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数値サーマルマネキンに関する研究(その2)
人体モデル周囲の流れ場が対流熱伝達特性に与える影響
Numerical Study on Thermal Manikin (Part2)
Effect of Flow Properties around thermal manikin on Convective Heat Transfer Characteristics
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1.は

J,

〜

じ

め

に

解析する.解析は境界適合座標に基づく有限体積法による.
図1に解析した流れ場を示す.解析は,前報に示したケー

前報1)では,静穏環境下における発熱する人体モデル

ス1 (マネキン表面に20W/m2均一発熟させる場合)に

(サーマルマネキン)周辺の自然対流に関し,低Re数型
k‑Eモデルに基づく3次元数値解析結果を示した.得られ

対し,流れ場全体に微小な乱れを与えてマネキン表面に生
成される境界層の乱流遷移を促進させた場合(ケース3)
に関して行う.計算結果はケース1と比較し,検討する.

たマネキン表面における対流熱伝達率は既往の実験結果2)

〜5)に比べ,やや小さい値を示した.乱流シミュレーショ

②部分の拡大図
封 裾引'.h

車

ンにおいて,物体周辺流の乱れが小さい場合,多くの低レ
イノルズ数型k一gモデルは,必ずしも物体近傍境界層の

層流から乱流への遷移を正しく予測しないことが知られて
いる.本報ではマネキン周辺気流に小さい乱れを与えて境

マネキン表面

界層の乱流遷移を促進させた場合に関して検討を行う.ま
た,マネキンが風洞気流のような一様流れ場に晴らされた
場合に関し,気流の乱れの強さがマネキンの対流熱伝達特

(1)EFGH断面(ZXZ)部分の拡大図(3X3)部分の拡大図

性に与える影響に関しても検討を行う.

図2

風速ベクトル(ケース1 :乱流遷移不充分)

2.静穏環境下におけるマネキン周辺の自然対流
2.1流体数値シミュレーションの概要
計算対象,手法および境界条件等の詳細は前報1)参照.
人体形状を単純モデル化したサーマルマネキン周辺の流れ

(3XS)部分の拡大図

場を低Re数型k一gモデル(Launder‑SharmalO))により
･本解析t･臥放射u含んで

(1)EFGH断面(2Xi)部分の拡大図(4XS)部分の拡大図

始lヽ室内盤面u斬蝕

図3

風速ベクトル(ケース3 :乱流遷移促進)
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解析対象
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境界層速度分布
A‑A級(Z‑1.0m)
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境界層温度分布
A‑A線(Z‑1.0m)
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(1)ケース1 (遷移不充分)

図6

(2)ケース3 (遷移促進)

ABCD断面におけるkの分布(単位m2/S2)

鉛直加熱平板上の自然対流は一般にGrashof数Grz‑1‑2

×109で乱流へ遷移する.この鉛直加熱平板境界層に関す

(1)ケース1 (2)ケース3

図7

マネキン表面における

141

究

速

報

(1)ケース1 (2)ケース3

図8

マネキン表面温度

対流熱伝達率

も乱流化しておらず,層流状態であるものと考えられる.
これに対して,強制的に流れ場に小さな乱れを与えたケー

る低Re数型k‑Eモデル数値シミュレーションでは,乱流

ス3は,乱流遷移が有効に誘起されており,マネキン表面

‑の遷移直前の層流域(Grz‑4×108)において乱流運動

近傍に大きな乱れを有する境界層が発達している.この境

エネルギーの倍を人為的に高めることによって,乱流‑の

界層内の変動速度はケース1の10倍程度に達している.

遷移を誘起させることが可能であった6).今回ケ‑ス3に

また,空間上部の乱流エネルギーも大きくなっており乱流

おいて,流れ場全領域のk, E輸送方程式に,ソース項を

プルユームが発達する様子が再現されている.

利用してそれぞれk‑10J9m2/S2, 8‑1019m2/S3の値を強

④マネキン表面における対流熱伝達率(図7)
ケース
1の場合,マネキン表面の境界層は層流域にとどまるため,

制的に最小値となるように与えて計算を進めた(他の計算

対流熱伝達率は全体的にやや低い値となる.ケース3の場
合,対流熱伝達率の分布性状はケース1と似ているが,よ

条件はケース1と同じ).
2.2

計算結果

り大きな値を示す.ケース3の場合,平均対流熱伝達率は

①速度分布(図2,図3) 両ケースの自然対流場は同
一の発熱量を与えているため,全体的に相似しているが,

3.9W/m2℃となり,ケース1の2.9W/m2℃よりかなり

マネキン近傍に生成される速度境界層には大きな差異が見

大きくなると伴に,従来の実験結果1ト5)とよく一致する

られる.ケース3は境界層の乱流遷移が促進された効果を

結果となっている.

