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常時換気システムが設置された住宅の換気効率に関する研究　その1
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　　　鍛治紘子＊，赤林伸一＊＊，坂口　淳＊＊＊

研勿々0崩πS乃勿一宛雇ノ㎜且翅SHZα〃4ノ勿勿S猛40ひCE1

This　paper　describes　the　distribution　of　local　air　exchange　ef匠ciency（εp）in　the　living　room　when　the　layout　of　supply

outlets　and　exhaust　inlets　and　the　position　ofair－conditioners　is　changed．The　results　are　as　fbllows；
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　conditioners　are　operated．

（2）In　the　case　when　air－conditiollers　are　not　operated，　the　mean　εpbecomes　smaller　than　1，0，　and　the　poor　area　ofventilation

　e伍ciency　becomes　large．

（3）Ventilation　e価ciency　is　influenced　by　the　layout　ofthe　supPly　outlets　and　exhaust　inlets．
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　　　　　　　局所空気交換効率，室内温熱環境，空気齢，室内呼吸域

1．はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　居室の室内温熱環境と換気方式、給排気口の位置による変化を明ら

　2003年7月の建築基準法の改正により、2004年7月から住宅の居　　かにする・さらに・同時給排気型換気扇における給排気口の距離が

室に機械換気設備の原則的な設置が義務付けられた。また近年、住　　室内の換気効率に及ぼす影響に関する検討を行う・

宅の高断熱、高気密化が寒冷地以外でも進行しており、計画換気の　　　住宅換気についての研究では・自然換気の換気量に関する実測調

重要性が増加している。このため、国土交通省は「改正建築基準法　　査や換気回路網計算手法などの研究が古くから行われている・例え

に対応した建築物のシックハウス対策マニュアル　ー　建築基準法・　　ば・機械換気設備については吉野ら2）が集合住宅を対象に各戸型貫

住宅性能表示制度の解説及び設計施エマニュア・レ」1・を作成し、設通ダクト型鰍換気方式について研究を行っている・また・機械換

置すべき機械換気設備の技術的情報、設計手法、具体的な設計例な　　気と自然換気の併用型のハイブリッド換気設備については・吉野ら

どを広く提供している。しかしながら、住宅設計者が換気システム　　3）・佐藤ら4）が行っており・換気風量の確保や換気システムの制御

を選定する際に、施主ヘシェルター性能（断熱・気密性能）や暖冷房　　について検討している・住宅の換気性能評価については・田島ら5）

方式、換気システムとの相互効果によって実現される室内温熱空気　　が換気回路網計算により集合住宅の新鮮空気量充足度を用いて評価

環境を明確に提示することは、設計基礎資料が不足しているため困　　を試みている。筆者ら6）は空気齢を用いた木造独立住宅の換気性能

・難である。従って、良好な室内温熱空気環境を実現することのでき　　の評価を行っている・この研究では熱交換型換気扇による集中機械

る換気システム選定方法について、設計資料を整備する必要があ　　換気について実測調査を行い・住戸全体の換気性状について明らか

る。　　　　　　　　　　　　　としている・倉渕ら71・8臆第IV地域（東京）の常時鰍換気設瀞
　一方、設計や施工の簡便性により、近年、各居室に同時給排気型　　設置された戸建住宅を対象に・換気回路網計算を用いて気密性能と

の換気扇を設置する住宅が増加している。同時給排気型換気扇は給　　換気方式・2階居室に給気扇を設置した場合の系統的シミュレー

気口と排気口が近接しているため、給気が排気口ヘショートサー　　ションを行っている。

キットすることが懸念されている。　　　　　　　　　　　　　　　従来、住宅等の換気性状の把握には換気回路網計算（マクロ解

　そこで、本研究では、戸建住宅の居室を対象に、CFD解析を用い　　析）が使用されている。換気回路網計算では各室は完全拡散を前提

て空気齢を用いた換気効率の解析を行い、暖房時の換気方式による　　としており、室内における換気効率の分布や温度分布の解析を行う
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ことは出来ない。室内における換気効率や温度の分布を明らかとす　　クロ解析を行い、1つの部屋を対象としたミクロ解析により室内の

