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図 2　黒松内中学校の平面図

図 1　黒松内中学校の断面図

１．はじめに

　高気密・高断熱住宅の普及や暖冷房設備の高機

能化は、室内光・温熱環境の快適性の面でも、エ

ネルギー使用量低減の面でも好ましいといえる。

しかしながら、私たちが常に一定の照度下や温湿

度下で過ごすことは、環境の変化に対する適応力

の低下や、環境への無関心さを助長する危険性を

はらんでいる。筆者らは、ヒトの環境調整能力が

自発的になされるような住環境の姿・形とは何か

を明らかにする第一歩として、ヒトが環境要素を

どのように体感・意識し、行動しているかの関係 1)

を調べることにした。本研究では、中学生の環境

要素に対する感覚と居場所の選択行動のプロセス

に着目して、調査した結果と考察を述べる。

２．調査概要

　調査対象とした学校は、北海道寿都郡にある黒

松内町立黒松内中学校である（図 1・図 2）。この

中学校は、環境省による「学校エコ改修と環境教

育事業」のモデル校であり 2)、全国で最初にエコ

改修が行なわれ、2007 年 4 月より校舎の運用が開

始されている。

　１階にある「ひかりのみち」は、トップライト

から昼光が得られる吹き抜けの多目的空間で、毎

日昼休みには多くの生徒が集まる空間である（写

真 1）。教室は２階南面に並び、日中は南面窓と北

側のトップライトからの両面採光が行なわれてい

る（写真 2）。図書室は１階の東端に位置し、天井

があるため他の場所に比べると照度は低い空間で

ある（写真 3）。

　2010 年 7 月 7 日～ 14 日（土日を除く 6 日間）、

および 9月 6日～ 10 日（5日間）、全校生徒 90 名（1

年生 37 名、2 年生 26 名、3 年生 27 名）を対象に

昼休みの居場所に関するアンケート調査を行なっ

た。昼休みは給食後の 15 分間で、毎日放課前に

その日の昼休みの状況について回答してもらった。

写真 1　ひかりのみち 写真 2　教室

写真 3　図書室 写真 4　ウッドデッキ
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図 5　7月の空気温度の経時変化

