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１．はじめに 

 

 

近年では，資源枯渇問題および地球環境問題に端を発するエネルギー消費量の削減に対する要請が高まっ

ている反面で，化学物質・カビ・ダニ等の室内空気汚染による健康障害の問題が顕在化してきており，以前

にも増して適切な換気に対する要求が高まっている．この為，より少ない換気・暖冷房負荷でより良好な空

気環境を実現できるような，適切な換気システムの設計並びに室内空気の制御を行うための技術的な規準の

改正・整備が急務とされてきている． 

 

本委員会の研究項目とその概要を以下に示す． 

 

①第 6 回 建築における空気質・換気・省エネルギーに関する国際会議 IAQVEC2007 への協力   (吉野) 

 IAQVEC国際会議は、建物の設計から管理まで総合的に取り組むための国際会議である。その発表内容は

本学会ならびに本小委員会の活動と深く関わっており、本学会は共催団体となっており、吉野委員長が議長

を務めた．本小委員会はその開催に発表・運営などを通じて協力した． 

 

 

②換気風量現場測定基準案の作成          （早川） 

 現場において換気設備の各部で所定の風量が確保されているかどうかを確認する為の技術的規準として，

住宅とオフィス空間を対象とした，吹出し・吸込み・ダクト等の換気設備の各部風量を測定する規準の原案

を作成した． 

 

 

③SHASE-S 102 -2003 換気規準の改訂原案整備     （高田） 

 現状の調査手法などを調査し、現行規格であるSHASE-S 102 -2003 換気規準･同解説のメンテナンスを

行うに当り、表-14付室･施設室の換気室の換気方式など）について、誤記訂正と併せて表全体の見直しを実

施した．  

 

 

④換気効率用語統一作業          （倉渕） 

 換気効率に関連する用語には，米国系とヨーロッパ系の表現があり，わが国の換気効率関連用語には，少

なからず混乱がみられる．そこで，RHEVA ガイドブックの訳出，空気調和・衛生工学会便覧の改定時期，

換気効率が関連する規格の改定時期，建築学会の関連教材の改定時期などを考えて，全体的な換気効率関連

用語の日本語訳を見直し，標準的な用語の使用法について検討した． 

 

 

⑤海外の換気効率の文献の和訳原稿の整備   (倉渕) 

 EUとその周辺諸国を含む建築設備の協会であるREHVAの「Ventilation Effectiveness」を、日本におけ

る換気効率に関する用語や手法との照合などにより検討して、和訳原稿の整備を行った． 

 

 

⑥海外の換気量測定方法の規準の和訳原稿の整備     (内海) 

 スイスのEMPAにおいて作成されたAHUの性能評価についての文献「Diagnosis of Air Handling Unit

（エアハンドリングユニットの性能診断）」に実用的な手法が示されている．これを和訳し読み合わせながら
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原稿の整備を行った．  

 

⑦海外研究動向調査 

国際会議に参加し，室内空気環境に関する最新の研究動向を調査すると共に日本国内の研究事例の発表し，

情報の交換を行った． 

 

 

以上のように，換気設備のコミッショニングに向けて，本小委員会では，換気設計で必要となる規準の整

備に資する為，①第 6 回 建築における空気質・換気・省エネルギーに関する国際会議 IAQVEC2007 へ

の協力、②換気風量現場測定基準の構成案の作成，③換気規準(SHASE-S102)の改訂原案の整備，④換気効

率用語統一作業を行った．また，その過程で，⑤海外の換気効率の文献の和訳原稿の整備，⑥海外の換気量

測定方法の規準の和訳原稿の整備，⑦研究動向調査も併せて行った． 
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２．委員会構成  

 

