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生活空間の温熱環境を 
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「湿黒球水温計」開発のきっかけ 

生活空間の温熱（暑熱）環境に起因する身体の不具合 
農業生産場のエネルギーのやりとりなど 

↑ 
黒球温度（高額、特殊、真球）と乾湿球温度から計算される 

                   ↓ 

気温・湿度・放射・風速などの影響を敏感に反映する、 
対象に形状が近い、 

「温熱（暑熱）環境」の計測装置がほしい 
 

誰でも、正確に、簡単に、安く温熱環境を把握できないか? 
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黒球温度計（左)と、湿球黒球温度WBGT、 
乾湿球温度と温熱環境の表(右) 

http://www.andokeiki.co.jp/index.htmから転写 

一般にWBGTは、左の装置で黒球温度TBGと乾
球温度(気温) TD、湿球温度TWを測定して、 
 WBGT=0.7×TW＋0.2×TBG＋0.1×TD 
で得られる。 

http://www.andokeiki.co.jp/index.htm
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従来技術とその問題点 
温熱（暑熱）環境の決定には、乾湿球温度と黒
球温度から換算される湿球黒球温度（WBGT)
が利用されるが、 
  ・黒球は特殊な機器である 
  ・気象環境（風、気温、湿度など）の変動に対                               
 する温熱環境の変化が捉えられるか？ 
  ・換算が必要 
等の問題があり、広く利用されるまでには至っ
ていない。 
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新技術の特徴・従来技術との比較 
• 縦長の缶を用いることで、太陽高度の低い時
間帯に人体が感じる温熱環境に近づけること
を可能にした。 

• 従来は、乾湿球温度とともに特殊な黒球温度
の同時観測が必要で、一部の使用に限られ
ていたが、温熱環境を直読できるようになった。 

• 本技術の適用により、特殊な黒球が不要にな
るため、機器のコストを削減する注釈ことが期
待される。 
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新技術の特徴・従来技術との比較 
（機器のコストを削減すること) 

ネット上で見られる価格の比較 

     湿球黒球温度計*  湿黒球水温計** 
黒球 a         16,000円         － 
表示付温度ロガ b   28,000円         28,000円        
湿黒球 c           －              3,000円  
乾湿計 d  1,500～200,000円           －  
架台等 e                    3,000円          3,000円 
計    a+b+d+e    48,500円   b+c+e 34,000円** 
                             ～247,000円*  
 ただし、*計算が必要、**計算は不要(直読)              
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乾･湿球黒球水温計の概要

円柱状のアルミ缶(350mL）
ウエット材として黒色綿ソックス
水つぼ、
熱電対温度計
あるいは温度指示器

支持金具
給水孔
を備える乾･湿球水温計

湿黒球水温計（特願2012-252826）
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異なる野外環境の下で実施した湿黒球水温の観測 
 （人工芝と芝）湿黒球水温計の適用性の検討－ 

左：人工芝（長野県フットボールセンター、撮影日時’12.7.26,16：45） 
右：芝（長野県営広域運動公園サッカー場、撮影日時 ‘12.7.26,15：00 ） 
ほかにも、芝（信州大学農学部G）などで長期観測を実施 
  



9 

一般気象要素とD&WBGWTの 
WBGTとの比較 

人工芝と芝のWBGT： 
ほぼ人工芝のWBGT が芝より高い 
DBGWT：  
最高気温時に気温+10℃以上 
WBGWT：  
午前9時ころまで、気温に追随する 
（低い太陽からつよい日射を縦長の 
binが受ける) 
晴天、低湿度でより低くなる 
それ以降は気温より低い 
夕方はあまり気温に接近しない 
（水の大きな比熱による) 
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乾黒球水温（DBGWT、左)、湿黒球水温（WBGWT、
右)と気温、湿度から換算したWBGTの比較  
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右図のようにWBGWTは1:1線上に分布している 
午前（白ぬき)は、WBGWTがWBGTより高い 
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黒球温度計と黒球水温計の比較 

上記のとおり黒球水温計（BGWT)は 
黒球温度計（BGT)より優位な点が多い 
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午前の時間帯は、WBGWTがWBGTより高い傾向 
↓ 

黒球が受ける太陽放射と太陽高度の関係 
↓ 

WBGWTがWBGTより正確にヒトの温熱環境を 
捉えている（可能性） 

35mm 

45mm 

太陽高度0° 太陽高度10° 太陽高度30° 

太陽高度45° 太陽高度80° 

断面積比：1 断面積比：0.95 断面積比：0.85 

断面積比：0.8 断面積比：0.6 

22mm 
30mm 

80mm 

・縦長（左の概略図）の黒球 
体は、太陽高度が低いほ 
どより多くの太陽放射を受 
ける（断面積比は概略） 
 
・縦長の形状は、球体（黒 
球）よりヒトの胴体に近い 
形状 
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想定される用途 
温熱環境の把握 
①運動環境：多様なグラウンド（土、芝、人工芝、
人工地盤など)、体育館など運動環境の把握
（よりよい運動環境の創出、熱中症予報) 

②室内の生活環境、（工場などの)生産環境の

把握：室内の温熱環境の把握を通じて、適切
な冷暖房、節電などの効果が得られることも
期待される。 

③農業生産：農地、ビニルハウスなどの（農業
の)生産環境の把握 
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実用化に向けた課題 
• 現在、温熱環境としてのWBGTの再現につい
て、ほぼ再現可能なところまで開発済み 

• 温熱環境の推定はほぼ実用的な範囲で、完成 
• WBGTの推定には、日本生気象学会の方法
（乾湿球温度のみ）で検証 

• 理論的研究は未完了 
• 今後、黒球温度BTのデータと比較して実験
データを取得し、BT使用データとの比較を行
い、精度を高める 
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企業への期待 

• 提案する温熱環境計測のための湿黒球水温
計（WBGWT)を、規格のもとに安価に生産でき
る、環境機器製造販売企業との共同研究 

• 温度記録計、ロガーあるいはデータ転送システ
ムの製造販売を手掛ける企業との連携・商品
化は、温熱環境情報の広域把握を可能にする 

• それぞれの知見と経験からよりよい「湿黒球水
温計」の改良開発への協力 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ：湿黒球水温計 
• 出願番号 ：特願2012-252826 
• 出願人  ：信州大学 
• 発明者  ：鈴木 純 
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技術開発の経歴 
• 2010年 橋梁路面凍結抑制装置 
 (発明者：鈴木 純)        特許第4696246 
 
• 2012年 裸地面放射線量低減工法 
 (発明者：鈴木 純、松澤義明) 特願2012－055033  
 
• 2012年 湿黒球水温計 
 (発明者：鈴木 純)      特願2012－ 252826 
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お問い合わせ先 

信州大学農学部産学官連携室 

産学官連携コーディネーター 福澤 稔 

 

ＴＥＬ 0265－77 －1647 

ＦＡＸ 0265－77 －1647  

e-mail fminoru＠shinshu-u.ac.jp 
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