図 3　7月の水平面照度の経時変化

図 6　9月の空気温度の経時変化

図 4　9月の水平面照度の経時変化

調査内容は、①昼休みの居場所、②居場所での行

為、③居場所の魅力、④居場所の温度・明るさ・風・

音の体感（「暑い」、「涼しい」などの言葉の選択肢

と「不快」もしくは「不快でない」の選択肢）である。

また、調査期間中、校舎内の水平面照度・空気温

度・相対湿度の実測を 10 分間隔で行なった。図 2

の平面図に照度計・温湿度計の設置位置を示す。7

月の調査の初日と 9 月の 5 日間は調査者が校舎に

滞在し、調査者自身の体感や温度・風速などを任

意の場所で記録した。

　なお、「ひかりのみち」の北側屋外の居場所とし

て、２年生の総合的な学習の時間を利用して 7 月

～ 9月にかけて製作した「ウッドデッキ」のスペー

スが、9月 6日に新たに生まれた（写真 4）。

３．結果と考察

3.1 校舎内の光・温熱環境

　図 3 と図 4 は、「教室」、「ひかりのみち」、「図書

室」、「屋外」の水平面照度の経時変化である。生

徒が日常過ごす校舎内のほとんどの場所は、電灯

照明を使用せず昼光照明のみの光環境である。そ

の理由として、日中の照度が「図書室」以外の場

所では 1,000lx 以上で、「ひかりのみち」は「屋外」

と同じかそれ以上の 10,000lx 前後の照度が得られ

ているからと考えられる。一方、「図書室」では、

300lx を下回る日があり、昼光だけでは読書をす

るには照度が低い空間と考えられる。

　図5と図6は、「教室」、「ひかりのみち」、「図書室」、

「屋外」の空気温度の経時変化である。昼休みの午

後 1時前後の「教室」と「ひかりのみち」の室温は「屋

外」の外気温よりも高い。これは、「教室」が南側

に面している点と生徒の滞在人数によるもので（後

述の図 7・図 8）、「ひかりのみち」は 10,000lx 前

後になる昼光が室内に入射したことによるものと

考えられる。「図書室」は、「教室」や「ひかりの

みち」よりも直達日射（昼光）が入らないので、

室温は他の場所よりも低く、その振幅は小さい。

3.2 光・温熱環境と生徒の体感

　図 7 と図 8 は、7 月と 9 月の昼休みの生徒の居

場所ごとの延べ人数で、7 月、9 月ともに、「教室」

が最も多い。9月は7月に比べ「ひかりのみち」と「図

書室」が増加し、「教室」と「体育館」が減少して

いる。また、9月からの「ウッドデッキ」は 16％で、

新たな場所として使われ始めたことがわかる。

　図 9 は、「教室」、「ひかりのみち」、「図書室」、

「ウッドデッキ」の水平面照度と明るさの不快割合

の関係である。明るさを不快とする生徒は全体的

に少ないが、「ひかりのみち」では、照度が高いほ

ど明るさを不快とする生徒が多い。生徒の中に眩

しさや明るすぎることへの不快があることがわか

る。また、「図書室」では照度が低いほど不快が多く、

暗いことに対する不快であることがわかる。「ウッ

ドデッキ」では、明るさを不快と回答した生徒は

いない。

　図 10 は、各居場所の空気温度と温度の不快割合

の関係である。温度の不快のほとんどは暑さに対

する不快を意味する。「ひかりのみち」と「教室」

では、空気温度が高いほど温度の不快割合が大き

い。「図書室」と「ウッドデッキ」では温度の不快

割合が 3割を超えることがない。

　図 11 は温度の不快割合と風の不快割合の関係で

ある。「教室」と「ひかりのみち」では温度の不快

割合が大きいときに風の不快割合も大きい。風を

不快とした生徒の 9割は“風を感じない”と回答し、

風を不快でないとした生徒の半数以上は“風を感
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図 9　水平面照度と明るさの

不快割合の関係

図 10　空気温度と温度の

不快割合の関係

図 11　温度の不快割合と風の不快割合の関係
図 7　7月の生徒の居場所

（N=506)

図 8　9 月の生徒の居場所

（N=430)

図 16　7 月の「教室」

での風の体感

　（N=245）

図 12　7 月の「教室」

での温度の体感

　（N=245）

図 18　7 月の「ひかりのみち」

での風の体感

（N=56)

図 14　7 月の「ひかりのみち」

での温度の体感

（N=56)

図 17　9 月の「教室」

での風の体感

　（N=149)

図 13　9 月の「教室」

での温度の体感

　（N=149)

図 19　9 月の「ひかりのみち」

での風の体感

（N=96)

図 15　9 月の「ひかりのみち」

での温度の体感

（N=96)

じる”と回答していた。「教室」の回帰直線の傾き

が「ひかりのみち」のそれよりも大きいことから、

「教室」よりも「ひかりのみち」の方が生徒の身体

にあたる風がいくらかはあり、生徒は多少の暑さ

をしのぎ、涼しさを得ていたのではないかと考え

られる。

　図 12 から図 15 は「教室」と「ひかりのみち」

での生徒の温度の体感である。「教室」では暑いと

感じる生徒が 7 月の 51％から 9 月には 63％に増え

ている。一方、「ひかりのみち」では 7 月の 50％

から 9月には 43％に減っている。

　図 16 から図 19 は風の体感である。「教室」では

9 月に風を感じるとした生徒は 7 月よりも少ない。

「ひかりのみち」では 7 月に風を感じるとした生徒

が 34％であるが、9 月には 64％に増えている。風

を感じることは、図 14 と図 15 の“涼しい”の感覚

が得られていることにも表れていると考えられる。

　以上のことは、暑熱環境とされる空間であって

も、ある程度の強さの変動する風があれば“涼しさ”

