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抄録：最小二乗法によるスロット・フードの排気風量予
測式：小嶋　純．独立行政法人労働安全衛生総合研究所
―目的：局所排気装置を設計する際は，捕捉点において
然るべき制御風速を得るために，排気風量を正しく見
積もることが必要である．その局所排気装置の排気風
量は，従来，Dalla Valle の式によって算出されてきた．
Dalla Valle 式は簡易かつ実用的な式ではあるが，同式
が予測する排気風量は，必ずしも実際の風量と一致しな
いことが知られている．Dalla Valle 式に代替する新た
な風量予測式を構築すべく，筆者は最小二乗法を用いて
スロットフードにおける新たな風量予測式の導出を試み
た．方法：様々な配置ないし条件における供試スロット
フードの実測値（排気風量，吸引風速，フードの大きさ，
中心軸上距離）に基づき，排気風量を予測する近似式を
実験的に求めた．当研究では，その近似式形を一次多項
式に設定し，同式に基づいて予測された排気風量値の妥
当性は実測風量値と比較する事によって行った．結果：
完成した近似式が予測する風量値は，Dalla Valle 式が
予測する風量値よりも，実測風量との一致において優れ
る事が判明した．結論：同近似式は，適用範囲に制約が
ある点でDalla Valle 式に劣るものの，条件次第では実
利をもたらす可能性のあることが示された．
（産衛誌 2012; 54: 108-113）

キーワード：Airflow equation, Local exhaust ventila-
tion, Slot hood

Ⅰ．はじめに

局所排気装置の設計時にフードの排気風量計算を行う
際は，現在もDalla Valle による風量計算式（以下，D.V

式）を利用するのが一般的である．このD.V 式は，1950
年代初頭に米国の化学工学者 J.M. Dalla Valle によって
考案されたもので，フード近傍における吸引気流の等速
度面を単純な図形に見立てて風量を予測・算出するとい
う，簡素な理論式である 1-3）．D.V 式はこの簡素さを実
用上の利点として今も国内外で広く利用されているが，
その反面，予測する風量と実際の風量とが必ずしも一致
しないという欠点のあることも以前から知られている．
局排フードの排気風量については，流体理論に基づい
て代数的に解を得る事が困難なため，D.V 式に代替する
新たな風量計算式の構築を試みる際は，複数の実測デー
タを用いた重回帰分析を行い，その回帰式から近似的に
求める方法が現実的な選択となる．実際，我が国では近
年，フード開口面からの距離と風速との関係を指数関数
の和で近似することにより導き出した風量計算式（排気
風量，風速，および開口面からの距離の関係を示す式）
が石田尾らによって提案されている 4，5）．この石田尾ら
の研究は，対象とするフードを自由空間に設置した外付
け式の矩形開口フードとし，開口部にフランジは付設
せず，開口のアスペクト比（縦横比）は 1-10 の範囲に
定めて風量式を案出したものである．そこで本報では，
開口アスペクト比が 14-26 の外付け式矩形開口フード
（＝スロットフード）を対象に選び，同フードが台の縁
ないしテーブル上などに設けられた状態，あるいはフラ
ンジを付設した場合を想定して線形最小二乗法による排
気風量予測式を求め，実測値等との比較からその適否に
ついて検証したので報告する．

Ⅱ．装置および実験方法

1．実測データの取得
当研究では，スロットフードが使用される状態とし
て，以下に記した① -④の 4条件を想定した（Fig. 1-1-
Fig. 1-4）．
ケース ①　 フランジを付けず，自由空間に設置した

場合．
ケース ②　 フランジを付けず，台の縁等に接して設

けた場合．
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ケース ③　 フランジを付けず，床もしくはテーブル
上等に設けた場合．

ケース ④　 フランジを付け，床もしくはテーブル上
等に設けた場合．

上記の①-④の条件につき，開口サイズ65 cm×2.5 cm，
55 cm×2.5 cm，45 cm×2.5 cm，35 cm×2.5 cm（それ
ぞれ，開口アスペクト比＝14，18，22，26）の 4種のア
ルミ製スロットフードを用いて，排気風量を定式化する
際の基礎データを実測した．実測時には各スロットフー
ドの背後に整流機能付き多孔ピトー管風量計（（株）芝田
技研製；エアメジャーAMA-A 100D）を取り付けて排
気風量をリアルタイムで観測し，さらにその下流位置に
はポータブル送排風機（（株）スイデン製；ジェットスイ
ファン SJF-250RS）を 1ないし 2台連結して必要な吸引

