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参考資料１－５「人体温熱生理モデルに関する調査結果」 

 
文献を基に整理した人体温熱生理モデルの一覧および以下の有識者に対して行ったヒアリング

結果について、以下に示す。 

・大岡龍三氏 （東京大学 生産技術研究所 建築学科 教授） 
・田辺新一氏 （早稲田大学 創造理工学部 建築学科 教授） 
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表１ 人体温熱生理モデルの整理結果 

屋内／屋外 気温条件 深部温 発汗 皮膚温 参照資料 概要 参考資料

Gaggeらの2ノードモデル
人体を皮膚層とコアの２層にモデル化。皮膚温、コア温、平均体内温と
熱的中立時の温度差に基づく比例制御により熱が移動する。

屋内 35、40℃
【鼓膜温】1met時の対応はいいが、2、
3met時は実測より高い。

【水分減少量】1met時の対応はいい
が、2、3met時は実測より低い。

1met時の対応はいいが、2、3met時は
実測より高い。

南 百合子 , 大岡 龍三 , 沢崎 愼祐 , 佐古井 智紀 ,
都築 和代：2ノードモデルにおける発汗モデルの改
良と暑熱環境安全性評価への適用，日本建築学
会環境系論文集 73(623), 107-114, 2008

非定常 － －

大岡らの2ノードモデル
Gaggeらの2ノードモデルを拡張したモデル。高代謝時の精度を上げる
ため、代謝量を変数とした発汗項を追加。

屋内 35、40℃
【鼓膜温】1met時では変化がなく、2、
3met時で実測値に近くなった。

【水分減少量】1met時では変化がなく、
2、3met時で実測値に近くなった。

1met時でやや高い値となったが、2、
3met時で実測値に近くなった。

南 百合子 , 大岡 龍三 , 沢崎 愼祐 , 佐古井 智紀 ,
都築 和代：2ノードモデルにおける発汗モデルの改
良と暑熱環境安全性評価への適用，日本建築学
会環境系論文集 73(623), 107-114, 2008

非定常 － －

桒原らの皮膚温度
予測式

PMVの快適方程式を基に導出された皮膚温等の予測式。無効発汗と
着衣の濡れの影響を考慮。

屋外
18～32℃
（複数日）

－ － 実測値の±0.5℃の範囲でほぼ一致。

桒原 浩平 , 窪田 英樹 , 濱田 靖弘 , 中村 真人 ,
中谷 則天 , 雨宮 智史 , 長野 克則：無効発汗・着
衣のぬれを考慮した屋外環境における平均皮膚
表面温度の予測 ，空気調和・衛生工学会論文集
(144), 1-10, 2009

定常 － －

PHS
PHSモデル
（ISO7933）

人体を１質点として熱収支を解きながら、時定数を用いた指数式によっ
て皮膚温及び発汗量の経時変化を近似する。

屋内 35、40℃
【鼓膜温】35℃＆50％＆1met時の対応
はいいが、2、3met時は実測より高く、
40℃or70％時は実測より低い。

【水分減少量】35℃＆50％＆1met時の
対応はいいが、2、3met時は実測より低
く、40℃or70％時は実測より高い。

実測より低い。

南 百合子 , 大岡 龍三 , 沢崎 愼祐 , 佐古井 智紀 ,
都築 和代：2ノードモデルにおける発汗モデルの改
良と暑熱環境安全性評価への適用，日本建築学
会環境系論文集 73(623), 107-114, 2008

非定常 － －

Stolwijk’sモデル
人体を６部位×４層＋中央血液溜まりでモデル化。熱の移動は、隣接
層間での熱伝導と各層と血流層間の血流による熱交換で行う。各々の
熱的中立時との温度差に基づく比例制御。

屋内 30℃ －
【蒸発熱損失量】被験者に比べ発汗開
始が遅いが、その後は一致。

実測よりも1.0～1.3℃高い値を取るが、
代謝の変化に対して、温度変化の傾向
は一致。

田辺 新一 , 中野 淳太 , 小林 弘造：温熱環境評価
のための65分割体温調節モデルに関する研究，
日本建築学会計画系論文集 (541), 9-16, 2001