をもたらす可能性があることを表している。実際

に 9 月の「ひかりのみち」で“涼しさ”を感じた

生徒が「教室」のそれよりも多かったのは、この

風の効果と考えられる。

3.3 光・温熱環境と魅力と感じる環境要素

　図 20 は、生徒が魅力と感じた各居場所の環境要

素である。自由記述の回答を、光・熱・空気・音要素、

人的要素、空間的要素の環境要素に分類した。人

的要素は友人などの人に関するもの、空間的要素

は空間の大きさや機能に関するものとした。また、

“居心地がよい”などの心理要素は、何によってそ

の気持ちがもたらされているのか特定できないと

してその他に分類した。合計が100％を超えるのは、
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図 20　魅力と感じた環境要素

図 21　光・熱・空気・音要素の魅力
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生徒 1 名が 1 日あたりに複数の要素を記入した回

答を反映したためである。

　「ひかりのみち」、「図書室」、「ウッドデッキ」で

は“明るい”、“友達がいる”、“本がある”など、

具体的な環境要素を居場所の魅力として回答した

生徒が多かった。その一方で「教室」では、具体

的な環境要素を挙げて回答した生徒が少なかった。

この違いは光・熱・空気・音要素、人的要素、空

間的要素の合計に現れている。

　また、光・熱・空気・音要素を回答した生徒は「教

室」では 31％なのに対して、「ひかりのみち」で

は 66％、「図書室」では 60％、「ウッドデッキ」で

は 85％である。昼休みになり、「教室」から他の

居場所に移動した生徒の環境要素は変化するので、

「教室」以外の居場所を選択した生徒は環境要素の

変化を感じたと考えられる。特に「ウッドデッキ」

は室内から屋外への移動のため、光・熱などの要

素の変化が他の場所への移動よりも大きいと考え

られる。一方、「教室」では、移動による環境要素

の変化がないので光・熱・空気・音の各要素を魅

力として認識するまでに至らなかったと考えられ

る。

　図 21 は、図 20 に示した光・熱・空気・音要素

の魅力をそれぞれに分けて示したものである。生

徒が記入した魅力は、各居場所の光・熱・空気・

音の各要素の特徴と一致している。「ひかりのみち」

ではトップライトから昼光が入るので、昼休みの

水平面照度は教室の 2 倍の 5,000 ～ 10,000lx に達

する。そこでは 75％の生徒が光の要素を魅力とし、

そのほとんどは“明るい”であった。また、「図書室」

は室温が 26℃を超える日がほとんどなく、照度も

1,000lx 以下である。「熱」の要素のほとんどは“涼

しい”、光の要素は“暗い”、“眩しすぎない”など

であった。「ウッドデッキ」は居場所の中で最も空

気温度が低く、0.5 ～ 4.0m/s 程度の振幅で変化す

る北からの涼風があった。「熱」の要素のほどんど

は“涼しい”、「空気」の要素はすべて“風がある”

であったのは、この涼風がもたらした感覚である

と考えられる。

　文献 1）に基づいて本研究で得られた結果を考

察すると、ヒトは任意の環境下で光・熱・空気・

音要素の変化を体感し、「快」を感じることで初め

て、それらの要素を魅力と認識すると考えられる。

つまり、生徒は選択した居場所の特徴となる環境

要素やそれらの変化を移動することによって体感

し、それを魅力として認識していると考えられる。

魅力として認識された環境要素は、生徒の脳に記

憶され、次に「快」を求める能動的な居場所を選

択する行動を促す可能性がある。

４．まとめ

　エコ改修された校舎で生活する中学生の環境要

素に対する感覚と居場所の選択行動のプロセスを

調査した結果、以下のことがわかった。

1) 夏季において空気温度が多少高い場所であっ

ても風を感じることができれば温熱的不快を

和らげる可能性がある。

2) 居場所への移動は環境要素の変化を認識しや

すくすると考えられる。生徒は移動するこ

とによって環境要素の変化を感じ、居場所を

「快」と感じることで、その要素を居場所の

魅力に認識すると考えられる。
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