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1. はじめに 

 

1.1 低炭素街区の進展 

図-1 に低炭素街区のイメージを示す。低炭素社会の

実現へ向け,従来の建物の電力・熱負荷削減に加え,街区

規模の取り組みも含めた低炭素街区へのニーズが高まっ

ている。街区規模の取り組みには,周辺環境の対策とエ

ネルギー対策があり,周辺環境の対策には,建物配置・形

状,植栽などによる温熱環境改善などがある。また,エネ

ルギー対策には,エネルギーの面的利用による効率化や

スマートグリッドを基盤とする再生可能エネルギー利用

などが挙げられる。 

1.2 従来の評価・計画手法の課題 

図-2 に従来の評価・計画手法の課題を示す。従来,周

辺環境やエネルギーに関する解析として,気流・温熱環

境解析1)や建物の電力・熱負荷解析,エネルギー解析2)な

どがあり,各々個別にかつ部分的に最適化を図ることは

可能であった。しかし,都市部などにおいてより総合的

に低炭素街区を計画するためには,気流・温熱環境解析

の結果を建物の電力・熱負荷解析やエネルギー解析に反

映させることや,建物の電力・熱負荷解析結果をエネル

ギー解析に反映させることが必要であった。さらに,現

在進展しているエネルギーの面的利用やスマートグリッ

ドにも対応する必要があった。 

また,省CO2の可視化が多方面から求められ,現在数多

くの装置やシステムが開発されているが,大半は実測値

のモニタリングが主体であり,あくまでもユーザーのた

めの結果表示である。しかし,建築・都市を計画する側

の技術者としては,結果表示だけでなく,原因から結果に

至る因果関係を含めた総合的なエネルギー利用の設計能 

 

【エネルギーの対策】
・エネルギーの面的利用
・スマートグリッドを
　基盤とした再生可能エ
　ネルギー利用

【周辺環境の対策】
・建物配置や形状の工夫
　による風の道の形成
・植栽や水辺空間の創出
　などによる温熱環境の

改善など

【建物の電力・熱負荷削減】
　・自然換気
　・昼光利用
　・タスク空調
　・LED照明など

CO2ゼロ

 

図－１ 低炭素街区のイメージ 
Fig.1 Image for Low Carbon Districts 

 

 

 

対策 周辺環境の対策 建物の電力・熱負荷削減 エネルギー対策

課　題

①-1：建物配置・形状、植栽などによる温熱環境改善効果を

　　　　建物の熱負荷解析に反映することが不可能

①-2：負荷解析の気象データは統計値を使用しており、

　　　　特に都市部においては現実と異なる可能性がある

①-3：エネルギー解析で使用する電力・熱負荷データは、標準原単位を

　　　　使用しており、実際の電力・熱負荷と誤差がある場合がある。

①-4：PV・WG発電量はメーカーカタログ値を使用しており

　　　　現実と異なる可能性がある

②-1：エネルギーの面的利用の検討が難しい

②-2：スマートグリッドの検討が難しい

評価手法

○－数字は
下の課題に

対応

①解析の
　 連動

②スマートグ
リッド対応等

③可視化
③：2次元情報が主体なので、因果関係が把握しにくく、合意形成も難しい。
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図－２ 従来の評価・計画手法の課題 

Fig.2 Conventional Evaluation Method and Problems 
＊１ 技術センター建築技術研究所環境研究室 
＊２ 技術センター建築技術研究所 
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力が求められる。エネルギーの生成や消費は,建築・都

市形態や周辺気象の影響を強く受けるため,エネルギー

の最適化計画にはこれらを一元化し,可視化できるシミ

ュレータが有効である。 

1.3 低炭素街区・都市総合シミュレータの開発 

図-3 に低炭素街区・都市総合シミュレータの概要を

示す。筆者らは,気流・温熱解析の解析結果が 3 次元で

あることを考慮し,同じ 3 次元モデル上で建物形態やエ

ネルギーシステムを簡易に試行錯誤できるシステムの開

発を行っている。3)4) 

本報は,その第一段階として,気流・温熱環境解析とエ

ネルギー解析を連動させると共に,エネルギー解析をス

マートグリッドに対応させ,かつ過程と結果をバーチャ

ルリアリティで表現できるシステム「低炭素街区・都市

総合シミュレータ 2010」を開発したので,その概要と結

果の一部を報告する。 

 

2. 低炭素街区・都市総合シミュレータ2010の

概要  

 