示し,ケース1より境界層が厚くなっている.また,境界

⑤マネキン表面温度(図8)

層内の速度がより緩やかに分布し,背中(高さ方向

定しているために,対流熱伝達の促進されたケース3の場

1.0m)近傍の境界層内の速度がピークで0.18m/Sで,ケ

合はマネキン表面温度はケース1より低くなる.すなわち

ース1の0.28m/Sより小さくなっている(図4).これは,

流入空気温度を22℃とした今回のケースではマネキン表

境界層内の乱れの増加により,熱エネルギーの伝達がより
促進され,温度分布がなだらかになったことに対応する.

面温が人体の熟快適温度である33.7℃を維持できない.
この状態は人体モデルを設置した室内温度が人間(この場

空間上部のマネキンの発熱により生じる熱上昇流の最大風

合は裸体)の熟快適温度より低いことを意味している.

速は0.26m/Sとなり,ケース1の0.36m/Sより小さい.

これは既往の人体モデルを用いた実験結果文4),7)とよく対

今回人体発熱を一定と設

3.一様気流場に晒らされた人体周辺の強制対流
3.1流体数値シミュレーションの概要

応する.

②温度分布

ケース3はケース1と比べ,空間全体の全

①計算対象

図9に示すように,片面の壁全面(左側)

般的な温度分布の様相には大きな差異が見られない(図省
略).しかし速度境界層と同様に,温度境界層もケース3
はケース1より厚くなっている(図5).

③乱流エネルギーkの分布(図6)

ケース1の場合は,

マネキン表面に沿う境界層の乱れは小さく境界層は必ずし
表1

計算ケース

風速:0. 25m/S

温度:26℃
風量: 1. 485m3/S

ケース2‑1
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(1)ABCD断面

(1)ABCD断面

(2)⑨部分の拡大部

(1)EFGH断面

∴ '='謹

マネキン表面(33.7)

マネキン表面(33.7)

(3)マネキン近傍の拡大図(水平面Z‑1.2m) (4)⑲部分の拡大図
図10

風速ベクトル(ケース2‑2 :乱流強度大)

(2)水平面(Z‑1.2m)

図11空間の温度分布

を吹出とし対向壁全面(右側)を吸込とする室内に発熱す
るマネキンをおく場合を解析する.マネキンは表面温度を
一様(33.7℃)とする.

(2)水平面(Z‑1.2m)

図12

(単位oC) (ケース2‑1)

8‑ein(A/kin)

空間の温度分布
(単位oC) (ケース2‑2)

C2

(2)

吹出気流の平均速度は一般に快

今回emは片側壁面吹出口の水力直径(hydualic

適基準で推奨される上限平均風速とされる0.25m/Sと設

diameter)を用い, C,n‑k13n/2/(0.3D)としている. kの減

定し,その乱れ強さを変化させて,人体の対流熱伝達の変

衰に関する解析解を発熱するマネキンを含む場合と比較し

②計算ケース(表1 )

化を検討する.検討ケースを表1に示す.ケース2‑1は乱

て, kの水平分布を図15,図16に示す.人体の発熱の影

流強度を10%と設定する場合であり,ケース2‑2は強い

響を受ける前は,当然なことであるが,解析解はCFD の

乱れを与え乱流強度を50%としている.

結果と良く一致する.その後, (人体より約0.5m程度)

③計算手法

手前から人体発熱の影響で, kの生産がはじまり,値が大

吹出口の境界条件は表1に示す.他は前

報1)のケース2 (マネキン表面温度一様条件)と同様.

きくなる.中心断面におけるkの分布を図13,図14に示

3.2

すが,両ケースの分布性状はほぼ似た傾向を示す.

計算結果

①速度分布(図10) 両ケースの流れ場は互いによく相
似となっている. (乱流強度が小しい場合.図省略)片側

④マネキン表面における対流熱伝達量と対流熱伝達率(図

壁面からの吹出気流はマネキンと衝突し,下降流を生じな

伝達量と対流熱伝達率とも大きな値となる.対流熱伝達率

17,図18)

吹出気流が直接当たっている面の対流熱

がらマネキンをう回して流れる.この下降流に対応して,

は最大で18W/m2℃を越えている.特にケース2‑2では

人体発熱による表面の上昇流は,マネキンに吹出気流が直

マネキン近傍の乱れがより大きいために,全般的にケース

接当たらない側で大きく生じている.頭上からの上昇流は

2‑1より大きい値を示す.ケース2‑1は,平均対流熱伝達

水平吹出気流により,右上方向に流されている.