非定常 － －

屋外 約32℃ － －
実測よりも１℃程度低いが、傾向はお
おむね予測。

吉田伸治氏 提供資料 非定常 － －

屋内 30℃ －
【蒸発熱損失量】被験者に比べ発汗開
始が遅いが、その後は一致。

実測よりも1.0～1.3℃高い値を取るが、
代謝の変化に対して、温度変化の傾向
は一致。

田辺 新一 , 中野 淳太 , 小林 弘造：温熱環境評価
のための65分割体温調節モデルに関する研究，
日本建築学会計画系論文集 (541), 9-16, 2001

非定常 － －

田辺らの拡張
65MNモデル

同一部位における日照の有無などの分布を表現するため、人体詳細
形状に拡張したモデル。物理量及び生理量を表面要素単位で扱えるよ
うにした。層方向の分割は65MNモデルと同じ４層である。

屋内＋日射 22～23℃ － －
日射環境下における部位別温度分布
の傾向を捉えた。実測との温度差は全
身でほぼ１℃。

尾関 義一 , 平松 徹也 , 田辺 新一：日射環境下に
おける体温調節65MNモデルの皮膚温予測値と被
験者実験結果との比較 ，日本建築学会環境系論
文集 (581), 29-36, 2004

非定常
（実測比較は定

常値）
－ －

屋内 22、28、34℃ ほぼ一致。
【体重減少量】気温22、28℃では実測
値より小さい。34℃ではほぼ一致。

気温22℃では実測と一致したが、28℃
になると手の皮膚温で、34℃では手足
と胴体で不一致。

竹森 利和 , 中島 健 , 庄司 祐子： 人体熱モデル
の開発 : 熱的快適性評価のための基本モデル開
発，日本機械学會論文集. B編 61(584), 1513-
1520, 1995

非定常
（実測比較は

定常値）
－ －

屋内
28.1→47.8→

28.3℃

【直腸温】28.1℃では実測より0.3℃程
度高い。47.8℃では実測より0.5℃以上
高くなり、28.3℃でやや差が縮まる。

－
全体を通して、実測よりも２℃以上低
い。

竹森 利和 , 中島 健 , 庄司 祐子： 人体熱モデル
の開発 : 熱的快適性評価のための基本モデル開
発，日本機械学會論文集. B編 61(584), 1513-
1520, 1995

非定常 － －

屋内 22、28、34℃ 実測値より、0.2℃程度低い。 【体重減少量】実測値より小さい。 気温22、28、34℃で一致。

竹森 利和 , 中島 健 , 庄司 祐子： 人体熱モデル
の開発 : 熱的快適性評価のための基本モデル開
発，日本機械学會論文集. B編 61(584), 1513-
1520, 1995

非定常
（実測比較は定

常値）
－ －

屋内
28.1→47.8→

28.3℃

【直腸温】28.1℃では一致。47.8℃以降
の過渡特性は異なり、実測と最大0.5℃
程度値が異なる。

－ 全体を通しておおむね一致。

竹森 利和 , 中島 健 , 庄司 祐子： 人体熱モデル
の開発 : 熱的快適性評価のための基本モデル開
発，日本機械学會論文集. B編 61(584), 1513-
1520, 1995

非定常 － －

佐古井らの３次元
人体モデル

Smith’sモデルを拡張したモデル。下記の４項目を同時に満足させるた
め、体全体を環流する大循環と、肺のみを環流する小循環の２つの循
環を組み入れている。
①全身の血液の質量保存
②体内での３次元温度分布の再現
③高温条件ほど表在静脈を介して戻る血液の割合が大きくなって血流
の１方向性が強くなる傾向の再現
④皮下脂肪厚の違いに伴われる断熱性の違いを皮下脂肪厚の設定の
みで評価可能

屋内 25.5、28.0℃ － －
部位別の温度分布は、全体の傾向は
一致したが、手で不一致。

佐古井 智紀 , 都築 和代 , 加藤 信介 , 大岡 龍三 ,
宋 斗三 , 朱 晟偉：不均一熱環境評価のための3
次元人体モデルの開発，日本建築学会学術講演
梗概集（近畿）2005, 491-492, 2005

非定常
（実測比較は

定常値）
－ －

横山
横山らの生体内

温度予測プログラム

不均一環境に対する高精度の評価が目的。全身を16分割し、各部位
は内臓層、骨層、筋肉層、脂肪層、皮膚層で分割される円筒層モデ
ル。血管系は各部位に動脈、静脈血液大プールを１つずつ、各層ごと
に動脈、静脈血液小プールを設けている。各部位の大プールは隣接す
る部位の大プールと連結し、全身循環系を形成。

