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街区の日射環境と空調消費エネルギーの連成解析 
 

電力削減に寄与する建築・街区計画支援のためのシミュレーションシステムの開発 
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1.  はじめに 
  
低炭素型の｢次世代エネルギー・社会システム｣であ

るスマートシティ構築が緊急の課題となり，都市の計

画技術のみならず，運用・制御技術を開発することが

必要とされている。 
空調消費エネルギーは建築物の運用時の消費エネル

ギーとして大きな比重を占め，建物の運用時に外部気

象の影響を受けて時々刻々変動するため，建物の計画

の際にもその状況を的確に把握することが必要である。 
本研究では，空調消費エネルギーに外乱として影響

を及ぼす日射環境の年間を通じた時間変化を解析し，

その結果を用いた空調消費量を予測するシステムを開

発した。日射環境は建物同士の相互反射，街路樹など

の影響など市街地形態の影響を受けるため，低炭素型

の街区を構築する上でも予測することは重要と考えら

れる。 
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図－１ 解析の手順 

Fig.1 Procedure of the analysis 
 

2.  解析システム 
 
2.1  システム全体の概要 
本システムは，標準気象データをベースに街区・建

物周辺の日射解析を行い，建物外皮に与えられる日射

の受熱量を 1 時間おきに年間を通した解析を行う。必

要に応じて，日射解析に並行して街区の気流解析を行

い，その結果を用いて建物内の換気・通風の計算を行

うことが可能である。その後，建物の熱負荷解析・エ

ネルギー解析を行い，年間の空調消費エネルギーの算

出を行う。解析の手順は，図－１のとおりであり，建

物熱負荷は，熱回路網解析ソフトである TRNSYS を用

いた。なお，本報では日射解析による空調熱負荷の影

響に着目したため，気流解析および建物の換気計算は

行っていない。また，日射解析手法は，通常の 1 時刻

を対象とした手法を拡張して，年間を通じた解析を可

能としている。 
2.2  1 時刻を対象とした日射解析手法 
 本研究では複雑形状の解析対象でも建物同士の日射

（短波放射）の相互反射・照り返しの影響を解析でき

る利点から，ラジオシティ法による解析手法を採用し

た。屋外建築環境の分野では本手法は，浦野ほか

(1993)1)により導入され，その後，西岡ほか(1999) 2), 

浦野ほか(2001) 3), 大黒・森川(1995) 4)などに利用さ

れている。1 時刻を対象としたラジオシティ法の解析

手法は以下のとおりである。 

 Kajiya(1986) 5)および中村(1987) 6)は固体表面の射

出・反射特性が共に方向に無関係の場合の p 点で s’

方向から放射が入射した場合の放射輸送方程式を次式

で示した。 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )spdFpBppEpB ′′+= ∫
Ω

,ρ    (1) 

 

ここで B[W/m2]は外向き放射束，E[W/m2]は放射能，ρ

は反射率，F は形態係数， dF∫
Ω

は F について半球で

積分することを示す。壁面の微小要素 i の放射束を Bi，
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放射能を Ei，反射率をρiとして(1)式を離散化すると， 

Bi = Ei + ρi B j
j = l

n

∑ Fij

   (2) 

となる。(2)式は各微小要素からの放射の影響を受け

た微小要素 i からの放射束を求めるものであり，直接

解くと行列式の演算の負荷が大きいが，Cohen et. 

al(1988) 7)は逆に微小要素 i からの放射がほかの微小

要素 j(j=1～n)に対して与える影響を以下の式で示し,

計算負荷を軽減した。 

Bji = ρ jBiFij Ai / Aj    (3) 

ここで Bjiは i からの放射を受けて j において反射した

放射束，Fij は j に対する i における形態係数，Ai, Aj

はそれぞれ i,j の面積である。(3)式の Bjiは j で吸収

されなかった外向き放射束であると考え，全ての微小

要素の中から未吸収の外向き放射束が最大の要素を選

び出し，(3)式を用いて各微小要素の外向き放射束を算

出し直す作業を繰り返し行なう。次に未放射の放射束

の値が実用上無視できる値にまで収束した段階で未放

射の放射束の合計値を各壁面に均等に面積配分し，各

壁面における放射束分布が求める。 

 太陽の直達日射については ASHRAE の式 

    IDN = A exp(-B/sinh)    (4) 

を用いた。ここで IDN は法線面直達日射量，A,B は各

月別の定数である。また快晴時の水平面天空日射 ISKY

は 

    ISKY = IDN・C    (5) 

