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Fluid Diodeを利用した自然換気の促進と制御に関する研究
その 1 Fluid Diode を窓に適用した住宅実験棟に関する数値実験

研究背景
🞐🞐 建物の省エネ戦略で、効率的な自然換気の導入と活用は大きな役割を果たす

🞐🞐 単純な開口部で自然換気を行うと、隣接する部屋等の空気質が低下する可能性がある

🞐🞐 環境負荷を低減しかつ効率的な自然換気を実現するために、換気経路も制御できるような開口部があれば理想的である

Visualization of pollutant dispersion

Fluid Diode
🞐🞐 代表的なもの－ Tesla構造1)

• 可動部無しで順方向には流体が滑らかに流れるが、逆方向には大きな抵抗を生ずるように働く。

🞐🞐 Caoら（2022）は建物への適用を意図し、この構造に着目しているが、実験室環境での基本的な流体抵抗の把握に止まり、より実際的な建

具の開発には至っていない2)。

目的
🞐🞐 Fluid diode を活用し、建物の換気経路の制御と自然換気の促進を同時に実現すること

🞐🞐 まずは、Fluid diodeを内部構造として持つ多孔質プレートによる窓（以降、Fluid Diode Window （FDW））の開発とその効果検証を行う

。
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効果検証方法
🞐🞐 住宅実験棟にFDWを数値的に設置

• RANS のRealizable k-ε model
• 445万メッシュ

• 接近流：1/7べき法則

• 2つのトレーサーガスを、多目的室と浴室でそれぞれ1 ppm/sの発生率で空間一様かつ

定常に放出

• 浴室の換気扇：284 m3/h
🞐🞐 特徴的な2風向、換気扇を作動させた浴室＋case (i) 閉じた窓、(ii) 開いた窓、 (ii) FDW
🞐🞐 実験部屋の換気回数、浴室のすべての開口部での体積流量と濃度フラックスによって定
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数値解析結果

SE
Volumetric flow rate (m3/s)

Fan Door Window FDW
(i) 0.078 -0.077
(ii) 0.078 -0.203 0.125
(iii) 0.078 -0.202 0.125

SE
Concentration flux of bathroom (ppm・m3/s)

Fan Door Window FDW
(i) 27.7 -6.9
(ii) 12.5 -4.8 20.6
(iii) 13.7 -5.1 19.5

SE Ventilation rate (1/h)
Multipurpose room Bathroom

(i) 6.6 6.7
(ii) 7.0 14.2
(iii) 7.0 13.3

NW
Volumetric flow rate (m3/s)

Fan Door Window FDW
(i) 0.078 -0.078
(ii) 0.078 0.102 -0.178
(iii) 0.078 0.043 -0.124

NW
Concentration flux of bathroom (ppm・m3/s)

Fan Door Window FDW
(i) 34.2 -3.4
(ii) 13.5 17.5 -0.4
(iii) 23.7 6.6 -0.9

NW Ventilation rate (1/h)
Multipurpose room Bathroom

(i) 5.1 6.2
(ii) 6.5 21.2
(iii) 5.1 13.1

🞐🞐 浴室に開いた窓またはFDWを取り付けることで、浴室の換気回数が増加
した。

🞐🞐 また、浴室の窓またはFDWにおける体積流量と浴室で発生させたトレー
サーガスの濃度フラックスは、屋外へ出る風向ではほぼ同じであった。

🞐🞐 気流が窓またはFDWを通じて屋外から浴室へ入る風向では、FDWを使
用すると、浴室から隣り合う多目的室への空気流入を防ぎ、同室へのトレ
ーサーガスの侵入も減少させた。
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Promotion and control of natural ventilation using Fluid Diode
Part 1 A numerical study on an experimental house with a fluid diode window
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Schematic diagram of fluid diode by Tesla structure  (flow resistance changes between forward and reverse flow)

Volumetric flow rate, concentration flux, and ventilation rate results for the SE and NW wind direction

Concentration (C2) distribution inside and outside the experimental house at the height of 
1.39 m for SE and NW wind direction
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