2.1 特長 

 本システムの特長は,周辺環境やエネルギー対策を考

慮して,街区からのCO2排出量を算定し,総合的に低炭素

街区を提案できることである。以下に詳細を述べる。 

2.1.1 周辺環境を反映した建物の熱負荷計算 

図-4 に解析の連動内容を示す。従来は,汎用的な気象

データを使用していたので,建物が密集している都市部

では実態を反映していないという問題があった。また,

建物配置や形状,植栽などによる温熱環境改善効果を建

物の熱負荷解析に反映することができないという問題も

あった。そこで,気流・温熱解析の機能を拡張させて,建

物の熱負荷計算をできるようにした。これにより,周辺

環境を考慮して建物の熱負荷計算を行い,エネルギー解

析にも反映させる事が可能になった。 

2.1.2 周辺環境を反映した太陽光発電,風力発電計算 

図-5 に日射や風速の解析結果を反映した,太陽光発

電・風力発電の計算状況を示す。従来は,汎用的な気象

データを使用して太陽光発電と風力発電の発電量を計算

していたので,建物が密集している都市部においては日

影の影響や局地的な気流の影響を反映させて計算するこ

とができなかった。そこで,本システムは,周辺環境の解

析とエネルギー解析を連動させ,周辺環境の実態を反映

した太陽光発電と風力発電の発電量計算を可能にすると

共に,より大きな発電ができるように設置場所を工夫す

ることが可能になった。 

対策 周辺環境の対策～建物の電力・熱負荷削減～エネルギー対策

特長

①-1：建物配置・形状、植栽等による温熱環境改善効果を

　　　　建物の熱負荷解析に反映することが可能

①-2：実際の建物配置・形状、植栽等に応じた外気温度、日射、風圧を算定し、

　　　　昼光利用、自然換気などの建物の熱負荷削減対策を評価可能

①-3：周辺環境の影響を考慮した熱負荷算定結果を

　　　　エネルギー解析に反映させることが可能

①-4：建物配置・形状、土地被覆等に応じた日射、風速を使用し、

　　　　PV・WG発電量を予測することが可能。

②-1：エネルギーの面的利用の検討が可能

②-2：スマートグリッドの検討が可能

③：2次元情報に加え、全ての検討過程・結果を3次元で確認・表現出来、

　　総合的なエネルギー利用計画が可能でかつ合意形成も容易。
③可視化

②スマートグ
リッド対応等

評価手法

○－数字は
下の特長に

対応

①解析の
　 連動

気流・温熱
環境解析

建物
電力・熱負荷解析

エネルギー
解析

提
案

VR

①-4

②-1、2

③

①-1、2

①-3

 
 

 

 

図－３ 低炭素街区・都市総合シミュレータの概要 

Fig.3 Outline of Comprehensive Simmulator for Low Carbon Districts 

 

【気流・温熱環境解析】
建物周辺の気流、温熱、日射を解析

【エネルギー解析】
日射、風速の結果をもとに太陽光発電、風
力発電の発電量を計算し、建物熱負荷解析

結果と合わせてCO2排出量を計算

・建物周辺の気流・温熱を考慮した建物熱負荷
・建物周辺の日射・風速

 

 

 
図－４ 解析の連動内容 

Fig.4 Integration of Evaluation Systems 

 

日射

太陽光発電

風力発電

気流

 

 

 

図－５ 日射・風速を反映した太陽光発電、風力発電計算 

Fig.5 PV・WG Calculation based on the Radiation and Air Flow 
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2.1.3 エネルギーの面的利用 

