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1.  はじめに 
 
 近年，集合住宅の高層化や，意匠性に配慮した外装

部材形状の多様化に伴い，強風時に建物外装部材から

発生する風騒音の問題が顕在化している。具体的には

以下に挙げるような部材であり，特徴として数 mm～

数十 mm 程度の寸法で凹凸や空間が連続的に構成され

ているものである。 
  ・縦格子部材（ex.ﾊﾞﾙｺﾆｰの手摺） 
  ・横格子部材（ex,日除けﾙｰﾊﾞｰ，目隠しﾙｰﾊﾞｰ） 
  ・有孔板（ex.ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ） 
  ・溝型部材（ex.ｺﾞﾝﾄﾞﾗﾚｰﾙ） 
  ・その他，各種化粧部材 

風騒音が発生すると，場合によっては非常に耳障り

な騒音となって住環境障害となる可能性があるため，

計画・設計段階で詳細な検討を行い，適切な部材選定

が行われることが理想的である。しかしながら，次に

挙げる理由で十分な検討が行われず，竣工後のトラブ

ルに繋がってしまう例も少なくない。 
●風騒音問題そのものの認知度が低い 
●実務的・学術的に十分な検討が行われておらず， 
設計・施工に関する基準や指針が存在しない 

●予測手法および評価尺度が存在しないことから 
 各機関で検討方法や判断が異なる（不十分な検討 
 に基づくデータで「風騒音対応型」とする商品も 
 見うけられる） 

 本報告では，建物外装部材から発生する風騒音を対

象として，その評価手法に関する検討結果や実例等に

ついて紹介する。 
 

2.  部材の発音特性 
 
2.1  風洞実験 
 対象とする部材形状や作用する気流条件によって，

発生する風騒音の特性は大きく異なることが知られて

いる。しかし，部材形状・風速・風向角といった条件

と，発音現象との関連は一般化されておらず，図面情

報に基づいて風騒音を精度よく予測することは（一部

の単純な発音現象を除いて）現時点では困難である。 
部材自体の発音特性を調べる手法としては，風洞実

験が一般的である（図－１）。風洞実験では，実大部材

（の一部）を試験体として風洞気流を作用させ，発生

する風騒音を部材近傍で直接計測する。 
 

  

 
 
 風洞装置あるい

は風洞気流に起因

する暗騒音レベル

については，部材

から発生する風騒

音を検出する上で

最も注意すべき項

目である。一定風

速下における施設

別の暗騒音比較を

図－２に示す 1)。 
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図－１ 風洞実験 
Fig.1 Wind tunnel test 
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図－２ 風洞暗騒音の比較 
Fig.2 Comparison of background noise

with wind tunnels 
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 また，実大試験であることから風洞気流は一様流と

せざるを得ないが，実現象としては当然，自然風の乱

れあるいは建物自体の影響を受けた複雑な変動風速場

に部材が設置することになるため，その影響について

は今後の課題である。 
2.2  風騒音計測データの例 
 風騒音の発生が懸念される部材のひとつに，縦格子

型の手摺が挙げられる。主に高層集合住宅のバルコニ

ーに設置されるものであり，検討事例としては比較的

頻度が高く，かつ風騒音の発生する可能性の高い対象

物といえる 2)。 
 図－３に，縦格子部材の風洞実験に基づく風騒音計

測データの例を示す。(1)(2)の両図ともに矩形断面を有

するアルミ製縦格子手摺から発生する風騒音データの

スペクトル分析結果であり，実験風速を同一にした際

の暗騒音（試験体が無い状態の計測結果）を併せて示

している。 
 (1)は手摺面に対して平行に近い風向角の際に計測さ

れた風騒音であり，特定の周波数に明瞭なピークを有

する。部材の振動は伴わず，風速や風向角といった気

流条件に対して応答性が高い（発音条件に合致した瞬

間から定常的な風騒音が発生する）。発音メカニズムに

ついては詳細には明らかにされていないが，各部材の

風上端部で流れの剥離・再付着による圧力変動が起こ

り，それに起因して部材間の空間で共鳴機構が形成さ

れることにより増幅されたものであると言われている。 
このように，部材振動を伴わずに流体運動および共鳴

現象でのみ発生する風騒音を「流体音」とよぶ。 
 (2)は手摺面に対して垂直に風が作用する際に計測さ

れた風騒音であり，広範囲な周波数に渡って多数の鋭

いピークが現れる。各部材は大きく振動し，特定の気

流条件に対して振動が成長するまでに数秒程度の時間

差を有する。基本的な発振メカニズムは，渦による風

向直角方向の共振現象（渦励振）であると推測される

が，部材の複数配置による流れ場への影響や，高次の

振動モードの影響，部材支持部における金属衝突音，

横桟等の他部材への振動伝搬等，発音現象としてはシ

ンプルではない。このように振動を主とした風騒音を

「振動音」とよぶ。 
 以上のように，同一形状部材においても，風速や風

向角といった気流条件で様々な風騒音が発生すること

がわかっている。一般的に，風騒音に対する対策手法

としては，(1)流体音の場合には断面形状あるいは部材

間隔の変更が有効であり，(2)振動音の場合にはその他

に補剛や減衰付加も対策となり得る。 
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2.3  分析法 
 風洞実験に基づいて風騒音を検討する際の分析法は