量は55.OW/m2で,対流熱伝達率は7.1W/m2℃であり,

②温度分布(図11,図12)

ケース2‑2は,平均対流熱伝達量は98.3W/mZで,対流

片側壁面からの吹出気流に
よる強い移流により,マネキンの発熱はほとんど風下側に

熱伝達率は12.8W/m2℃となる.これらの値は既往の実

運ばれる.このため風下側に高温域が生成される.一方,

験結果2),8),9)とある程度対応する.いずれの場合も,静穏

風上側の昇温域は小さい.吹出気流の乱れが強いケース

に近い環境における人体と周囲環境の自然対流の場合より

2‑2は,マネキンの発熱はより遠いところに伝達されてい

かなり大きい値となっている.

る.この傾向は特に風上側昇温域の増大に明確に表れてい

4.ま

と

め

る.

一様流中に強制的に乱れを

①静穏に近い環境における人体の自然対流性状および一様

与えているので,乱れは流れ沿って減衰する.一様流中の

気流場における人体の強制対流性状を,低Re数型k‑Cモ

③乱流エネルギーkの分布

デルに基づく3次元数値解析により検討した.強制対流の

k, Cの減衰特性は次式で表される注.

A(%) C2‑ kin‑

場合,人体の対流熱伝達率は自然対流の場合の2 ‑ 3倍と

82n (C211)

U

こr

(1)

なった. ②人体の自然対流性状を解析する際に,流れ場全
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図15
図13
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中心軸における

(1)ケース2‑1

kの分布(ケース2‑1)

kの分布(ケース2‑1)

図17

対流熱伝達量

(B‑B線Z‑1.35m)

顔(.,..:,ffT.::(..: '烏埋

0

図16

1

kの分布(ケース2‑2)

r

2

中心軸における

(1)ケース2‑1

kの分布(ケース2‑2)
図14

(2)ケース2‑1

マネキン表面における

図18

(B‑B線Z‑1.35m)

体に小さな乱れを与えて人体モデル表面境界層の乱流遷移
を促進すると,対流熱伝達率はこれを行わない場合に比べ
て大きく計算され,実験とよく対応する値となる. ③一様

(2)ケース2‑2

マネキン表面における

対流熱伝達率

(その1),人体表面の対流熱伝達に関する数値シミュレ
ーション

生産研究, 1995.1 (投稿中)

Chapter 8, ASHRAE Fundmentals Handbook, 1993

石垣,堀越:自然対流及び低風速における人体の対流熱
伝達に関する実験的研究,空気調和･衛生工学会学術講

気流場における人体の強制対流では,吹出気流の乱れの強

さによって,対流熱伝達特性は顕著に変化する.人体発熱

演会講演論文集, 1989.10

の影響は基本的に人体より風下側に表れるが,気流の乱れ

George M. Rapp : Convective Heat Transfer and Con‑

が強い場合,風上側にもある程度熱が輸送される.気流の

vective Coefficients of Nude Man, Cylinders and Spheres

乱れが強い場合,平均風速が同じでも,人体からの対流熱

at Low Air Velocities, ASHRAE Transactions, No

伝達率が増加し,放熱量も大きくなる.

2264, pp. 75‑87, 1973

Tamari, Y" E.F. Leonard: Convective heat transfer from

【注】マネキンが設置されない単純な等温一様流れ場では, k, 8

the Human form, ∫. Appl. Physiol. 32 (2) , pp. 227‑233,

の輸送方程式は(1)式, (2)式となる.

1972

dk

甲藤,佐藤等編著:伝熱学特論,養賢堂
Z

H. Homma, M. Yakiyama: Examination of Free Convec‑

Z書:‑deCIJE2去dk
ここで

dr

dk

tion around Occupant's Body Caused by it's Metabolic
Heat, ASHRAE Transactions, Vol. 94 pp. 104‑124, Part1,

dx

1988

であるので, (1), (2)と(3)式を解くことが可能になり,

蘇,久保田,本間:乱れを含む気流によるサーマルマネ
キン周辺の気流性状及び対流熱伝達率に関する研究,日

k, Cの減衰特性に関する解析解が得られる.
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