキングを防ぎ、水滴のサイズに対

して極端に小さい気孔からなる多孔質構造の

素材である3,。 しかし、これらの素材が気相

水分を透過させる速度は遅 く、不感蒸泄に有

効であっても、発汗を伴う場合には十分では

ないことが予測される。衣服内外の換気は、

衣服の素材を貫通するか、または衣服の開口

部を通 して行われる。もし、発汗に対する有

効な換気が素材を通 して得られなければ、レ

インウェアの換気は衣服開田部による調節に

頼らなければならない。

本研究では、レインウェアの背部に設けら

れたベンチレーションの開口が衣服換気に及

ぼす影響を部位ごとに定量的に検討すること

を目的とした。また、同時に素材特性が衣服

換気に及ぼす影響の程度を調べるために、布

構造が異なる2種の素材からなるレインウェ

アの換気量を比較した。

方  法

実験条件

実験用着衣として素材の異なる2つの同型

レインウェアを用意 した。各素材の特性を

Table lに 示す。レインウェアは、前部でフ

ァスナーとマジックテープ付きの打合せによ

り開閉して着脱するように設計 されている。

袖日の内側には伸縮素材の裏地があ り、袖口

からの多量の空気の流入は防げられる。測定

時は襟を立てて、前部フアスナーを襟の上端

まで上げて、打合せのマジックテープを止め

た。腋の高 さの背部に横方向30cmの フアス

ナーで開閉するベンチ レーションがある。換

気の測定には立位のショップマネキン (身 長

180cm)を 用いた。

マネキンに換気率を測定するためのテュー

ビングシステムをテープで固定 した後、綿製

の長袖長ズボンの上下作業着、通気性のない

オーバーバンツ、そして実験用のレインウェ

アを着用 させ た。測定 は、無風下 と風速

0。9m・ sec lの 向い風 (無風下で時速3。2km・ hl
の緩やかな歩行に相当する)の 2つ の環境条

件下で行った。

換気係数

衣服換気量は、窒素ガス・ウォッシュアウ

ト法により測定する換気率は :air exchange

rate)と 衣服内空気容量 (ν/:micrO― environ―

ment volume)の 積から求める換気係数 (万 :

ventilation index)で 示す
5)。

万 (′
Omin l)=R(min l)× ν「7(J)

換気率は、室内換気の評価のために提案さ

れ6)、
後にCrockfordら 5)ゃ Bouskilら 7,に よっ

て衣服の換気を測定できるように改良された。

その原理は、測定可能な トレーサーガスを区

切 られた空間に送 り込み、その濃度の経時的

変化に基づいて換気量を算出する。胸部、背

部、上腕部、前腕部の衣服気候は、実際には

互いに隣接 した空間であるが、本実験ではこ

れらを区切 られた空間とみなして、窒素ガス

Tab:el  Description of weather protective textiles

Sample

Description

Thickness(mm)

Mass(g/m」 )

3-layer― lanlinated nylon fabric

O.37

160

2-layer― IDVC― coating nylon fabric

0。 18

145
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を衣服内の各部位に送入したときの酸素濃度

の変化に基づいて換気率を求める。

・ 換気率の測定

窒素ガスを衣服下各部位の空間に十分拡散

できる窒素供給チューブシステムを作成した。

窒素ガスの流量は、胸部、背部、上腕部、前

腕部の部位ごとに任意に調節できるものであ

る。また、各部位の衣服気候から微量な空気

を吸引して酸素濃度計に送 り、測定後に同じ

部位に吸引した空気を返すサンプリングチュ

ーブシステムを作成した。

マネキンにこれらのチューブシステムをテ

ープで固定して、実験用の衣服を着用させた。

各部位における衣服内の酸素濃度が約10%に

なるように窒素を送入した。窒素送入を止め

た後、酸素濃度が外気の20。 9%に 近づくまで

酸素濃度を 1秒 ごとに記録した。得られた部

位別酸素濃度データの11%か ら20.5%ま でを

以下の指数曲線に回帰 して換気率 (R)を 算出

した。

02(′)=スーB(0)exp(一 R′ )