屋内 22～32℃
【直腸温】実測値との差は、22℃で
0.6℃以内、24～32℃で0.3℃以内。

－

平均皮膚温度は、入室直後に実測値
より1℃程度高かったが、その後は一
致した。60分後の部位別の値は、下髄
部と手足部を除き、一致した。

横山 真太郎 , 角田 直人 , 富樫 貴子 , 中村 光良 ,
正木 辰明 , 濱田 靖弘 , 中村 真人 , 落藤 澄：部位
別特性を考慮した生体内温度予測プログラムの開
発 : 第3報-被験者実験の深部温,皮膚温の測定値
と計算値の比較，空気調和・衛生工学会論文集
(84), 43-52, 2002

非定常 － －

田辺 田辺らのJOSモデル

非定常・不均一温熱空間の評価、皮膚温分布の予測精度向上、標準
的人体以外への拡張可能性の確保が目的。全身を17部位、各部位を
コア層と皮膚層の2層に分割。各部位コア層の中心にはそれぞれ大動
脈・大静脈に相当する動・静脈プール、Chest部位及びBack部位コア層
には心臓を表す中央血液溜まりを設定。各部位各層では動・静脈血液
プールと血流による熱交換を考慮し、部位間の熱移動は血液プール間
の血液の移流によりモデル化される。四肢部位では大静脈以外に皮膚
表面静脈を考慮し、手掌部・足底部ではAVA血管反応を考慮。

屋内＋日射 22～23℃ － －

日射環境下における部位別温度分布
の傾向を捉えた。拡張65MNモデルと
比べると、特に四肢部で予測精度が向
上。

尾関 義一 , 佐藤 孝広 , 田辺 新一：人間-熱環境
系快適性数値シミュレータ(その30) : 日射環境下
における体温調節モデルJOSの予測結果と被験
者実験結果との比較，日本建築学会学術講演梗
概集（北海道）2004, 519-520, 2004

非定常
（実測比較は

定常値）

体躯・性別・年齢等の違いを表現するため、
被制御系モデルの各物性値及び制御系モ
デルのセットポイント等を体躯ごとに修正。
非定常計算における着衣モデルに課題は残
るが、皮膚温度の変化についての精度向上
が図られている。

佐藤 孝広 , 小川 一晃 , 徐 莉 , 田辺 新一：人間-
熱環境系快適性数値シミュレータ (その23) : 体温
調節モデルJOSの開発-体躯・年齢・性別の考慮，
日本建築学会学術講演梗概集. 計画系 2002(D-
2), 363-364, 2002

Fiala FialaのMNモデル

人体を15部位に分割し、７つの部位（brain, lung, bone, muscle, viscera,
fat, and skin）に分類したモデル。体内の熱交換を制御するpassiveシス
テムと、activeシステムとして血管収縮・拡張、発汗、ふるえを組み込ん
でいる。

不明 ５～50℃
【直腸温】様々な実測データと比較して
いるが、傾向として一致する。

【蒸発潜熱】様々な実測データと比較し
ているが、傾向として一致する。

様々な実測データと比較しているが、
傾向として一致する。

Dusan Fiala · Kevin J. Lomas · Martin Stohrer：
Computer prediction of human thermoregulatory
and temperature responses to a wide range of
environmental conditions，Int J Biometeorol  ，
45，143–159，2001

非定常 － －

高齢者・幼児などへの応用可能性実測との対応 定常/
非定常

2NM

Stolwijk’sモデルを拡張したモデル。サーマルマネキン測定による人体
部位別着衣量、代謝量及び各部位別の温熱環境４要素と、各環境条
件化の暴露時間の入力により生理量を推定を可能にするため、サーマ
ルマネキンに準じた16部位×４層＋中央血液溜まり（65MN）に分割（非
定常応答と不均一環境への適用の実現）。

田辺らの65MNモデル

概要

Stolwijk

竹森らのAVAモデル

Smith’sモデルを拡張したモデル。不均一環境に適用できるSmith’sモ
デルについて、快適な熱環境付近で最も重要な皮膚血管網やその調
整方法についての精度を向上させるため、動静脈吻合（AVA）血管によ
る体温調節機序や、広域循環と微小循環を考慮した２系統循環網を組
み込んでいる。

