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1. はじめに 

 

 世界の複数の研究機関による地球温暖化予測結果に

よると、50～100 年後の地球の気候変化について数度

程度の温度上昇が予測されている。この温度上昇が現

実のものとなる時期は、建築物の寿命と比べて遠い将

来ではない。 

現在の建築物の空調設計は、過去に観測された気象

データに基づいて行われている。しかし地球温暖化に

適応しつつ、更なる温暖化の進展を抑制する社会を形

成するためには、今後建設される建物について、将来

の温度上昇を何らかの形で考慮するための検討を開始

することが望ましいと考えられる。 

 本研究は東京を対象として、国立環境研究所等によ

る温暖化予測結果を用いて、将来の温暖化の影響を考

慮した空調熱負荷計算用の気象データを作成した。こ

のデータを用いて空調熱負荷シミュレーションを行う

ことにより、50～100 年後のオフィスビルに対する空

調熱負荷の変化を予測し、設計への影響を検討した。 

 

２．地球温暖化予測データの概要 

 

 地球温暖化の予測シミュレーションは、いくつかの

研究機関で行われているが、本研究では江守･住ほか

（2004）によるシミュレーション結果を用いた。 

 江守･住ほか（2004）１）のシミュレーションは地球

全体の大気･海洋を格子分割し、気候変化の解析を行う

ものであり、大気の解析の水平方向格子間隔は、約

100 kmである。モデルの概要は、Hasumi H and S. 

Emori （2004）２）による。解析期間は、1900 年から

2100 年を対象としている。2000 年以前は観測された温

室効果気体濃度等の変化を与えて計算を行い、2001 年

以降は、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）によ

り作成された将来のシナリオ３）（温室効果ガスの長期

排出シナリオ、以下排出シナリオ）に基づき計算が行

われている。 

排出シナリオは、将来の世界の人口･経済･技術につ

いて、経済発展または環境と経済の調和のいずれを重

視するか、グローバル化または地域主義化のいずれに

進むのかについて大別された４つが作成された。すな

わち、新技術や高効率技術が早期に導入されグローバ

ル化が進展した高度経済成長型社会（A1）、地域独自性

のある穏やかな経済成長の社会（A2）、経済構造がサー

ビス･情報経済へ急速に変化しクリーン技術･省資源技

術による持続可能性が確保された社会（B1）、地域的対

策により持続可能性が確保された社会（B2）がある

（図-1）。A1 はさらに A1F1（化石燃料重視）、A1B（全

エネルギー源のバランス重視）、A1T（非化石燃料重

視）の 3グループに分けられている。 

 

 

 

 

 

 

本研究では、江守･住ほか（2004） １）のシミュレー

ション結果のうち、A1B（2100 年の二酸化炭素濃度が

720 ppm）による計算結果を利用した。住（2005） ５）

による温暖化予測シミュレーションに用いた各シナリ

オの温暖化ガスの濃度変化の概念図を図-2 に示す。 

図-1 IPCC排出シナリオの概念図４） 

Fig.1 A scematic drawing of IPCC emission scenario４）
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解析対象とする地域は東京（北緯 35.687°東経

139.765°） とし、その近傍の格子（北緯 35.327°東

経 139.50°）のシミュレーション結果を用いた。図-3

に 1980 年から 2100 年までの地上の月平均気温の変化

を示す。1 月・8 月共に、2020 年頃から気温の上昇が

顕著になり、2100 年頃には 5℃弱上昇することが分か

る。また年による平均気温の変動も大きい結果となっ

ている。 

 Hasumi H. and S. Emori （2004）２）のモデルは、天気

予報などの気象予測シミュレーションと同様に、流体

の運動方程式を主体とした物理モデルを用いている。

このため、100 年後までの低気圧･前線の発生･発達の

状況などが約 100 kmメッシュの分解能で解析されてい

る。しかし、現状の天気予報の精度を考えれば分かる

ように、100 年後までの天気を正確に予測しているも

のではなく、天候の発生の傾向を予測するものである。

この点で｢天気予報」のモデルではなく、「気候予測」

のモデルであり、解析結果の年による変動は何らかの

統計処理をして検討する必要がある。 

 

３．熱負荷解析用の気象データ作成 

 

