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1.  はじめに 

 

建物の熱負荷に伴う空調用エネルギー消費量や，オ

ンサイトの再生可能エネルギー量は，計画建物を取り

巻く周辺建物や街区の状況に左右される。特に日射や

気流などは，都市部においては計画建物周辺の局所的

な値と地域の代表的な気象データが異なるのが普通で

あり，代表的な気象データのみでこれらを試算すると，

建物の環境性能の過大・過小評価になる可能性は十分

考えられる。 

そこで周辺街区から建物単体までを総合的に評価で

きる低炭素街区シミュレータを開発した。これは建物

周辺の気流・日射環境解析と建物の年間空調負荷解析，

さらにエネルギー解析を連動させ，従来別々に行って

いた検討プロセスを統合したものである。 

周辺建物の影響を強く受ける気象要素として，本研

究では，建物周辺の風環境に着目する。従来からビル

風評価では周辺建物が考慮されているものの，自然換

気計画やエネルギー評価で周辺風環境までを考慮した

ものは，住宅を対象としたもの 1,2,3)が主で，研究例も

尐ない。 

近年，業務用途においても自然換気の省エネルギー

効果が期待され，計画例が増加している。そこで本研

究では，多様な実在街区・計画建物用途に対応できる

形で，街区スケールの気流解析結果を，建物の熱・換

気回路網解析へ反映できるシステムを開発し，周辺風

環境の解析結果を反映して年間の自然換気量，空調負

荷，エネルギー消費量等を評価する必要性を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ シミュレータの概要 
Fig.1 Overview of the Simulator 

 

2.  開発システムの概要 

 

図－１に，従来の評価手法と比較したときの本シミ

ュレータの概要を示す。従来，建物配置・形状，建築

的な対策，エネルギーの対策など，各内容の評価手法

毎に別々のプロセスを経ていた。本研究では，それら

の異なる評価手法を 1 つの流れの中で扱える仕組みを

開発した。以下に各機能の概要を示す。 
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図－２ 3 次元データからのゾーン等抽出時の画面 
Fig.2 Screen during the extraction zones from 3D data 