ここで、02(′ )は酸素濃度、スは外気の酸素濃

度、B(0)は 分析開始時 (″ =0)の酸素濃度と外

気の酸素濃度との差である。

・ 衣服内空気量の測定

衣服内空気容量は、各部位を円筒形に見立

てたシリンダーモデル8)に よつて測定した。

身体各部を円筒形に見立てて (Fig。 1)、 各部

位の円周と長さをテープメジャーで測定した。

衣服着用時における身体各部位の衣服の円周

と着用した衣服の上からできる限り締めた状

態の円周の差から衣服内空気容量を推定した。

測定は4回繰 り返して行ったが、測定ごと

にウインドブレーカーの前部フアスナーを開

放するか、または再着用して、新たな着用状

態で測定を繰り返した。得られた結果は平均

値と標準偏差で示し、 2種のレインウェアに

おけるベンチレーション開閉による差につい

て、また、 2種のレインウェアの差について、

風の条件ごと、部位ごとに′検定を行った。

Fig.l  Model used to estimate the rnicro―

environment volume

結  果

シリンダーモデル8)に より推定した衣服内

空気容量は、躯幹部 :29.2、 前腕部 :2.6、 上

腕部 :4。 7ι であった。 2種のレインウェア

(サ ンプルA・ B)は 、同じサイズで作成されて

おり、着用時に生じた表面の凹凸は多少異な

るものの、テープメジャーの測定による推定

容量は同じであった。背部と胸部の衣服内空

気容量は、躯幹部の1/2と した。

Fig。2に 2種のレインウェアにおける背部ベ

ンチレーションの開閉の影響を風の有無の条

件ごとに換気係数で比較した。無風状態にお

いて背部ベンチレーションを閉めた場合の換

気係数は、サンプルAで背部 :0.9、 胸部 :0。 9、

前腕部 :0。 4、 上腕部 :0.3、 サンプルBで背

音6:0.8、  月匈音Ь:0。 7、 前腕音Б:0.3、  _L腕音Б:

0.2(J・ min l)で あった。背部ベンチレーショ

ンを開放することにより、サンプルA、 Bと

もすべての部位で換気係数は有意に増加 した

(p<0。 01)。 換気係数の増加は背部で最 も多

く、上腕部で最も小さかつた。各部位の増加
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sanmple A

(No wind)

の程度は、サ ンプルAで背部 :1。 9、 胸部 :

1.2、 前腕部 :1.1、 上腕部0.4、 サンプルBで

背部 :1。 0、 胸部 :0.8、 前腕部 :0.8、 上腕

部 :0.2(JOmin l)で あった。

また、0。9mesec lの 向い風における背部を

閉めた場合の換気係数は、サ ンプルAで背

音Б:24.4、 月匈音5:79.8、 前腕音5:7.3、  ■腕音る:

10.3、 サ ンプルBで背部 :18。 1、 胸部 :71.1、

前腕部 :7.2、 上腕部 :9。 4(JOmin l)で あった。

背部ベンテレーションを開放することによっ

てサンプルA、 Bの換気量は、背部で有意に増

加 した (p<0。 01)が胸部では差が認められず、

前腕部 と上腕部では有意に減少 した(p<0.01)。

背部における換気係数の増加の程度は、サ ン

プルA三 42.5、 B:52.0であ り、前腕部 と上腕

部における換気係数の減少の程度は、それぞ

れ、A:4.9、 4.3、 B三 3.7、 4。 0(JOmin l)で あ

った。

レインウェアA、 Bの換気係数を比べれば、

無風下のベンテレーション開口時にいずれの

部位 もAがBに比べて有意に大 きく、それらの

差は背部 :1.0、 胸部 :0.6、 前腕部 :0.5、 上

腕部 :0.2(JOmin l)で あった。また、向い風

においては、ベンチレーションを閉めた背部

でAがBに比べて有意に大きく(p<0。 01)、 その

差は6.3(J・ min l)で あったが、他の部位では

有意な差が認められなかったが、ベンテレー

ション開口時には、すべての部位で有意な差

が認められなかった。

考  察

本研究では、レインウェアの背部に設けた

Fig.2  Ventilation lndex in bttro rain― wear with the back aperture closed and open.
*c,Ap<〔