気流を得た（Fig. 2）．また開口部前面における吸引風速
の測定には熱線式風速計（（株）テストー製；testo 425
型）を使用し，その測定位置は開口面の中心軸上とした．
この実験では，排気風量を 5.7-9.4 m3/min の範囲で
適宜変化させて実測データの取得を行った．これは，
いずれのフードにおいても，仮想捕捉点（開口面から
約 20 cm）における吸引風速が有機則の法定制御風速
0.5 m/sec と同程度（±約 20％）になるよう調整した結
果（各フードが法規に基づき常識的な風速範囲で使用さ
れていることを想定した結果）である．
一つの測定点における実測データは，排気風量
M m3/min，フードの開口サイズ（開口面の幅長）L m，
開口からの距離 X cm，吸引風速 V m/sec の 4 成分で
記録し，前述の条件①-④について各々24個の実測デー
タを取得した．

Fig. 1-1.　 The free-standing slot hood used in this 
study (CASE ①).

Fig. 1-2.　Slot hood on a pedestal (CASE ②).

Fig. 1-3.　Slot hood on a table (CASE ③).

Fig. 1-4.　Flanged slot hood on a table (CASE ④).
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2．最小二乗法による重回帰分析
当研究では，スロットフードの排気風量Qが D.V 式
と同様に L，X，Vの 3つの変数を含む関数で表記でき
るものと仮定する．関数形には種々のものが候補に挙が
るが，今回は式の実用性と計算の平易さを勘考して一次
多項式とした．つまり，a1-a8 を回帰係数とし，Qを被
説明変数，L，X，Vを説明変数として

Q（L, X, V）＝ a1＋a2 L＋a3 X＋a4 V＋a5 L X＋ 
a6 X V＋a7 L V＋a8 L X V （1）

という関数式を想定する．次に，先の使用条件① -④の
各々について，取得した24の実測データの中から8デー
タを無作為に抽出し，その 8個の実測データの Li, Xi, 
Vi（i＝1，2，…，8）成分を（1）式の L，X，Vに代
入する．

Q（Li, Xi, Vi）＝ a1＋a2 Li＋a3 Xi＋a4 Vi＋a5 LiXi＋
a6 XiVi＋a7 LiVi＋a8 LiXiVi   （2）

（2）式より求まる排気風量Qと実測した排気風量Mと
のズレ（推定エラー）ε は次式で与えられる．

εi＝Q（Li, Xi, Vi）－Mi   （i＝1，2，…，8）    （3） 

この εiの二乗和 E＝Σεi2 を最小とするような a1-a8 を
決定し（1）式に代入することで，L，X，Vから Qを

導く回帰式が完成する．そのような a1-a8 は，以下の連
立方程式を解くことによって得られる．

∂E／∂a1＝0  ,  ∂E／∂a2＝0  ,  …  ,  ∂E／∂a8＝0

よって，

∂E/∂an＝∂Σ（εi2）／∂an＝Σ∂εi2／∂an＝2Σεi ∂εi／∂an
      ＝ 2Σ（Q（Li, Xi, Vi）－Mi）・ 

∂（Q （Li, Xi, Vi）－Mi）／∂an＝0     （4）

を解けば良い．ここで，

∂（Q（Li, Xi, Vi）－Mi）／∂a1＝1
∂（Q（Li, Xi, Vi）－Mi）／∂a2＝Li
∂（Q（Li, Xi, Vi）－Mi）／∂a3＝Xi
　　　　　　  　…
∂（Q（Li, Xi, Vi）－Mi）／∂a8＝Li Xi Vi

である．これらを順に（4）式に代入すると，以下の 8
つの式が得られる．

2Σ（Q（Li, Xi, Vi）－Mi）＝0
2Σ（Q（Li, Xi, Vi）－Mi）・Li＝0
2Σ（Q（Li, Xi, Vi）－Mi）・Xi＝0
　　　　　　  　…
2Σ（Q（Li, Xi, Vi）－Mi）・Li Xi Vi＝0

