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用語 内容
吸気  外から空気を取り込むこと
排気  室内の空気を外に出すこと

換気回数

 一時間に空気が入れ替わる回数
 一人当たりの床面積に応じて望ましい換気回数は異なるが、2㎡で

は12回/時、1㎡では24回/時が望ましい
 主な換気回数 航空機の客室：20～30回/時（2~3分に1回入れ替わる）

新幹線の車内： 8～10回/時（6~8分に1回入れ替わる）

1人当たり換気量

 一人当たり、どの程度の換気量が確保できるかを図る指標
 基準は30㎥/ｈだが、一般的な事務作業時を想定している
 在室者の活動度（呼吸量）に応じて、必要換気量は増加する
 居酒屋では会話機会が多くなるため2倍（60㎥/h）以上が必要に
なり、宴会など人が騒ぐ場面では3倍（90㎥/h）以上が必要

二酸化炭素（CO2）
濃度

 換気状況を図る指標
1000ppm以下→良い 1000～1500ppm→やや良い
1500～2500ppm→悪い 2500～3500ppm→非常に悪い
3500ppm超え→極めて悪い

気流  空気の流れ
 広く在室者を通過し、空気の滞留がないことが重要

 機械換気（排気）能力をうまく活用し、吸気から排気に向かって空気の通り道をつくる
①空気の入口（窓やドア）をつくる ②出口（換気扇）を見つける ③入口ー出口の道をつくる

 吸気が在室者（客フロア）を広く通過させる
 部屋の角、ボックス席は空気が滞留しやすい

→CO２モニターを設置し、状況確認
 扇風機、サーキュレーターは補助的に活用し、
空気の滞留をなくす

 エアロゾルはより上方に（鼻・口の高さの滞留を避ける）

換気の良否に関わらず、他の対策（3密防止、消毒、マスク、大声を控える等）は必要

実証調査の目的
 有志の飲食店は、県の要請を守って、席数を間引く等の対策により営業を続けています。
 しかし、科学的な根拠に基づいた換気を行うことで、店内の安全性を高めて営業を行うこと
ができます。そのような店舗が今後増え、要請の緩和の要望等につなげていくため、今回、
専門家、松戸市のご協力をいただき、実証調査を行うことしました。

報告書内の用語の定義

気流調査の様子
専用機材による換気扇の能力測定 CO2モニターによる濃度測定

良い換気とはどのような換気か？
【吸気、排気が肝心】

注意 １

（一人当たり換気量60㎥/hに対応）



ケース１ ラーメン専門の店 大勝（柏市）
換気量 新幹線以上

業態 ラーメン屋 立地 路面店
客席数 17席 在室者数（客席数+従業員） 19人

フロア床面積 38.5㎡ 一人当たりの床面積 2㎡
天井の高さ 2.5ｍ 平均滞在時間 30分

気流調査の結果

●入口、窓を常時開放して、空気を
取り込んでいる

●厨房の換気扇大２、小１により
排気している

窓などからの吸気量、換気扇などからの排気量を計測

＊：日本産業衛生学会が開発。店舗面積、滞在人数、人の活動度、換気量を入力することで換気の良否を見積もることができるツール。

満席時の
換気状況の

評価

●換気風量が大きい→換気回数：13.5回/時（新幹線以上）
●一人当たり換気量：68㎥/h（基準60㎥/h）
●在室者の密度が高くない（専有面積約2㎡/人）
●全体の流れがよい（空気の滞留がない）
●換気ｼﾐｭﾚｰﾀｰ*によるCO２濃度予測（在室者19名想定）
→920ppm（良い）

吸気量：1,350㎥/h
排気量：1,250㎥/h

換気方法

計測値

良好

２



業態 カフェ 立地 路面店
客席数 30席 在室者数（客席数+従業員） 30人

客フロア床面積 33.4㎡ 一人当たりの床面積 1.1㎡
天井の高さ 2.6ｍ 平均滞在時間 1時間

●客フロアの天井、厨房の吸気口から、
空気を取り込んでいる

●客フロアの天井の排気口、厨房の
換気扇から排気している

●吸気量が小さい→換気回数7.7回/時
●客フロアと厨房が遮断され、厨房内のみで循環している
●一人当たり換気量：22㎥/h（基準60㎥/h）
●換気ｼﾐｭﾚｰﾀｰ*によるCO２濃度予測（在室者30名想定）
→2,010ppm（悪い）