と表される。ここで Cは各月別の定数である。 

 天空光の計算を行なうために，建物の空間スケール

を無視できるほどの十分に大きな半径を有する半球を

仮想的に設定してこれを天空と見なし，半球を 151 個

の格子に分割し，合計 ISKY の日射量を各部分に分割し

て設定する。解析領域は半球の中心に位置すると考え

る。図－２に半球の図を示す。  

 151 分割された格子それぞれの日射量は，各天空要

素の高度および太陽との各距離の関数として表され，

その平均値が平均天空である。平均天空は中村ほか

(1988) 8)による CIE 標準晴天空，中間天空，CIE 標準

曇天空の三つに大別された相対輝度の分布式を用いた。 

2.3  年間の放射解析システム 
 本研究では年間を通じた放射解析を行うために，2-2
節で説明した通常の 1 時刻を対象とした放射解析を拡

張した手法 9)を用いた。 
 ここで短波放射量の解析を行う場合は，解析を行う

前の当初の外向き放射束は，通常は当該時刻の直達・

天空日射量により求めた値をそのまま入力しているが，

本研究では当該時刻の全天日射量で除して無次元化し

た値を用いて解析する。すなわち(1),(2)式はそれぞ

れ     

Bi / Ea = Ei / Ea + ρi (Bj
j=l

n

∑ / Ea )Fij

  (6) 

Bji / Ea = ρj (Bi / Ea )FijAi / Aj    (7) 

 

となり，ラジオシティ法による解析結果としてBi/Eaが

出力される。解析当初に用いる(6)式でのEi/Eaは特定の

日時に依存せず，太陽の位置のみに依存する値である

ため，天空を図－２のように151等分し，解析対象の期

間内に太陽の通過する位置に該当する箇所についての

Ei/Eaに基づくBi/Eaを解析する。その出力に標準気象デ

ータにおける解析対象の日時におけるEaを乗じること

により各時刻でのBiが求められる。 

 

 

 

図－２  天空の分割 （上：立断面，下：平面） 

Fig.2. Subdivision of the hemisphere 
(Upper: Elevation, Lower: Plan) 

 

上記の手法を用いることにより，151ケース以内の放

射収支計算結果をデータベース化し，その結果を標準

気象データと組み合わせることにより，年間の短波放

射収支が解析可能である。1時間毎の日射分布を予測す

るのに，通常は1日に12回前後の解析回数を要し，365
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日分で4000回以上の解析回数が必要であるのが，当手

法を用いることにより，回数を30分の1以下に削減する

ことが可能になった。 

 

3.  システムの適用 
3.1  解析対象 
 本システムを用いて，図－３に示す地上 11 階建のオ

フィスビル（幅 32.2 m, 奥行 27 m, 高さ 45.1 m）を

対象に，建物の周囲の状況を変化させた場合の日射環

境の相違が空調消費エネルギーに与える影響を解析し

た。 

建物の周辺の状況の変化として建物が単体で建って

いる場合(case-A)と周囲の街区を考慮した場合(case-B)
の 2 ケースの解析を行った。case-B の街区は対象の建

物の両側に 2 m の道路を挟んで対象建物と同様の形状

の建物が並ぶ 3 棟を一つの単位として連続的に建物を

配置した（図－4）。3 棟単位の間に 30 m 幅の道路を設

定した。図の中心の赤い部分が空調消費エネルギーの

解析対象の建物である。 
 東京の気象条件を前提として，年間の空調消費エネ

ルギーの解析を行った。 
 

西面 南面   
 

 
 
 
3.2  解析結果 
 case-A, case-B それぞれについて，3・7・12 月の 12
時を対象に解析した建物表面の日射の受熱量を図－５

に示す。case-A に比べて case-B のほうが周囲の建物の

影響を受けて，壁面の日射受熱量が多い結果が得られ

た。 

図－６に 2 つのケースの冷房負荷の差を示す。case-
B に比べて case-A のほうが冷房負荷が 600 kWh 以上の

日が夏季には多いあることがわかる。7 月 28 日の冷房

負荷の合計値は case-A が 5111 kWh, case-B が 4113 

kWh であり、20 %程度の差がある。年間の冷房負荷は

case-A が 328 MWh, case-B が 244 MWh であり、25 %の

差がある。  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

図－３ 検討対象建物   図－４ 検討対象街区 

Fig.3 Building model     Fig.4 City block model  

図－６ case-A, B の冷房負荷の差 ([case-a]-[case-b]) 

Fig.6 Cooling road diferrence between case-A and case-B  

(a) case-A 3 月 21 日            (b) case-B 3 月 21 日 

(a) Case-A Mar. 21st          (b) Case-B Mar. 21st 

(c) case-A, 7 月 28 日     (d) case-B, 7 月 28 日 

(c) Case-A, Jul. 28th     (d)  Case-B, Jul. 28th  PM 

(e) case-A, 12 月 22 日   (f) case-B, 12 月 22 日 

(e) Case-A, Dec. 22th     (f)  Case-B, Dec. 22th 

  図－５ 12 時の建物表面の日射の受熱量 

Fig.5 Solar radiation absorption of building surface 

[W/m2]

[kWh]  

解析対象建物   

[日付]  
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4.  おわりに 
 
 日射の年間負荷解析手法の解析により，街区構成の

違いが冷房負荷に及ぼす影響を解析することが可能と

なった。周辺の街区を考慮せずに建物単体を対象に解

析した場合に比べて、周囲の街区による日射の影・照

り返しの影響を考慮すると、年間の冷房負荷が 25 %程

度削減される結果が得られた。  
今後本手法を用いて，建物の運用時の炭素発生量を

最小限にする建物の計画・制御手法を検討していく予

定である。 
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