これらを展開して整理すると，

a1＋a2ΣLi＋a3ΣXi＋a4ΣVi＋a5ΣLiXi＋a6ΣXiVi＋
a7ΣLiVi＋a8ΣLiXiVi＝ΣMi

a1Li＋a2ΣLi
2＋a3ΣLiXi＋a4ΣLiVi＋a5ΣLi

2Xi＋
a6ΣLiXiVi＋a7ΣLi

2Vi＋a8ΣLi
2XiVi＝ΣMiLi

a1Xi＋a2ΣLiXi＋a3ΣXi
2＋a4ΣXiVi＋a5ΣLiXi

2＋
a6ΣXi

2Vi＋a7ΣLiXiVi＋a8ΣLiXi
2Vi＝ΣMiXi

　　　　    　　  　…
a1LiXiVi＋a2ΣLi

2XiVi＋a3ΣLiXi
2Vi＋a4ΣLiXiVi

2＋
a5ΣLi

2Xi2Vi＋a6ΣLiXi
2Vi2＋a7ΣLi

2XiVi2＋
a8ΣLi

2Xi2Vi2＝ΣMiLiXiVi

となる．Li，Xi，Vi，Mi，（i＝1，2，…，8）の値は
実測により既に求まっているので，それらを上記の 8元
連立 1次方程式に順次代入して解くことにより回帰係数
a1-a8 が決定し，排気風量を表記する近似関数の式（回
帰式）が導出される．
導出した式に，先に取得した 24 個の実測データの L，
X，V成分を代入して風量の予測値を算出し，これと実
測の風速値およびD.V 式が予測する風速値とを比較す
ることによって，完成した式の有効性を検証した．

Fig. 2.　 General view of the experimental set-up. The flange 
of the slot hood and the work table are removed 
in this figure (CASE ①). H = 2.5 cm, L = 65, 55, 45, 
35 cm.
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Ⅲ．実験結果

上述の最小二乗法によって（1）式中の未知数 a1-a8
の値を決定した．その結果をTable 1 に示す．これによ
り，L，XおよびVを定めれば排気風量が求まることに
なる．
先の①-④の各条件について，Table 1の係数とL，V，
Xの実測値から風量の予測値を求め，これと実測値との
当てはまり度を検証したところ，AIC（赤池情報基準量）
は各条件において，それぞれ79.7，40.1，14.4，61.1となっ
た．
次に，条件① -④において，最小二乗法が予測する風
量値と，実測した風量値およびD.V 式が予測する風量
値との比較を行った．その結果を Fig. 3-1-Fig. 3-4 に示
す．ただし横軸は風量の実測値，縦軸は予測値である．
なお，各図中のプロットは先に取得した24個の実測デー
タを示しており，○プロットはD.V 式で予測した場合，
■プロットは最小二乗法による回帰式で予測した場合で
ある．これらより，いずれの条件においても，最小二乗
法に基づく風量予測式は，従来利用されてきたD.V 式
よりも実測値に近い風量値を与える事が認められる．総
じて，①と②ではD.V 式は実際の風量よりもより過大
に，③と④ではより過少に予測することが判明した．ま
たこの結果は，ベクトル間距離を比較することで定量的
に確認することもできる．今，① -④における 3種の風
量値（最小二乗法に基づいて予測した風量値，D.V 式に
基づいて予測した風量値，実測した風量値）を各々 24
のデータ列⇒ 24 次元ベクトルと見れば，互いの近接の
程度は，各ベクトル間の標準ユークリッド距離（d）に
よって数量化される．dの計算方法を以下に，計算結果
をTable 2 に示す．これより，最小二乗法による風量値
は，D.V 式の風量と比べ実測値との距離が小さく，より
一致性の高いことが確認される．

d Dalla Valle - Measurement＝ （Σ（yi－ xi）2）  
（i＝1，2，…，24）

d Least square method - Measurement＝ （Σ（zi－ xi）2）
（i＝1，2，…，24）

ただし上式の xi，yi，ziは，それぞれ実測，D.V 式，
最小二乗法によって求めた風量値を示す．

Ⅳ．考　　察

換気量の節減は換気装置の運転経費を縮小させる．ま
た，空調が稼働している作業場で換気を行うと，温度調
整された空気が屋外に排出され空調の負担が増すので，
換気量（＝排気風量）の節減は光熱費の節減に対して
も有効となる．仮に，従来から使用されてきたD.V 式
がより実測値との一致性が高い式で代替され，過大に見
積もられた風量が適切に是正されれば，これに応じて光
熱費等も節減できることになる．今回の実験結果で見る
と，例えば①において，最小二乗法式が実測値とほぼ等
しい風量を予測したのに対し，D.V 式は 3.5 m3/min ほ
ど過大な風量を与える例の存在が確認された（Fig. 3-1
中矢印）．この過分な風量を是正することで，実質的な
諸経費の削減も可能である．一方，④においては，最
小二乗法式が実測値とほぼ等しい風量を予測したのに
対し，D.V 式は 4.2 m3/min ほど過少な風量を与える例
が確認された（Fig. 3-4 中矢印）．そこで，④の状態の
フードに 4.2 m3/min ほど過少な排気風量を設定して吸
引風速を再度測定すると，同風速は 0.5 m/sec から約
0.3 m/sec へと減少し，本来達成すべき法定制御風速に
対して 40％ほど不足となることが確認された．これは，
仮にD.V 式を信頼して風量設定を行うと，捕集能力の
不足ないし有害物質の漏洩・拡散を来す可能性があるこ
とを示唆する．
以上のように，最小二乗法による風量式は従来のD.V
式と比べより実測値に近い値を予測する点が長所だが，
重回帰分析によって導かれる式であるため，D.V式と異な
り適用上の制約がある．今回の場合では，L＝0.35-0.65 m
かつアスペクト比＝14-26 のスロットフードにおい
て，X＝10-25 cm，V＝0.22-0.68 m/sec（ ケース①），
0.22-0.72 m/sec（ケース②），0.26-1.04 m/sec（ケース
③），0.42-1.77 m/sec（ケース④）であることが，（1）式
とTable 2 の係数を適用できる範囲である．開口幅や風
速が無制限で適用可能なD.V 式と比べると大きな制約
に見えるが，当研究では法定制御風速を想定して実測
データを取得しており，現場では法定制御風速を著しく
上回る（もしくは下回る）状態での稼働は実際上考え難
いので，常識的な使用状態における中規模サイズのス
ロットフードであるならば，おおむねカバーできると思
われる．