評価機関により様々であり，一般には前述のスペクト

ル分析の他，1/3 オクターブバンド分析や騒音レベル，

あるいは聴感による確認といった手法が採用されてい

るのが現状である。 
 ここで，いくつかの風騒音データを対象として，分

析法による差について検討する。図－４に示す caseA
～D は，部材形状・気流条件の異なる４通りの風騒音

データであり，左列には 1/3 オクターブバンド分析結

果および騒音レベルを，右列にはスペクトル分析結果

を示す 3)（赤色：試験体あり， 青色：試験体なし[暗
騒音] ）。 
 caseA と caseB は，試験体の有無による騒音レベルの

差が約 7dB でほぼ同一であるが，特定周波数における

風騒音が計測されなかった caseB に対して，caseA では

2kHz 付近に流体音と想定される明瞭なピークが確認さ

れ，聴感上障害となり得る発音であると判断されてい

る。 
 caseC と caseD を比較すると，試験体の有無による騒

音レベルの差は約 15dB でほぼ同一であり，発音特性

の異なる風騒音が両ケースにおいて確認されているが，

流体音の発生した caseD よりも，振動音が発生した

caseC の方が聴感上障害となり得る発音であると判断さ

れた他，振動に起因する固体伝搬音発生の可能性も考

慮する必要がある。 
また，風騒音がほとんど発生していない caseB と，

振動音が発生する caseC とを 1/3 オクターブバンド分

実験気流 実験気流 

手摺面 

手
摺 
面 

図－３ 風騒音計測データの例 
Fig.3 Samples of aerodynamic noise 

(1) 流体音         (2)振動音 
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析結果で比較した場合，レベル差に違いはあるものの，

500Hz 帯域以上の周波数特性に大きな差が見られず，

聴感上の評価と対応させることが困難である。 
以上より，障害となり得る風騒音の発音特性を風洞

実験結果から把握するためには，スペクトル分析に基

づく詳細な分析が有効であるといえる。 
2.4  各種外装部材に関する風騒音事例 
 風騒音の検討対象となる外装部材は，形状・用途・

規模を含めて非常に多種多様である。微小な形状や位

置関係の差で発音性状が大きく異なることから，発音

現象の一般化は困難であり，案件ごとに風洞実験で風

騒音計測を行う手法が現時点で最も実用的である。 
 ここでは，実案件を対象として，様々な部材につい

て実施された風騒音の風洞実験結果（スペクトル分析

結果）を図－５に示す。 
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図－５ 風騒音の事例 
Fig.5 Samples of aerodynamic noise 
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パンチングメタル
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ゴンドラレール 

化粧部材

図－４ 風騒音の分析法の比較 
Fig.4 Comparison of analysis methods 

1/3 ｵｸﾀｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞ分析，騒音ﾚﾍﾞﾙ   スペクトル分析 
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caseB 
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3.  部材に作用する風の特性 
 
3.1  部材の発音条件と建物周囲の風 
前章では，個々の部材性能としての発音特性を得る

ための実験・分析法および実験結果の事例を示した。

風洞実験に基づく風騒音計測では，外装部材から発生

する風騒音の発音特性および発音条件（風速・風向

角）を得ることができ，また，それぞれの発音状況に

応じて騒音対策を検討する上で有効な手法であるとい

える。 
一方，市街地に吹く風は建物群の影響を受けて非常

に複雑な流れとなる。そこで，対象とする外装部材か

ら発生する風騒音が障害となり得るか否かを評価する

上では，対象部材の設置位置における風速や風向を予

測することが重要であり，風洞実験に基づく発音条件

に合致する可能性を検討する必要がある（図－６）。 
風騒音の発生が懸念される外装部材を，ルーバー，

手摺，ゴンドラレール等と仮定すると，部材設置位置

は主に建物の外壁面近傍である。風に関する既往の研

究や実務において，壁面上の風圧分布（風荷重）や地

上付近の風速分布（ビル風）に関しては数多くの資料

があるものの，建物壁面近傍の風速分布に関する調査

事例は僅かである。 
ここでは，壁面近傍の風速を求めるために流体解析

（CFD,Computational Fluid Dynamics）を採用する。

CFD 解析技術は近年様々な分野で適用されており，解

析空間内の任意の点における流れ場を得られるため，

本検討対象についても利用可能である。ここでは，実

験値との比較に基づいて解析精度を検証するとともに，

一般的な角柱形状建物における壁面近傍の風速分布の

特徴について報告する 4)。 
3.2  壁面近傍の風速分布に関する解析精度の検証 
3.2.1  実験および解析の概要 
 建物壁面近傍の風速分布を CFD 解析で求めるにあた