るため、本研究ではCFD（数値流体解析）による室内気流性状のミ　　換気効率および温度分布の解析を行い、住宅換気について検討した
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図1（2）に天井給排気口の位置を示す。

　　　　　　　　　　　　　f
ｯ時給排気型換気ロ（100×100mm）

鷺爵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　830mm

エアコン室内ユニット（図1（3）参照）
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@　　　（1）居室の概要
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　N　　吹出風量6．55m3／minより、吹出口全面に
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（2）天井給排気口の概要　（3）エアコン吹出・吸込口の概要　　乱流モデル
　　　　　　　　　　　給気ロA（100×100mm）　　　　　　　　　』　給気ロB（100　x　100mm）　　　解析メッシュ

　　　　　　　　　　　担気ロA（100×100mm）　　　　　　　　　　　担気ロB（100　x　100mm）

i給排気ロの間隔を
iO～300mmとする。

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4550mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3図0而而

　　　　　　　　　南壁面　　　　　　　　　　　西壁面

　　　　　　　　　　（4）同時給排気型換気口の概要
　　　　　　　　　　　・一　図1　解析対象の概要

天井給気天井排気　　　壁給気天井排気　　　　漏気天井排気
（1）方式1（第一種換気）（2）方式2（第三種換気）　（3）方式3（第三種換気）

ドア ドア ドア

計算コード ソフトウェアクレイドル汎用流体解析ソフトS丁REAM　Ver．6

乱流モデル 標準k一εモデル

解析メッシュ 部屋東西方向：48メッシュ部屋南北方向：42メッシュ高さ方向：43メッシュ（合計：86，688メッシュ）

境界条件

・天井・床・壁面境界条件：風速は一般化対数則、温度は温度対数則で与える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．・天井・床・壁面（北、東面）：室間の熱移動が無い状態を想定し、断熱条件で与える。

E窓・壁面（西、南面）：外気温（0°C）に面している窓と壁を想定し、各面の熱貫流量を

ﾈ下のように与える。注D

@窓面の熱貫流量（－324W）、西壁面熱貫流量（－68．1W）、南壁面熱貫流量（－47．2W）

輻射条件
・各壁面内側の輻射率を0．9と設定し、モンテカルロ法による輻射形態係数を計算し、

厲ﾋ熱伝達を計算する。

　　「

￥o風速

・給気ロ：壁給気・天井給気（換気回数0．5回／h）

@　　　吹出風速＝0．266（m／s）、k箒7．08x10－4（㎡／s2）、ε＝2．95x10－4（㎡／s3）、吹出温度＝0°C

E排気ロ：天井排気・アンダーカット排気

@　　　開ロ部での圧力損失をゼロとし、表面圧力境界とする。

E漏気による給気：南・西壁面上下に設置された幅20mmの隙間より均等に室内へ流入。

@　　　吹出風速＝0．0183（m／6）、k＝a35x10－6（㎡／s2）、ε＝7．19×1r7（㎡／s3）、取出温度＝0°C

E同時給排気型換気扇；給気口（換気回数0．5回／h）

@　　　吹出風速＝0．598（m／s）、k＝3．57x10－3（㎡／s2）、ε＝5．02×10“3（㎡／s3）、吹出温度＝0°C

E同時給排気型換気扇：排気口

@　　　開ロ部での圧力損失をゼロとし、表面圧力境界とする。

fエアコン吹出（6．55m3／mh）

@　　　吹出風速＝2，17（m／s）、k＝4．71×1r2（㎡／s2）、ε＝3，99　x　10－1（㎡／s3）、吹出温度＝24．5°C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辱

@　　　壁面に対して45度の傾きで吹出。

Eエァコン吸込

@　　　吸込風速＝0．722（m／s）

E給気ロのk、εの算出は以下の式で求める。

求≠tin2÷100　　　　ε＝0」）9（3／4）×k1万÷（0，07xD）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メ