図-6 にエネルギーの面的利用モデルを示す。従来,建

物毎に設置されることが多かったエネルギーシステムを

複数の需要家が共有し,効率よく運用するエネルギーの

面的利用が推進されている。具体的には地域冷暖房シス

テムやマイクログリッド,建物間エネルギー融通などの

システムがある。 

従来の評価手法では,一つの需要家に対して一つのエ

ネルギーシステムが設置されていることが前提であった

が,本システムではエネルギーの面的利用モデルを導入

し,エネルギーの面的利用に関する検討を可能にした。 

2.1.4 スマートグリッド対応 

図-7 に蓄電池を組み込んだエネルギーシステムモデ

ルを示す。スマートグリッドを基盤とし,再生可能エネ

ルギーの普及が進められている。再生可能エネルギーは

自然環境に影響を受けることが多く,出力の変動が大き

いという特徴がある。また,再生可能エネルギーは需要

家の近くで産出し,地産・地消となることが多いので,需

要家も狭い範囲では電力と熱需要の変動が大きくなる傾

向にある。その結果,再生可能エネルギーの出力と需要

家の電力・熱需給とのバランスをとるために,蓄電や蓄

熱などエネルギーを貯める機能を持たせる必要があった。 

そこで,本システムでは,独自に実測調査を行い,蓄電

池のモデリングを行った上でシステムモデルに組み込み,

小型発電機の制御ロジックと合わせて,スマートグリッ

ド対応を可能にした。 

2.1.5 検討過程と結果の可視化 

図-8 に検討過程と結果の可視化例を示す。本システ

ムでは,バーチャルリアリティ技術を活用し,周辺環境で

ある風の流れや温度の分布,日射の分布などを可視化す

ると共に,建物内の電力と熱負荷の時々刻々の変動や電

力・熱負荷に電力と熱を供給する熱源・電源機器の稼働

状況,熱源・電源機器で消費されるエネルギーの状況,そ

の結果排出されるCO2を 1 時間間隔で算定し,可視化する

システムを開発した。 

これにより,プロジェクト関係者にとって,合意形成が

容易になると共に,街区を計画する立場にとっては,CO2

排出の原因から結果までを一連の流れとして確認できる

ので,効率的に実効性のある低炭素街区の提案が可能に

なった。具体的には, 建物の熱負荷が小さくなるように,

建物の配置や形状・植栽や水辺空間などを工夫すること

や,また,エネルギー消費とCO2排出が小さくなるように,

エネルギーの面的利用や再生可能エネルギーを利用する

ことなど,エネルギーシステムの工夫を検討することが

容易になった。 

太陽光発電 風力発電 小型水力発電

商用電力

蓄電池

石油・ガス

エネルギー
システム

エネルギー
システム

エネルギー
システム

電力・熱負荷 電力・熱負荷 電力・熱負荷

凡例 燃料 電力 熱  

 

 

図－６ エネルギーの面的利用モデル 

Fig.6 Energy System Network Model 

太陽光発電

風力発電

小型水力発電

蓄電池

商用電力 電力負荷

熱源（電気） 蓄熱槽 冷房負荷

石油・ガス 熱源（燃料） 暖房負荷

バイオマス燃料 発電機 吸収式冷凍機 蓄熱槽 給湯負荷

凡例 燃料 温水・蒸気

電力 冷水  

 

 

図－７ 蓄電池などを組み込んだエネルギーシステムモデル

Fig.7 Comprehensive Energy System Model 

 

CO2排出状況

風力発電の発電状況

電力・熱負荷の状況

発電機の
稼働状況

電力

冷水・温水・蒸気ボイラの
稼働状況

冷凍機の
稼働状況

熱源・電源機器の稼働状況

 

 

 

図－８ 検討過程と結果の可視化例 

Fig.8 Visualization from Demand to CO2 emission 
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2.2 検討フロー 

図-9 に検討フローを示す。STEP1 の気流・温熱環境

解析では,気流・温熱環境解析プログラム1）を用いて,

建物周辺の風の流れ,温度,太陽光の量を計算し,建物の

熱需要を算定する。その際,建物の熱需要が極力小さく

なるように,建物配置・形状の工夫による風の道の形成

や植栽・水辺空間の創出を計画する。 

STEP2 のエネルギー解析では,エネルギー解析プログ

ラム2）を用いて,STEP1 で求めた熱需要,風の流れ,温度,

太陽光の量をもとに,街区からのCO2排出量を算定する。

その際,CO2排出量が極力少なくなるように,建物間エネ

ルギー融通,太陽光発電や風力発電などの活用を検討す

る。以上により,周辺環境の対策やエネルギー対策も考

慮したCO2排出量の少ない低炭素街区の提案を行う。 

 

3. 適用例 

 図-10に検討例を示す。対象施設は,東京都に立地した,

事務所ビル,商業施設,宿泊施設の3棟で構成される延べ

面積27万㎡の都市再開発である。提案は,事務所ビルと

宿泊施設を高層化し,かつ間隔をあけることで、風の道

の形成や太陽光が太陽光発電に十分到達するように配慮

した。さらに,太陽光発電の設置場所として想定した商

業施設を低層化して,屋上面積を増やすことで太陽光発

電の面積を増やした。また,エネルギーシステムはスマ

ートグリッドと地域冷暖房を組み合わせたシステムを検

討した。その結果,基準ケースと比較して,提案ケースは

年間CO2排出量を約14%削減でき,かつライフサイクルコ

ストを約6.5%削減できることがわかった。 

 

4. おわりに 

 本報では,筆者らが開発している「低炭素街区・都市

総合シミュレータ」について,全体概要と2010年版の概

要,都市再開発における適用例を紹介した。今後は,建物

の電力・熱負荷解析プログラムと連携し,総合的な都市

再開発,まちづくり提案ができるように,プログラム機能

の高度化を図る予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－９ 検討フロー 

Fig.9 Evaluation and Plannning Flow 

 

基準ケース　　　　　　提案ケース

年間CO2排出量の比較LCCの比較

事務所

商業

宿泊

風の道

△6.5% △14%

スマートグリッド
地域冷暖房

対策なし

 
 

 
 

図－１０ 検討例 

Fig.10 Example for Evaluation and Plannning 
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