0。 05 fronl closed aperture and sample A,respectively

salmple B

(No wind)

sanmple A

(Wind)

sample B

(Wind)

closed

open
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ベンテレーションを開口することによる換気

効果を検討 した。また、ベ ンテレーション開

日の効果と共に素材が衣服換気に及ぼす影響

があるので、その程度を調べるために素材の

異なる同型のレインウェア 2種 を用いて無風

下 と風速0.9m・ sec lの 向い風における換気係

数を求めた。無風下では、サンプルA、 Bと も

ベンテレーション開口によりいずれの部位に

おいて も換気係数が増加 した。本実験では、

衣服設計を考える上で、背部、胸部、前腕部、

上腕部を便宜上一部位 とみなして換気を検討

したが、外部環境に直接開口しない上腕部に

おいて も換気の増加が認め られることか ら、

部位間における空気の移動によっても換気が

促進されていたことが推察される。ベンチレ

ーション開口による背部の換気増加が、背部

と胸部間、背部 と上腕部間、さらに上腕部 と

前腕部間の換気を促進 したものと考えられる。

また、その程度が上腕部より前腕部で大 きい

ことは、背部ベンチレーションがネ由口から行

われる前腕部の換気にも影響 したことが考え

られる。

向い風の場合は、風上に面 した前部の襟、

裾、袖から空気が入 り、無風時よりも各部の

換気が顕著に増加 した。衣服の外側の気流か

らすれば背部中心付近は最 も低圧になりやす

いので、ベンチレーションの開口によってベ

ンテレーションから衣服内空気が引き出され

たと考えられる。これによって衣服内の気流

は前部の襟、裾、袖から背部ベンチレーショ

ンに向かうが、上腕部や前腕部の換気が減少

したことは襟や裾から背部への気流が増加 し

たことを示 している。そして、背部ベンチレ

ーシ ョン開口によるこれ らの気流の増加が、

背部ベンチレーションがない場合に見られた

背部・胸部 と上腕部間、上腕部 と前腕部間、

前腕部 と袖口を介しての外部間との気流を減

少 したと考えられる。胸部ではベンチレーシ

ョン開口による換気の増加が認められなかっ

た。本実験では胸部中心部で衣服内空気をサ

ンプリングして換気係数を求めた。下腹部や

佃1腹部、胸部の高い位置では裾や襟から背部

に流れる気流が増加したと推察される。

このように、背部ベンテレーション開口は、

サンプルA、 Bの いずれにも同様の影響をもた

らしたが、無風下の開口した条件においてサ

ンプルAがBに比べていずれの部位でも高い換

気係数を示した。向い風における背部で差が

みられたものの、背部ベンチレーションを閉

じた状態でサンプルA、 B間 に差がみられにく

いことから、本実験に用いたレインウェアの

換気は素材布を貫通するものでなく、主に襟、

袖日、裾の開口部によるものと推察される。

サンプルA、 Bの力学特性は精査 しておらず、

また、衣服内空気容量の推定においても差は

認められなかった。しかし、素材の ドレープ

性などの違いによつて着用時にできる衣服気

候の空間が異なり、それが気流に影響したと

推定される。いずれにせよ、レインウェアの

換気係数に及ぼす素材の影響は、背部ベンチ

レーションの影響に比べて小さいことが示唆

された。

各種スポーツや作業に適したレインウェア

を設計するためには、着用者の熱放散に対す

る影響を定量的に評価することが望ましい。

ここでは、熱放散のために生じた発汗が蒸散

して衣服外に放出させる水分移動系において

定量的考察を試みる。衣服の換気による理想

的な(最大の)水分移動は、

水分移動量=換気量×(衣服内絶対湿度―

外部環境の絶対湿度)[gOm 3]