り，風洞実験との比較からその解析精度を検証する。 

  

 
 
 

対象建物は幅および奥行が 40m，高さ 72.6m の角柱

形状とし，1/200 模型を用いた風洞実験で壁面近傍の

平均風速をサーミスタ風速計で計測する。計測位置は

壁面＋7.5mm（実大 1.5m 相当）の距離で一定とし（図

－７），風向は図－８に示す３風向とする。風洞気流は

境界層流とし，平均風速の鉛直分布を表すべき指数は

0.26 とする。ここでは検討風向範囲において強風領域

が発生するＡ面およびＢ面について報告する。 

 CFD 解析については，有限体積法に基づく定常流解

析を実施する。解析メッシュは非構造格子系とし，主

要素としてテトラ要素を，固体表面にプリズム要素を

生成する（図－９）。要素数は約 60 万である。解析結

果より，実験の測定点と同座標における平均風速を抽

出し，実験結果と比較する。 

3.2.2  実験と解析の比較結果 
 建物壁面近傍の風速分布について，実験結果と解析

結果とを比較する。比較する数値は，接近流（風洞気

流あるいは流体解析流入境界条件）の建物高さにおけ

る平均風速を基準風速とする風速比である（図－１０）。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－６ 部材の発音と建物周囲の風 
Fig.6 Aerodynamic noise from members 

and air-flow around buildings 

部材の発音特性 市街地の複雑な風の流れ

 
Vref

測定点 i に 

おける風速 Vi 

風速比= Vi / Vref

建物モデル 
接近流の

風速分布

図－７ 風速測定点 
Fig.7 Sampling points 

図－８ 検討風向 
Fig.8 Wind directions

Ａ面Ｂ面

０°

２２．５°４５°

図－９ 解析メッシュ（建物近傍） 
Fig.9 Grid system 

図－１０ 風速比 
Fig.10 Wind velocity ratio 

[mm] 
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 実験値と解析値との相関図を，壁面・風向別に図－

１１に示す。全体的に，風向 0°Ｂ面以外は実験値と

解析値は概ね良い対応をしており，強風領域の発生す

る面では十分な精度が得られているといえる。風向

0°はＡ面正対風向であり，気流は風上両端部で剥離す

る（図－１２(a)）。剥離に伴う増速域は建物から若干離

れた位置に発生し，側面であるＢ面（ならびに背面）

のほとんどは弱風域となる。本研究で使用している平

均流解析は，剥離後の弱風域について精度が低いこと

が知られており，本結果においても実験値との対応は

良くない。風向 45°はＡ・Ｂ面が風上面となる風向で

あり，風上端部で両面に分離された流れは増速しなが

ら面上を滑走する（図－１２(b)）。相関図より，解析

結果は実験結果によく対応することがわかる。 
3.3  超高層建物の壁面近傍における風速分布の例 
幅および奥行 30m，高さ 90m の超高層建物を対象とし

て CFD 解析を実施し，壁面近傍における風速および風

向の面分布について図－１３に示す。図－１３(a)は壁

面正対風向（図－８ 風向 0°相当），図－１３(b)は

壁面斜風向（図－８ 風向 45°相当）の結果であり，

ともに風上面（図－８ Ａ面相当）における風速比コ

ンターおよび風向ベクトルの分布を描画したものであ

る。前節同様，壁面からの距離は 1.5m とし，基準風速

は建物高さにおける接近流の平均風速とした。風向(a)

では壁面に垂直に気流が衝突するため，約 3/4 高さ中

央部が停留点となり風速が最も小さい。流れは停留点

から壁面上を上下左右に広がり，風速比 0.8 を超える

強風域は外周の僅かな領域で発生する。風向(b)では風

上端部で分けられた流れが壁面上で増速し，面積の約

1/3 以上が風速比 0.8 を超える強風域となる。この時

の風向はほぼ水平方向である。 
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図－１３ 壁面近傍の風速分布の例 
Fig.13 Distribution of wind velocity near the walls
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図－１１ 実験と解析の比較 
Fig.11 Comparison between 

experiment and CFD 

図－１２ 建物まわりの流れ 
Fig.12 Airflow around building 

増速域 増速域 

(a) (b) 
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4.  風騒音の予測・評価の例 
 
 本章では，風騒音問題に対する検討手順の例を図－

１４に示すとともに，次の事例について以下に述べる。 
 
 
 