ｦ但し、Uinは給気口の吹出風速（m／s）、　Dは給気ロの短辺の長さ（m）である。

　　　　天井給気　　　　　　　　壁給気’　　　　　　　漏気
　アンダーカット排気　　　アンダーカット排気　　　アンダーカット排気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覧
（4）方式4（第一種換気）（5）方式5（第三種換気）　（6）方式6（第三種換気）

　　　　　　　　　　　　図2　換気方式の概要

断面Z
（Z＝1．1m）
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m） 訟・㌧「

壁給排気口1 　　b」b@　　　　　　　　b℃@　　・’窓’・気㌃　　　、　、　　　　　　　　　　㍊、 壁給排気ロ②

05125　　　　　　1．7625　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．7625　　　　　　　0，5125

断面X1　　　　　断面X2　　　　　断面X3

（1）エァコン1　　　　（2）エァコン2　　　　（3）エァコン3　　　　　　　（1）断面Zの表不局さ　　（2）断面X1、　X2、　X3の表不位置

　　　　　　　図’3　エアコンの設置位置　　　　　　　　　　　　　　　　　　図4　解析結果の表示位置　　　　　　　　　F

西壁中央　　　　　　　南壁・西側　　　　　南壁・窓上中央　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿　　　　（X＝0・5125m）　（X＝2・275m）　（X巴0375m）
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点に特色がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。エアコンのオンオフ運転の数値解析は解析が困難であり、本研

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　究では時間平均した場合の吹出温度を用いて、エアコンが連続運転

2・1解析対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した場合の解析を行っている。

　図1に解析対象の概要を示す。解析は室内外温度差の大きい冬季

で・日射の無い状況を想定した・日本建築学会標準住宅モデルの床　　3．解析結果

面積16・6㎡溶積43・1m3の賄を橡｝こ・エアコン・天井給排気3．1局所空気交換効率（・，）

°・壁給排知洞時給排気型換気扇の設置位置が変化した時の温　局所空気交換効率（・，）は、空気齢を用いた室内め換気の良否

熱空気環境を解析する・対象室の西面・南面は・外気（0℃）に面　　を示す指標で、式（1）、（2）により求められる。完全拡散の場合に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pし・北面・東面は隣室に面し・天井面は上階に面している注ユ）。床下　　は1．0となり、値が大きいほど換気効率が良いことを示すも

の温度および床表面澱は部屋の上下温度分布に影響力弐あるため・　ここで、・。は局所空気齢（・）、・。は名目換矯問（・）、yは室

本研究では床面は断熱境界として解析し・給気口の配置による上下　　容積（m3）、　Qは換気量（m3／，）である。

温度分布の影響を明らかとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％二τ。／τp　　（1）

2．2　解析方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　τ、＝γ／Q　　　　（2）

　表1に解析ケース、図2に換気方式の概要、図3にエアコンの設

置位置を示す注2）。換気方式は、第一種機械換気と第三種機械換気注　　3．1．1　呼吸域平均局所空気交換効率（〈ε　〉）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P
3）とし、給気方式と排気方式を変化させた6通りとする。エアコン　　　図5に呼吸域平均局所空気交換効率〈ε〉注4）を示す。エアコ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P
の設置位置は・一般的に設置されるエアコンの位置を想定し・西壁　　ン運転時め〈ε，〉は・どのケースも1・0程度の値となり・エアコン

中央（エアコン1）、南壁・西側（エアコン2）、南壁中央（エアコ　　運転時は換気方式やエアコンの設置位置の差は小さく、給気が室内

ン3）とする。換気方式、給排気口の位置、エアコンの設置位置を　　でほぼ完全拡散している。

変化させた29ケースと同時給排気型換気扇の給排気口の間隔を変化　　　エアコン停止時の〈ε〉は、隙問からの漏気による給気を行う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
させた10ケースの合計39ケースの解析を行う。　　’　　　　　　case　5、　case17では、1．0以上となり、エアコン運転時より大きい