店舗全体 吸気量：2,170㎥/h
排気量：3,650㎥/h

客フロア 吸気量：670㎥/h

新たに大きな空気の入口をつくったことで、客フロアから天井・厨房の換気扇への空気の
通り道ができ、客フロア全体の換気が良好な状況に

ケース２ カフェ・ド・スヴェニール（松戸市）
ドア１つで劇的改善！

気流調査の結果 窓などからの吸気量、換気扇などからの排気量を計測

換気方法

計測値

満席時の
換気状況の

評価

＊：日本産業衛生学会が開発。店舗面積、滞在人数、人の活動度、換気量を入力することで換気の良否を見積もることができるツール。

テラスに入るドアを常時開（25㎝以上） →  吸気確保

店舗全体
吸気量：5,800㎥/h
排気量：5,800㎥/h

客フロア
全体に吸気が
行きわたる

●吸気量増加→換気回数63回/時
●一人当たり換気量：180㎥/h

（基準クリア）
●換気ｼﾐｭﾚｰﾀｰ*によるCO２濃度予測
→600ppm（良い）

計測値

良好

要改善

３

改善策



業態 焼肉店 立地 ビル 7F
客席数 42席 在室者数（客席数+従業員） 46人

客フロア床面積 54.3㎡ 一人当たりの床面積 1.2㎡
天井の高さ 2.6ｍ 平均滞在時間 1~1.5時間

●店舗入口から大量に空気を取り込ん
でいる

●客フロアの隅にある排気口・換気扇
から排気している

●吸排気量が大きい→換気回数19.8回/時
●一人当たり換気量：60.7㎥/h（基準60㎥/h）
●換気ｼﾐｭﾚｰﾀｰ*によるCO２濃度予測（在室者46名想定）
→990ppm（良い）

●店舗入口の戸を常時25㎝以上開けることで、吸気を確保できている。
（戸を閉めると吸気不足になる）

●客フロアの排気口の能力が大きく、配置も空気が滞留しやすい四隅に
配置されており有効。

店舗全体 吸気量：4,000㎥/h
排気量：4,000㎥/h

客フロア 吸気量：2,800㎥/h
排気量：2,800㎥/h

ケース３ 焼肉あがり（松戸市）
四隅の排気が決め手！

気流調査の結果 窓などからの吸気量、換気扇などからの排気量を計測

換気方法

計測値

満席時の
換気状況の

評価

＊：日本産業衛生学会が開発。店舗面積、滞在人数、人の活動度、換気量を入力することで換気の良否を見積もることができるツール。

良好

４



業態 居酒屋 立地 ビル 1F
客席数 42席 在室者数（客席数+従業員） 42人

客フロア床面積 76.7㎡ 一人当たりの床面積 1.7㎡
天井の高さ 2.6ｍ 平均滞在時間 ~1.5時間

●店舗入口から空気を取り込んでいる

●客フロア中央、厨房の換気扇から
排気している

●店舗入口からの吸気は十分だが、中間位置で厨房等から排気
→入口側の換気は良好だが、奥の座席の換気が弱い（ｻｰｷｭﾚｰﾀｰでの補助も困難）

●換気回数→店全体：15.2回/時、奥の座席：10.3回/時
●一人当たり換気量→店全体：72㎥/h、奥の座席：28㎥/h（基準60㎥/h）
●換気ｼﾐｭﾚｰﾀｰ*によるCO２濃度予測：奥の座席（在室者14名想定）
→1,690ppm（悪い）

店舗全体 吸気量：3,030㎥/h
排気量：3,030㎥/h

奥の座席 予想換気量：390㎥/h

●換気回数が増加
店全体：18.7回/時
奥の座席：28.9回/時

●一人当たり換気量が増加
店全体：89 ㎥/h
奥の座席：78㎥/h（基準クリア）

●換気ｼﾐｭﾚｰﾀｰ*によるCO２濃度予測
奥の座席→860ppm（良い）

客フロアの奥に換気扇を増設することで、奥の座席への空気の通り道ができ、
店全体の換気状況が改善された。

ケース４ パストール（松戸市）
換気扇新設で店内オールOK！

気流調査の結果 窓などからの吸気量、換気扇などからの排気量を計測

換気方法

計測値

満席時の
換気状況の

評価

＊：日本産業衛生学会が開発。店舗面積、滞在人数、人の活動度、換気量を入力することで換気の良否を見積もることができるツール。

奥の突き当り部分に換気扇を増設→換気改善

要改善

良好

５

改善策



その他の取組み

飲食店向け新型コロナウイルス感染対策ポスターの作成

６



本資料の内容については下記までお問い合わせください。

松戸商工会議所青年部有志
㈱Whereabouts 代表取締役社長
ラーメン専門の店 大勝 店主

Mail：t.imayama@wbs2017.family
※お問い合わせいただく際は、メールの件名に「気流調査について」

と入れてください。

今山 孟洸
いまやま たけひろ

mailto:t.imayama@wbs2017.family
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