Smith

モデル名

Smith’sモデル

人体は15部位に分割し、各々の部位を筋肉・骨・脂肪等に層状に分類
している。血流が組織要素のほとんどの境界に沿って配置しているた
め、詳細な体温分布が得られる。コア温(肺)と皮膚温、各々の熱的中立
時との温度差に基づく比例制御。
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ヒアリング先：東京大学 生産技術研究所 建築学科 大岡龍三教授 
日時 ：平成 24 年 10 月 31 日 13:15～14:00 
質問者：石丸、辻 

 

１．屋外環境を評価する人体温熱生理モデルについて 

・屋外空間を評価するモデルは、各モデルとも一長一短であり、これが最適というのはない。 
・世界的にユーザーが多いのは PET（Physical Equivalent Temperature）であるが、ヨーロッ

パのモデルであり、多量の汗をかくことを想定していないため、日本人の屋外での温熱生理の

推定には適さない可能性がある。 
・最も精緻なのは Smith モデルで、汗が血液からできる生理機構をモデルに取り入れている。な

お、ここでの精緻さとは指先などの身体の末梢部の温度変化や頭寒足熱を表現できることなど、

であり、屋外空間の歩行時における体温変化などの検討にはオーバースペックと言えなくない。 
・２ノードモデルは、人体を球と仮定したモデルであるため、受熱・放熱の分布についてや、帽

子などの局所的な対策については議論できない。しかし、屋外空間の歩行時における体温変化

などを検討する上では、十分なモデルであると思われる。 
・モデルの精緻さと人体における実測値との整合性は別問題である。実測値に沿うモデルにする

ためには、日本人を対象とした実測値を基にしたパラメータチューニングが必要である。 
 
２．人体温熱生理モデルにおける高齢者等への適用について 
・高齢者への適用は、睡眠時や入浴時について一部研究が進められているが、屋外空間について

はまだ行われていない。 
・高齢者等への適用については、実測値を基に、発汗や血流反応の信号等をチューニングすれば

可能である。 
・ただし、被験者の健康を考慮すると、暑熱環境における高齢者の生理反応の実測を行うことは

難しいため、これまでに運動生理等の分野でデータがあれば、検討することは可能である。 
・高齢者等の適用を目的としたチューニングは各モデルで可能だが、シンプルな２ノードモデル

はやりやすいと思われる。 
 
３．その他 
・モデル上は、受熱量が同じであれば、気温でも放射でも影響は同じであるが、人体では違いは

あるかもしれない。その際、平衡時と非平衡時で分けて考える必要がある。なお、屋外の放射

環境の影響を見たいのであれば、MRT で 50℃には達するような実験が必要であるが、被験者

の健康を考慮すると難しいかもしれない。 
 

以上 
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ヒアリング先：早稲田大学 創造理工学部 建築学科 田辺新一教授 
日時 ：平成 24 年 11 月 15 日 7:30～9:00 
質問者：環境情報科学センター 石丸、辻、ハオ技術コンサルタント事務所 村上 

 

１．人体温熱生理モデルについて 
・最新の精緻な人体温熱生理モデルとしては、国内では JOS※１モデル、海外では Fiala※２やバー

クレーのモデルが挙げられる。Fiala は UTCI の算出に用いられている。 
※１：全身を 17 部位、各部位をコア層と皮膚層の 2 層に分割したモデル。各部位コア層の中心にはそ

れぞれ大動脈・大静脈に相当する動・静脈プール、Chest 部位及び Back 部位コア層には心臓を表

す中央血液溜まりを設定。各部位各層では動・静脈血液プールと血流による熱交換を考慮し、部

位間の熱移動は血液プール間の血液の移流によりモデル化される。四肢部位では大静脈以外に皮

膚表面静脈を考慮し、手掌部・足底部では AVA 血管反応を考慮。 
※２：人体を 15 部位に分割し、７つの部位（brain, lung, bone, muscle, viscera, fat, and skin）に分