　表2に解析条件、図4に解析結果の表示位置を示す。解析には汎　　値を示す。それ以外のケースでは、1．0以下となり、エアコン運転

用流体解析ソフト（STREAM）を用い、標準k一εモデルにより室内温　　時の値より小さい。

度分布と空気齢を用いた換気効率の解析を行う。エアコン停止時の　　　換気方式4（天井給気、アンダーカット排気）の場合では、天井

解析は等温解析で行い、エアコン運転時の解析は非等温解析で行　　給気口がアンダーカットに近接して位置するcase　8（天井給気③）

う。エアコンの吹出温度は、部屋の負荷とエアコン吹出風量（弱風　　の〈ε〉は約0．72となり、case7（天井給気②）、　case11（天井排気⑥）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P
時風量6．55m3／min）より逆算した。実際のエアコンの吹出温度は40　　では約0．85である。天井給気口がアンダーカットから離れて位置す

℃程度であり、負荷に応じてオンオフ運転を行っていると推察され　　るcase　6（天井給気①）、　case　9（天井給気④）、　case10（天井給気
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⑤）、case12（天井給気⑦）、　case13（天井給気⑧）、　case14（天井給　　case　3（壁給気①、天井排気①）のε，は、壁給気口の高さより低

気⑨）では、〈ε，〉は約0．9～1．0である。このことから、給気口　　い領域と北壁面付近で1．0以上となる。換気方式4（天井給気、ア

と排気口の距離は換気効率に大きく影響し、天井給気口の場合で　　ンダーカット排気）の場合では、給気口がアンダーカットと近接し

は、給気口と排気口の距離が部屋の長辺方向の半分以上離れていれ　　て位置するcase　8（天井給気③）は、天井給気口付近のε，の値は

ば、〈ε，〉の差は小さくなる。　　　　　　　　　　　　　　　　　1．0以上となるが、室内の多くの領域でε，は0．6～0．8と低くなる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　case　7（天井給気②）は、北壁面付近で0．6～0．8と低い領域が生

3．1．2　局所空気交換効率の分布　，　　　　　　　　　　　　　　　じるが、床上1．1mのε，は、ほぼ0．8～1．0の範囲に入る。給気口

　図6にcase　1、case18のε，の分布を示実換気方式1（天井給　　がアンダーカットと離れて位置するcase　6（天井給気①）、case10（天

気①、天井排気③）の場合では、エアコンを停止したcase　1のεp　　井給気⑤）、case12（天井給気⑦）では、天井給気口、床面付近のε，

は、天井給気口からの新鮮な空気が床面や西壁面を通り南壁面へと　　は1．0以上となり、呼吸域のε，は0．8～1．0の範囲に入る。換気方

流れ込むため、給気口付近でε，の値が1．0以上と大きく、床面、西　　式5（壁給気、アンダーカット排気）の場合では、case16（壁給気

壁面・薩面付近では1・・となり・呼吸域の・、は1・・以下の領域が②）は・壁纈・付近の・，の値は1・叫上となるカミ・給知より

生じる。エアコンを運転したcase18（エアコン1）のε，は、給気　　高い位置に新鮮な空気が供給されず、呼吸域のε，は0．6～1．0の範

口付近は1．0以上の場所があるが、居室全体でほぼ1．0の値を示す。　　囲と低くなる。給気口と排気口の位置が近接するほど、ショート

エアコンを運転した場合では、居室全体の換気効率は向上し、室内　　サーキットが生p、換気効率の低い領域が生じる。漏気による給気

の換気効率の分布は小さくなる。エアコンを停止した場合では、換　　のcase　5（漏気給気、天井排気③）、　case17（漏気給気、アンダーカッ

気効率の高い領域と低い領域が生じる。　　　　　　　　　　　　　ト排気）のε、は、壁面の上方と下方の隙間からの漏気が、天井給気

　図7にその他のケースにおけるε，の分布を示す。換気方式2　　や壁給気口からの給気よりも広い領域から供給されるため、室内の

（壁給気、天井排気）の場合では、case　2（壁給気①、天井排気③）、　　ε。は比較的大きい値を示す。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　図9　同時給排気型換気扇（南壁中央設置）のε，分布