江守･住ほか（2004）１）のシミュレーションの水平

方向の分解能は約 100 kmメッシュであるため、地形･

都市化の影響を受けている東京の気温そのものが予測

されたものではない。また前述の通り将来の天気その

ものを予報したものでもない。このようなモデルの誤

差を可能な限り除き、将来の熱負荷計算用のデータを

作成するため、拡張アメダスによる標準年気象データ
６）を用いた作成方法を検討した。 

図-2 温暖化ガスの濃度変化の概念図5) 

Fig. 2 A scematic drawing of density transition of GHG gas5)

本研究では、現状の標準年気象データを予測された

10 年平均値を用いて改変することを試みた。すなわち、

予測された最近の 10 年間と将来の 10 年間それぞれの

平均気温を算出し、将来と最近の平均気温の差を最近

の気象観測データに基づいて作成された拡張アメダス

による標準年気象データに加えることにより、将来の

気象データを作成した。 

温暖化後の気候データを用いて空調熱負荷解析を行

うために、以下の方法により処理を行った。東京近傍

の格子のシミュレーション結果を対象に 1991 年～2000

年の 10 年平均の結果を｢現状｣、2041～2060 年の平均

を「50 年後」、2091～2100 年の平均を「100 年後」と

した。将来のデータと現状の気温等の各物理量の差を

とり、その差を 1991 年～2000 年を対象として作成さ

れた東京の拡張アメダスによる標準年気象データに加

えることにより、将来の標準年気象データを作成した。

以上の作成過程は、下記のような特長があると考える。 

図-3 江守･住ほか（2004） １)のシミュレーション結果による

東京付近の 1 月･8 月の月平均の地上気温の変化 

Fig. 3 Transition of ground level air temperature of January and 
August, Tokyo.  From simulation output of Emori, Sumi, et. al. 

(2004) １)

 

1) 10 年平均することにより、シミュレーション結

果の年による変動をなくす。 

2) シミュレーション結果の現状と将来の差を取るこ

とにより、シミュレーション結果と実際の気象

観測値との差を極力減らし、変化の傾向を求め

る。 

3) 拡張アメダスによる気象データを用いることによ

り、シミュレーションで表現されていない地域

特性等の影響を考慮する。 

 

また 10 年平均の差を取る際に、二つのデータ作成方

法を検討した。すなわち、毎年の日平均のデータをそ

れぞれ別個に平均して差を取り 365 個のデータを作成

して標準年気象データに加える方法（手法Ａ）と、年

平均の各物理量の上昇値を一つ求めてその値を一律に

標準年気象データに加える方法（手法Ｂ）である。 
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現状に対する上昇値を計算すると、年平均では 50 年

後の気温上昇は 2.7 ℃、100 年後は 4.8 ℃になった。

日平均による 50 年後、100 年後の温度差の季節変化を

図-4 に示す。夏季に比べてそれ以外の季節で温度上昇

の変化が大きいことがわかる。 

日積算全天日射量について気温と同様に現状と将来

の比較を行うと、50 年後は 33.8 Wh/m2上昇の 4,380.3 

Wh/m2、100 年後は -1.1 Wh/m2減少の 4,345.4 W/m2であ

り、気温に比べて年平均の変化は少ない（図-5）。 

一方、下向き長波放射は現状が年平均で 318 W/m2に

対して、50 年後は平均して 17 W/m2 増、100 年後は 32 

W/m2増のそれぞれ 335 W/m2, 350 W/m2となり、1 割程度

の増加である。図-6 は下向き長波放射量の差である。

50 年後に比べて 100 年後は年間を通じて差が増大して

いることがわかる。 

以上の結果より、空調熱負荷に影響がある気象デー

タの物理要素として、気温と下向き長波放射量が適切

であると判断し、両要素の将来変化を考慮した標準気

象データを作成した。 

図-4 現状と将来の日平均気温の差 （℃） 

Fig.4 The difference of daily mean temperature in present state 
and future 

 

４．空調熱負荷解析 

 