 
 
 
 
① 計画図面等を基に，建物および部材について調査

を行う。対象建物が超高層建物であることから強風の

影響を受けやすく，また対象部材は風騒音が問題とな

りやすいことが知られているため，発音の可能性有り

と判断される。 
② 実部材（例えば１ユニット）を試験体として風洞

実験による風騒音計測を実施する。実験風速，実験風

向角について十分なパラメータで計測を行うとともに，

試験体の無い状態で各実験風速の暗騒音を計測し比較

する。その際，スペクトル分析により詳細に発音特性

を把握することが望ましい。また，実験条件に応じて

種類の異なる風騒音が複数発生することもあるため，

聴感に基づく記録を行うことにより，相対的な比較に

役立てることができる。 
③ 計測・分析された風騒音に関して，同風速条件下

の暗騒音に比べて明瞭な差を有するピークが確認され

た場合，発音有りと判断される。本事例では図－３に

示すような風騒音の発生が確認される。 
④ 実際に対象部材に作用する風の特性を検討するた

め，建物（および周辺市街地）を対象とした CFD 解析

を実施する。解析結果より対象部材の設置位置（建物

壁面近傍）における風速分布を抽出する。 
⑤ 実験に基づく発音条件（実験風速・実験風向角）

と，CFD 解析結果とを併せて，対象部材が実際に設置

された際の発音の可能性を検討する。この時，市街地

に吹く自然風の風速レベルと，部材に作用する風速レ

ベルとの関係については，市街地風環境（ビル風）評

価のように気象台統計値に基づく確率分布関数を用い

て発音条件（発音風速）の超過確率を求める手法や，

設計風速を定めて風向別に発音条件との対応を調べる

手法等が考えられる。いずれにしても，風騒音に関す

る明確な判断尺度は存在しないため，可能な限り安全

側となるよう留意する。 
 ここで，仮に風騒音の問題を「比較的日常レベルの

強風に対する住環境障害」と位置づけると，類似する

強風問題として「強風時の風振動に対する居住性」が

挙げられる 5) 6) 。一般に居住性評価用設計風速は，日

最大風速の１年再現期待値とされており，本事例にお

ける立地条件を東京 23 区エリアでかつ地表面粗度区分

Ⅲ（低層建物が主，中層建物が散在）とすれば，代表

高さ 90m（建物高さ）において約 22m/s となる。 
建物配置の方位，地域の風向頻度，周辺建物による

影響等によって，仮に図－１３(b)のような風の流れが

想定されると，部材位置では風速約 15m/s（基準風速

22m/s×風速比 0.7（同図風速比ｺﾝﾀｰより））で風向角は

ほぼ水平方向となる。この条件下においては，図－３

(1)に相当する風騒音が発生し，実際に障害となり得る

可能性ありと判断される。 
⑥ そのように判断された場合は，その対策を検討し，

風洞実験によりその効果を検証する必要がある。本事

例の場合は，部材形状に関する仕様変更が要求され，

断面の角部の曲率を上げる，部材間隔を広げる，とい

った対策手法が有効である。 
 

発音の可能性

発音の有無

発音頻度

発音の有無

風 洞 実 験

 対 策 案 検 討

建物周辺・
部材設置位置

における
風向・風速分布

図面検討および
保有ﾃﾞｰﾀ・既往資料調査

START

END

風 洞 実 験

END

END

END

有

無

高

低

有

無

有

無

 

【建物】東京都の一般的な市街地に位置する 
高さ 90m の超高層集合住宅（角柱形状） 

⇒3.3 節の建物事例 
【部材】立面上ほぼ中央のバルコニーに設置 

されるアルミ製縦格子手摺（矩形断面） 
⇒2.2 節の部材事例 

図－１４ 風騒音検討ﾌﾛｰの例 
Fig.14 Example of estimation flow of 

aerodynamic noise 

③ 

 

 ＣＦＤ解析 

②

④ 

⑥ 

①

⑤ 
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5.  おわりに 
 
建物の外装部材から発生する風騒音を対象として，

その概要，分析手法，実例および CFD 解析の適用性等

について示した。 
風騒音の問題については，複雑な発音メカニズムの

解明や，客観的な評価尺度の整備といった未解決の課

題が多く残されている。また，風騒音の具体的な対策

手法についても，特許申請案件が多数見うけられる一

方，実用化に至っているものは数少ないようである。 
今後も，計画時における風騒音の予測精度向上を目

的として研究を進め，風騒音発生防止に努めたい。 
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