一165一



31．3　同時給排気型換気扇の局所空気交換効率　　　　　　　　　　気口聞隔100㎜）、case33（給排気口間隔200㎜）、case34（給排気口問

　同時給排気型換気扇を設置した場合の呼吸域平均局所空気交換　　隔300皿）のεpは、給気口からの新鮮な空気が北壁面を通り、西壁

効率〈ε〉を図8に示す注4）。給排気口間隔が0㎜のcase30（南壁中　　面、東壁面、床面へと流れるため、給気口位置より高い領域、壁面、
　　　　　
央設置）、case35（西壁中央設置）では、〈ε，〉は約0．8となり、給　　床面付近で1．0以上となる。　case31とcase34を比較すると、　case34

排気口間隔が50㎜のcase31（南壁中央設置）、　case36（西壁中央設置）　はεpが1．0以上の領域が増加し、換気効率は向上する。同時給排気

では、〈ε〉は約0．95で1．0以下となる。給排気口間隔が100～300　　型換気扇の場合、給排気口の間隔が狭い場合は、給気口から排気口
　　　　　
㎜では、〈ε〉はほぼ1．0となり、給気が室内で完全拡散している　　ヘショートサーキットが生じ、換気効率の低い領域が大きくなるた
　　　　　　
と考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め、給排気口間隔は最低限100㎜以上離す必要があると考えられる。

　図9に同時給排気型換気扇（南壁中央設置）のε，分布を示す。

case30（給排気口間隔0㎜）のε，は、給気口部分で1．0以上となる　　32温度分布

が、呼吸域で0．6～0．9と低く、換気効率の低い領域が生じる。case31　　32．1　室内の上下温度と温度差

（給排気口間隔50㎜）のεは、給気口高さより高い領域で1．0以上　　　図10に温度①と温度⑦の温度と上下温度差を、図11に温度⑧
　　　　　　　　　　　，P
となり、case30（給排気口間隔0㎜）と比較して、1．0以上の領域が　　の温度と上下温度差を示す。上下温度差は、温度①、温度⑦、温

増加するが、呼吸域のε，は0．9～1．0の範囲となる。case32（給排　　度⑧において、それぞれ床上1．1mの温度と床上0．1mの温度の差と

　睡床上01mの温度　［コ床上11mの温度　→一温度①または温度⑦の上下温度差　　　　　　　　　　　　臨囲床上01mの温度　　［＝］床上11mの温度　　一ゆ一温度⑧上下温度差
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する。冬季は給気口まわりの温度分布が問題となることが多いた　　　100㎜以上離して設置する必要がある。