前章で作成した気象データに基づき、空調熱負荷シ

ミュレーションを行った。計算に利用したプログラム

は HASP/ACLD8501 である。 

計算対象の建築データは、滝沢（1985）４）によるオ

フィス用標準問題を用いた。同問題は、地下 1 階、地

上 8 階、延床面積 7,583.44m2、空調面積 5,331.76m2の

RC造のオフィスビルを対象としている。図-7 に基準階

のフロアの形状を示す。 図-5 現状と将来の日積算全天日射量の差 （W・h/m2） 

Fig. 5 The difference of daily integration global radiation in 
present state and future 

 

 

 

 

図-7 解析対象のオフィスビルの基準階の形状 

Fig.7 The shape of the typical floor of the office building as an 
analysis object 

HASP/ACLD の出力として、顕熱･潜熱の連続空調負荷

が得られる。本研究では気象データの湿度は改変せず

に元のデータを用いたため、顕熱の負荷のみ検討対象

とする。通常は基準温度が 24℃で冷房側が正・暖房側

が負の値として解析されるが、本研究では冷房負荷を

検討するために、基準温度 26 ℃と設定し、さらに得

られた各室･時刻の負荷の値のうち正の値をとるものの

み日単位で合計した値を図-8,9 に示す。50 年後、100

年後共に負荷がプラス側に増えている状況が示されて

いる。 

図-6 現状と将来の日平均下向き長波放射量の差 （W/m2）

Fig.6 The difference of daily mean downward longwave radiation
in present state and future 
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図-10 現状と 50 年後の冷房負荷の日積算値の差 

 （kJ/ m2・day） 

図-11 現状と 50 年後の冷房負荷の日積算値の差 

(kJ/m2・day) 

Fig.11 The difference in of present state and days after 50 years of 
daily integrated value of the cooling load 

図-8 現状と 100 年後の冷房負荷の日積算値 (kJ/m2・day)

Fig.8 Daily integrated value of the cooling load of present state 
and days after 100 years 

さらに、図-10,11 に現状と将来の冷房負荷の日積算

値の差を示す。年平均値を用いる手法Ｂより日平均を

用いる手法Ａの方が差の季節変動が大きく、50 年後で

は手法Ａの方が値も大きい。このことからデータ作成

手法の影響が出ていることが分かる。 

年間の顕熱冷房負荷は現状が 152 MJ/m2･年に対して、

50 年後の手法Ａが 245 MJ/m2･年,手法Ｂが 220 MJ/m2･年

であり、手法Ａは現状に対して約 60 %の増加である。

また 100 年後は手法Ａが 316 MJ/m2･年,手法Ｂが 309 

MJ/m2･年であり、約 100 %の増加である。 

 
図-9 現状と 50 年後の冷房負荷の日積算値 (kJ/m2・day)

Fig.9 Daily integrated value of the cooling load of present state 
and days after 50 years 

５．おわりに 

 

江守･住ほか（2004）１）による地球温暖化予測結果

を用いて、将来の温暖化の影響を考慮した空調熱負荷

計算用の気象データを作成した。このデータを用いて

熱負荷シミュレーションを行うことにより、50～100

年後のオフィスビルに対する空調熱負荷の変化を予測

した。  

現状（1991 年から 2000 年が基準）の負荷に対して、

50 年後は約 60 %, 100 年後は約 100 %の日積算負荷の

増大が見られた。50 年後は現在新築されている建物の

寿命から考えても遠い将来ではなく、将来の地球の温

暖化を考慮した建築･空調計画の必要性が示唆される。 

また、気象データの温度上昇値の解析の際に年平均

のみ考慮した場合と日平均を考慮した場合の比較を行

い、前者に比べて後者のほうが負荷とその季節変動の

増大があることが分かった。このため、単純な年平均

の温度上昇を考慮するのみではなく、温度上昇の季節

変化を考慮する必要があると考えられる。 

図-10 現状と 100 年後の冷房負荷の日積算値の差 

(kJ/m2・day) 

Fig.10 The difference in of present state and days after 100 years 
of daily integrated value of the cooling load 
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今後は今回把握された熱負荷の増大に対応したオフ

ィスビルの計画手法の検討が必要であると考えられる。 

本研究で用いた地球温暖化予測のシミュレーション

は、今後も研究の進展に伴う精度の向上が見込まれ、

本研究の手法は、新たなデータを用いた空調熱負荷予

測にも有効であると思われる。 
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