で求めることができる。これは、皮膚表面で

蒸発した水分が衣服気候において十分拡散し

ていることなどが条件となる理想的なモデル

である。この仮説に基づいて、発汗を取 り除

くために必要な換気量 (以後、要求換気量と

する)を 次式で求めることができる。

要求換気量=発汗量/(衣服内絶対湿度―

外部環境の絶対湿度)[m3ま たはJ]

著者らは、最大酸素摂取量の35、 50、 65%
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の各運動強度における部位別発汗量から運動

時における発汗を蒸散させるための要求換気

量を推定 している4)。
皮膚一衣服―環境間の

水分移動は複雑であることから、発汗を伴 う

暑熱環境や運動時における一組の着衣の熱水

分移動特性を着用状態で評価することは難 し

い。着用状態で測定 した換気係数をこの要求

換気量から評価することは、実際的な方法で

あると考 えられる。例 えば、 0、 15、 25℃ 、

いずれも100%RHの 環境下で5km・ hl歩行を

行った場合の要求換気量は、背部で3.2、 4.2、

7.8、 胸部で4.3、 5.6、 10.3、 前腕 +上腕部

で1。 7、 2.2、 4.0(m3.hl)に なる41。

この要求換気量から本実験に用いたレイン

ウェアの向い風におけるベンチレーションの

開口効果の評価を試みる。本実験で用いた衣

服全体の保温性から着用されるであろう条件

を気温15℃ 、100%RHの 降雨時とすれば、5

kmeh lの 歩行運動における要求換気量は背

部 で 70、 胸部 93、 前腕 +上腕部で37(J・

min l)に なる4)。
向い風における換気係数を

要求換気量に対する比率でFig。 3に示す。ベ

ンテレーションを閉じた状態では、背部で要

sample A(wind)

Closed ventilation

Back

Chest

Arm

Back

Chest

Arm

SuFrlcent level for the required ventilation(%〕
)

求換気量のA:35%、 B:26%を 満た し、ベ

ンチレーションを開けることによりA:96%、

B:100%を満たすことになる。 しか し、胸

部ではA、 Bと もベンテレーション開日の顕著

な効果は見られず、前腕部 と上腕部の合計で

はベンチレーションの開口によって要求換気

量に対する充足率はAで47%か ら23%に 、Bで

45%か ら24%に減少する。すなわち、背部ベ

ンチレーションの開回は、5 km・ hlの歩行

程度の軽運動時における発汗に対 して背部で

は必要量程度に増加 して機能するが、他の部

位では機能せず、十分な換気は確保できない

と推測される。

以上のように、素材布に通気性をもたない

レインウェアの背部ベンチレーションの効果

を換気係数によって検討 した結果、無風時で

はいずれの部位においても換気の増加が認め

られたが、発汗時の蒸散からすればきわめて

少なかった。向い風における背部では軽運動

の発汗に対 して最低必要な換気を満たす程度

に増加できて、ベンチレーション開日の効果

が期待できるが、胸部や前腕・上腕部では必

要な換気が得 られないので、換気を促進する

sample B(wind)

(〕 losed ventilation

Back

Chest

Arm

Back

Chest

Arm

SuFrlcent:evel for the required ventintbn(0/43)

Fig口 3  Sufflcency of ventilation index with the open aperture in the wind for the required clothing

ventilation while walking at 5 km oh~lin the condition,5K3100° /。 RH.
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方策を考えねばならないこ

背部ベンテレーションが衣服換気に及ぼす

影響は、素材が衣服換気に及ぼす影響に比べ

て大 きいことが推察されたが、今後、力学的

特性などとの関連を検討する必要がある。ま

た、ベンテレーション開口によってベンチレ

ーションを設けた部位における換気の増加は

顕著であったが、他の部位では増加する場合

と減少する場合が認められた。 このことは、

部位間の気流についてさらに知見を得る必要

があ り、部位別換気量の測定から部位間の空

気の移動 について検討することが望 まれる。

さらに、部位別換気量を、想定される運動強

度の発汗を蒸散 させるための要求換気量から

評価することは、着用された一組の衣服の評

価 として実際的かつ定量的であ り、設計開発

するための指標 となりうると考えられる。
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