類したモデル。体内の熱交換を制御する passive システムと、active システムとして血管収縮・

拡張、発汗、ふるえを組み込んでいる。 

・JOS の現在の状況として CFD との連成を確立しており、CFD での皮膚温度分布の算出（10
万～20 万メッシュ）と JOS の体温調節モデルによる皮膚温度などの算出を連成させ、精緻な

皮膚温度分布が計算できるようになっている。 
・65MN モデルとの相違点として、65MN は各部位が独立した熱平衡計算を行うが、JOS は各部

位を連続的に血液が通過していくモデルであり、末梢部などで温度分布の再現性が高い。 
・深部体温の非定常変化については、海外の過酷な実験データ（温度が急激に変わる条件の被験

者実験データ）との対応は確認している。 
・JOS では人体モデル内の血液量の分布は分かるが、中央血液だまりがあるので、実際の人体に

おける血液のマスバランスとは合わないと思われる。竹森らの拡張 Smith モデル等の有限要素

法のモデルであればもっと精緻に分かるが、プログラムが重く、CFD との連成という点では実

用性に欠ける。 
・モデルでは血圧という概念はない。あくまで血流量である。 
・JOS は年齢や性別によって調整できるプラットフォームとしているが、実際に高齢者等の体温

調整反応を再現できているとは現時点では言えない。一部研究は進めたが、高齢者等の被験者

実験データが不足しており、検証が不十分である。 
・人体モデルの研究を進めるのに必要な被験者実験データとして、人体の生理反応のデータ、す

なわち体温調節の時定数やコンダクタンスの違いなどが挙げられる。また、モデルのチューニ

ング後の検証のため、体温等についての被験者データも必要である。 
・乳幼児も子供の形状（メッシュ）を作って、人体モデルの部位の割り振りや、生理反応のチュ

ーニングを行えば、計算することは可能であるが、検証が重要である。 
・2NM であっても、例えば高齢者向けのチューニングは可能であると考えられる。 
・非定常計算は 2NM でもできている。 
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２．適応策評価に用いる人体モデル・温熱指標 
・2NM は屋外でも用いることは可能であるが、実際は体の一部にあたる日射を体全体で平均的に

あたるものとして計算する。JOS など、人体形状がある分割モデルであれば、部位ごとにセッ

トポイントが設定されるため、例えば頭に日射が当たった場合と、足に日射が当たった場合で

は、体温調節機能の働き方が異なることから、2NM とは出力値としての深部体温も異なる。 
・行政ツールとして街区の計画に用いることを考えると、必ずしも精緻なモデル計算が必要とは

限らない。過去に海外で街路樹整備の効果などを SET*で検討していた事例もあるし、クリマ

アトラスなどで用いられるPET もPMV の応用で複雑な人体モデル計算を行っている指標では

ない。マクロに街の計画をするのであれば、SET*や WBGT、UTCI 等で十分でないか。 
・WBGT は生理データや熱中症と関連性の高い点が特徴である。HIS にも値の意味づけがある。 
・どのモデルがいいという訳ではなく、どの程度の微妙な差を見ようとしているのかなど、目的

による。 
・人が起こす気流を CFD と連成するのはまだ負荷が大きい。CFD を解いた場において人体モデ

ル計算をするのは難しくない。 
・どのような人体モデルを使っても生理量の計算はできるが、それがどういう意味を持っている

かを示すことが重要で、もう１段検討が必要になる。 
 
３．人体生理・被験者実験について 
・日本人と欧米人の生理反応は、発汗や血流調整をしていない中立的な環境ではあまり変わらな

いが、暑熱環境では異なる。欧米人の方が発汗開始のセットポイントは低く、早く汗をかき始

めるが、日本人はかき出せば発汗能力は高い。 
・男女の違いもあり、女性は男性よりも代謝は低く、汗もかきにくい。 
・被験者実験は必要に応じて実施しているが、近年は倫理的なハードルが高く直腸温は測定して

いない。鼓膜温は測定する場合がある。アメリカではカプセル式飲用センサーによる測定も行

われているが、日本国内では薬事法の関係で使用できない。 
・国内で高齢者の被験者実験をするのであれば、（独）産業技術総合研究所や、東京都老人総合研

究所など、メディカルドクターがいる環境でないと難しいと思われる。 
・被験者データの収集に際して、モデルの発展に有効はデータ種別などについて助言を行うこと

はやぶさかでない。 
 

以上 