め、給気口付近の温度①と温度⑦の位置で上下温度差を比較する。　⑤本研究では、壁面の給気口は床から625mmの高さに設置しており、

また、窓面で生じるコールドドラフトの影響を検討するため、温　　　壁給気口からの給気の影響により上下温度分布が大きくなる傾向

度⑧の測定点により窓際の中心部分の上下温度分布について検討　　　がある。このため、エアコンを窓上に設置した場合と給気方式が

する。給気方式が天井給気の場合、温度①の床上0．1mと1．1mの上　　　天井給気の場合は換気効率が良く、窓面の冷気による影響が小さ

下温度差は0．5℃以下となり、温度⑧の床上0．1mと1．1mの上下温　　　い換気空調方式となっている。なお、壁給気口の高さを変えると

度差は2°C以下と小さい。給気方式が壁給気の場合、温度⑦の床　　　i換気効率や上下温度分布は変化する。このため、壁給気口の高さ

上0．1mと1．1mの上下温度差は、エァコン1（西壁中央設置）とエ　　　については今後検討する予定である。

アコン2（南壁西側設置）のケースで3℃以上と大きく、エアコ
ン3（薩窓上中央設置）のケ＿スでは2℃以下と小さい．温度　謝辞

⑧の床上0．1mと1。1mの上下温度差は、　c、s，27（壁給気①、アンダー　　　本研究の一部は・トステム建材産業振興財団の協力で設立された

カット排気、エアコン1）で、舗のコ＿ルドドラフトの影響を　「住まいの換気委員会（委員長・小峯裕己千葉工業大学教授）」で

受けるため、3℃以上と大きくなる。天井糸合気の場合、エアコン　実施したものである・関係各位に深く感謝の意を表します・

の設置位置に関係なく窓面や給気口からの冷気による影響が少な

く、壁給気の場合、エアコンの設置位置をエアコン3（南壁窓上　　注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注1）熱貫流率は、外壁（グラスウール100mm）が0．36W／（㎡K）、窓（普通ぺ
中央設置）とした場合に・良好な温熱環境となる・　　　　　　　　　アガラス）が3．24W／（㎡K）と設定している。表2に示す暖房負荷は、外

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気温0℃、室温20℃とし、西壁面積9．46㎡、南壁面積を6．56㎡（給気

3．2．2　室内の温度分布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口とエアコン設置部の面積を除く）、窓面積5．o㎡の熱貫流量である。エ

　図12にcaSe18、　case19、　case20の温度分布を、図13にcase21、　　　　アコンと給気口の位置によって・各壁面の面積は変化するが・解析case

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごとの暖房負荷を揃え、南壁、西壁、窓面に暖房負荷を与えている。
case22・case23の温度分布を示す。換気方式1（天井給気①・天井　　注2）住宅の給気口やエアコン吹出口、同時給排気型換気口は、ル＿バ＿や

排気③）である、case18（エアコン1運転）、　case19（エアコン2運　　　　フィルターが設置され、室内気流と混合する拡散的な吹出口になってい

転）、case20（エアコン3運転）の室内の温度分布は、どのケース　　　　ることが多い・本研究では、上下温度分布や室内の換気性状を評価する

も、給気口付近は15℃以下と低く、居住域は18℃～21℃の範囲に入　　　　ため・給気口およびエアコン吹出口などの吹出口については・詳細な吹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出口の形状を再現せず、風速を与えて計算をしている。このような解析
る。給気方式2（壁給気・天井排気）である・case21（エアコン1　　　　では拡散的な吹出口よりも室内の上下温度分布が形成されるため、安全

運転）、case22（エアコン2運転）、　case23（エアコン3）の室内の　　　　側の解析であると考えられる。

温度分布は、壁給気口から流れる冷気が床面に流れ込むため、給気　　注3）第三種機械換気では・給気口の高さや建物の隙問の分布によって・給気

口付近は15℃以下となり、給気口高さより低い領域で15℃～18℃の　　　　風量が変化することが知られている・このため・冬季に安定した1合気風

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　量を確保する目的として補助的に小型のファンを付いた給気口を設置し
範囲に入る。壁給気の場合で・天井給気と場合を比較すると・上下　　　　た住宅もみられる。第三種機械換気方式の給気口の境界条件は、本研究

の温度差が大きくなるため、室内温熱環境は悪化すると考えられ　　　　では風速を与えているが、これは、居間の給気排気口とエアコンの位置

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を系統的に変化させた時の換気効率と給気によって生じた上下温度差を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明らかにするためである。第三種機械換気の給気口の高さ等の検討につ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いては、次報以降で発表する予定である。
4・まとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注4）呼吸域の範囲は、床上0．5m～ユ．8mの範囲とする。コントロールボリュー

　住宅の居室を対象に、換気方式、給排気口の位置、空調（エアコ　　　　ムの中心位置でεpは定義されるため、平均値はコントロールボリュー

ン）の設置位置によって変化する換気効率と室内温熱環境について　　　　ムの大きさを重みづけた平均値として計算をする・

数値流体解析（CFD）により明らかにした。
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