Table 1.　Determinations of the regression coefficients by the least square method

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 

CASE　① 0.00093 −16.5736 0.98678 34.1362 −1.58013 −4.4151 −47.2318 11.7617
CASE　② −0.00042 2.57047 −0.06887 −9.27784 0.02507 1.29301 11.6977 0.09748
CASE　③ 0.00161 2.32257 −0.96034 −27.3682 1.37526 3.86874 30.3913 −3.78038
CASE　④ 0.00112 −15.8305 0.48808 −2.10065 −0.76106 −0.38009 1.38469 3.18033
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Fig. 3-1.　 Comparison of predicted flow rates with measured 
flow rates. 
The arrows indicate the greatest difference. 
(○；Dalla Valle, ■；Least square method)

Fig. 3-2.　 Comparison of predicted flow rates with measured 
flow rates. 
(○；Dalla Valle, ■；Least square method)

Fig. 3-3.　 Comparison of predicted flow rates with measured 
flow rates. 
(○；Dalla Valle, ■；Least square method)

Fig. 3-4.　 Comparison of predicted flow rates with measured 
flow rates. 
The arrows indicate the greatest difference.
(○；Dalla Valle, ■；Least square method)

Table 2.　Comparison of accuracy between the Dalla Valle method and the least square method
Euclidean distance (d)

Dalla Valle* − Measurement Least square method − Measurement
CASE　① 10.1 5.2
CASE　②  5.2 2.3
CASE　③  4.3 1.5
CASE　④  9.0 3.7

*Dalla Valle equations are； Q = 60・5.0・L・X・V (CASE ①)
                                      Q = 60・4.1・L・X・V (CASE ②)
                                      Q = 60・2.8・L・X・V (CASE ③)
                                      Q = 60・1.6・L・X・V (CASE ④)
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Airflow Equation of a Slot Hood by the Least Square Method

Jun Ojima

National Institute of Occupational Safety and Health, Japan, Nagao 6−21−1, Tama-Ku, Kawasaki, Kanagawa 214-8585, Japan

Abstract: Objectives: In designing a local exhaust ven-
tilation (LEV) system, the exhaust airflow rate which 
will produce the required control velocity at the capture 
point must be predicted properly. Conventionally, the 
airflow requirements for LEV hoods have been calculat-
ed using Dalla Valle’s equation. Although Dalla Valle’s 
equation is a simple and convenient formula for LEV 
design, it is known that the airflow rate predicted by the 
equation does not always coincide with actual exhaust 
airflow rate. In order to develop a new airflow formula 
which can substitute for Dalla Valle’s equation, the 
author aimed to develop an empirical airflow formula for 
a slot type exhaust hood using the least square method. 
Methods: Based on the actual measurements (exhaust 
airflow rate, suction velocity, hood size and centerline 
distance) of test slot type hoods in several configura-

tions and conditions, an empirical approximation for-
mula which predicts exhaust airflow rate was developed. 
In this study, the approximation formula was described 
as a polynomial linear expression, and the validity of 
the predicted exhaust airflow rate by the approximation 
formula was confirmed by comparing with measured 
airflow rates. Results: It was found that the predicted 
airflow rates of the developed approximation formula 
were in good agreement with the measured airflow rates 
and were more accurate than the airflow rates predicted 
by Dalla Valle’s equation. Conclusions: Although the 
applicability of the developed formula is inferior to that 
of Dalla Valle’s equation, certain economic benefits can 
be derived from the developed formula in some cases.
(San Ei Shi 2012; 54: 108-113)