①平成 18 年度 

主査            吉野 博             東北大学大学院                                               

幹事            加藤 信介           東京大学                                                     

幹事            倉渕 隆             東京理科大学                                                 

委員            赤林 伸一           新潟大学大学院                                               

委員            池田 耕一           国立保健医療科学院                                               

委員            伊藤 一秀           九州大学大学院                                                   

委員            内海 康雄           宮城工業高等専門学校                     

委員            窪田 英樹           元北海道大学                                                                 

委員            小林 信行           東京工芸大学                                                

委員            近藤 靖史           武蔵工業大学                                                

委員            澤地 孝男           国土技術政策総合研究所                                           

委員            長谷川 功           三井住友建設㈱                                                   

委員            早川 眞             日本大学                                                     

委員            松本 博             豊橋技術科学大学                                             

委員            山中 俊夫           大阪大学大学院                                               

専門委員②       岩崎  毅           興研㈱                                                           

専門委員②       大森 敏明           東京ガス㈱                                                       

専門委員②       奥山 博康           清水建設㈱技術研究所                                             

専門委員②       北原 博幸           トータルシステム研究所                                           

専門委員②       熊谷 一清           東京大学大学院                               

専門委員②       小林 仁             宮城工業高等専門学校                                       

専門委員②       小堀 衛             中央労働災害防止協会                                             

専門委員②       坂口 淳             県立新潟女子短期大学                                             

専門委員②       嶌田 成二           ㈱ユニ設備設計                                                   

専門委員②       諏訪 好英           ㈱大林組技術研究所                                               

専門委員②       高田 一平           新菱冷熱工業㈱                                                   

専門委員②       中村 聡             東急建設㈱技術研究所                                             

専門委員②       三橋 太             高砂熱学工業㈱                                                   

専門委員②       山道 富美男         ㈱山道設備設計事務所                                             

専門委員②       吉野 一             東洋熱工業㈱                                                     

 

 

②平成 19 年度 

主査           吉野 博             東北大学大学院                                               

幹事           加藤 信介           東京大学                                                     

幹事           倉渕 隆             東京理科大学教                                                

委員           赤林 伸一           新潟大学大学院                                               

委員           池田 耕一           国立保健医療科学院                                               

委員           伊藤 一秀           九州大学大学院                                                   

委員           岩崎  毅           興研㈱ 
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委員           内海 康雄           宮城工業高等専門学校                     

委員           大森 敏明           東京ガス㈱                                                       

委員           奥山 博康           清水建設㈱技術研究所                                             

委員           北原 博幸           トータルシステム研究所                                           

委員           窪田 英樹                                                                            

委員           熊谷 一清           東京大学大学院                               

委員           小林 信行           東京工芸大学                                                 

委員           小林 仁             宮城工業高等専門学校                                       

委員           小堀 衛             中央労働災害防止協会                                             

委員           近藤 靖史           武蔵工業大学教授                                                 

委員           坂口 淳             県立新潟女子短期大学                                             

委員           澤地 孝男           国土技術政策総合研究所                                           

委員           嶌田 成二           ㈱ユニ設備設計                                                   

委員           諏訪 好英           ㈱大林組技術研究所                                               

委員           高田 一平           新菱冷熱工業㈱                                                   

委員           中村 聡             東急建設㈱技術研究所                                             

委員           長谷川 功           三井住友建設㈱                                                   

委員           早川 眞             日本大学教授                                                     

委員           松本 博             豊橋技術科学大学教                                            

委員           三橋 太             高砂熱学工業㈱                                                   

委員           山中 俊夫           大阪大学大学院                                               

委員           山道 富美男         ㈱山道設備設計事務所                                             

委員           吉野 一             東洋熱工業㈱                                                     

 

 

③平成 20 年度 

主査           吉野 博             東北大学大学院                                               

幹事           加藤 信介           東京大学                                                     

幹事           倉渕 隆             東京理科大学                                                 

委員           赤林 伸一           新潟大学大学院                                               

委員           池田 耕一           国立保健医療科学院                                               

委員           伊藤 一秀           九州大学大学院                                                   

委員           岩崎  毅           興研㈱                                                           

委員           内海 康雄           宮城工業高等専門学校             

委員           大森 敏明           東京ガス㈱                                                       

委員           奥山 博康           清水建設㈱技術研究所                                             

委員           北原 博幸           トータルシステム研究所                                           

委員           窪田 英樹                                                                            

委員           熊谷 一清           東京大学大学院新領域創成科学研究科                               

委員           小林 信行           東京工芸大学教授                                                 

委員           小林 仁             宮城工業高等専門学校                                       

委員           小堀 衛             中央労働災害防止協会                                             

委員           近藤 靖史           武蔵工業大学                                                 

委員           坂口 淳             県立新潟女子短期大学                                             

委員           澤地 孝男           国土技術政策総合研究所                                           
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委員          嶌田 成二           ㈱ユニ設備設計                                                   

委員          諏訪 好英           ㈱大林組技術研究所                                               

委員          高田 一平           新菱冷熱工業㈱                                                   

委員          中村 聡             東急建設㈱技術研究所                                             

委員          長谷川 功           三井住友建設㈱                                                   

委員          早川 眞             日本大学                                                     

委員          松本 博             豊橋技術科学大学                                             

委員          三橋 太             高砂熱学工業㈱                                                   

委員          山中 俊夫           大阪大学大学院                                               

委員          山道 富美男         ㈱山道設備設計事務所                                             

委員          吉野 一             東洋熱工業㈱                                                     
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