2.1  3次元データに基づく建物の解析モデル作成 

屋外の気流や日射を解析するための 3 次元形状を持

つ解析モデルと，熱・換気回路網解析のためのモデル

を統一すると共に，実務で直面する大規模な回路網解

析に対応できるツールを開発した。 

CFD 解析や日射解析と熱・換気回路網解析では，計

算理論が異なるため，通常，設計図面等からそれぞれ

の解析モデルを作成する。近年の BIM(Building 

Information Modeling)技術の発展により 3 次元設計図デ

ータが作成されつつあることを受け，現在 3 次元デー

タから全ての解析モデルを作成できる環境の整備を進

めている。 

最初に当該建物内部の空調換気のゾーニングまでを

再現した 3 次元データを作成し，同データの外壁ライ

ンを利用して 3 次元の気流解析に利用すると同時に，

熱・換気回路網解析の設定ファイルを作成する。具体

的には，3 次元データに設定されているゾーン(節点)情

報からゾーン間の回路網が設定され，外壁，内壁，窓，

自然換気口の情報から，窓・開口の位置・寸法，熱抵

抗値条件が作られる。図－２に 3 次元データからのゾ

ーン，壁，窓の抽出時の画面を示す 

さらに，建物データを統一することで，CFD 解析と

換気回路網解析のように異なる解析でも，各部位の位

置，サイズ等の情報が同一座標にて管理されるため，

CFD 解析結果や日射解析結果を，熱・換気回路網解析

での各換気口・窓へ受け渡すことが容易になる。この

建物データは屋外日射解析にも利用できる。 

2.2  建物周辺の気流・日射環境解析と建物の年間空

調負荷解析との連動 

建物周辺気流の CFD 解析結果のうち，建物外壁面の

風圧係数を熱・換気回路網解析の入力条件の 1 つとし，

建物の自然換気効果を解析する。これにより，隣接建

物の影響による壁面風圧の低下などを反映した解析が

可能となる。（図－１，①′） 

2.3  建物の年間空調負荷解析とエネルギー解析との

連動 

エネルギーシステムを構成する機器の稼動状況を加

味した上で，精度良くエネルギーを解析する手法とし

て，1 時間ごとのエネルギー収支を 1 年間解析する手

法がある。その際，電力負荷，空調負荷，給湯負荷を

1 時間ごとに 1 年間設定する必要があり，従来は，標

準負荷原単位 4)を用いることが多かった。しかし，特

に都市部では空調負荷に影響する日射や気流の局所性

が高く，設定した空調負荷と実測値との差が大きいこ

ともあり，その改善が課題であった。そこで，建物周

辺の気流・日射環境解析と連動した建物の年間空調負

荷解析結果をエネルギー解析に反映することで，局所

的な日射や気流の影響を考慮した空調負荷設定を行う

ことを可能にした。（図－１，②′） 

2.4  建物周辺の気流・日射環境解析とエネルギー解

析との連動 

(1)太陽光発電と風力発電の発電量計算 

太陽光発電をはじめとする新エネルギーの普及が予

測されており，エネルギー解析においても，太陽光発

電や風力発電の発電量を精度良く計算する必要がある。

従来の評価手法ではカタログ値を用いる場合が多かっ

たが，特に都市部では日射や気流の局所性が高く，発

電量の予測値と実測値との差が大きいことから，その

改善が課題であった。また，既報 5)では，1 時刻のみの

連動を可能にしたことを紹介したが，エネルギーシス

テムの計画という場面で本システムを使用することを

考えると，太陽光発電や風力発電の発電量予測は年間

で精度良く行う必要があった。そこで，風環境と日射

環境について，年間を通して周辺建物や街区の影響を

反映できるようにした。（図－１，③′） 

(2)エネルギーシステムからの廃熱計算 

従来，建物周辺の気流・日射環境解析は，ヒートア

イランド緩和の評価に用いられることが多かったため，

主に夏期の 1 時刻のみを対象に，エネルギーシステム

からの廃熱を考慮した解析を行っていた。そこで，エ

ネルギー解析で各機器からの廃熱を 1 時間ごとに 1 年

間計算する機能を開発し，建物周辺の気流・日射環境

解析に出力することで，時々刻々変化するエネルギー

システムからの廃熱を考慮して，建物周辺の気流・日

射環境を解析できるようにした。（図－１，④′） 
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3.  ケーススタディ  

 

3.1  対象建物モデル 

 ケーススタディとして図－３に示す 11 階建のオフ

ィスビルを想定したモデルを対象として，周辺街区の

気流解析からエネルギー解析までの一連の評価を行う。 

3.2  建物周辺の気流解析 

3.2.1  気流解析の概要 

はじめに図－４に示す領域で気流解析を行う。計算

機能力の向上に伴い，ビル風解析では，16 風向で計算

されることが一般的となっており，換気回路網解析で

用いる標準気象データ 6)も 16 風向で整備されているこ

とから，本システムは，実務運用で実績のあるビル風

評価システムを利用して整備し，16 風向対応とした。 

風向変化用の円筒領域とその外側の領域の接合面は，

常に連続接合となるよう，風向毎に多面体要素が追加

される。 

続いて，気流解析で得られる建物壁面の風向別風圧

係数分布から，自然換気口の位置に相当する外壁の風

圧係数を拾い出し，換気回路網解析の条件に設定する。 

3.2.2  気流解析条件 

図－３に示す建物を評価対象とし，建物単体の場合

(単体立地)と，図－５に示す街区内に立地している場

合(街区内立地)を比較した。解析には STAR-CD(㈱シ

ーディー・アダプコ・ジャパン)を使用し，乱流モデ

ルは Realizable k-εモデル 7)注 1)を用いた。その他の解

析条件を表 1 に示す。 

3.2.3  建物周辺の気流解析結果 

図－６，７に，それぞれ屋外気流解析により得られ

た建物周辺の風速比と建物表面風圧係数分布の例を示

す注 2)。街区内立地では，前面道路は 20m あるものの，

周辺建物の影響により，単体立地に比べて，風圧係数

が非常に小さくなっている。 

 

  
 

 (a) 外観ﾊﾟｰｽ(3D ﾓﾃﾞﾙ) (b) 断面，換気回路網 
(a)Perth appearance(3D model) (b) Section, Airflow network 

 

 
 

 （c）1 階平面図 (d) 2～11 階平面図 

 (c) 1F Plan (d) 2～11F Plan 

図－３ 検討対象建物 

Fig.3 Building under consideration 

 

 
図－４ 気流解析空間 

Fig.4 Computational domain of the wind simulation 

 

 
 

図－５ 街区内立地の場合 

Fig.5 Ward street location 

表－１ 解析条件 
Table 1 Calculation conditions 

解析メッシュ 多面体(ポリヘドラル)メッシュ， 約 365 万 

移流項差分スキーム MARS 

圧力解法 SIMPLE 

建物壁面境界条件 一般化対数則 

地表面境界条件 z0 型の対数則(z0=0.024m) 

上空面・側面境界条件 Slip 壁 

流入境界条件 9) 
 

Us：基準風速，zs：基準高さ，z：高さ， 

zg：上空風高度，α=0.25，Cμ=0.09 

流出境界条件 勾配 0 

 

 

 

 

 

(単位:m) 

(単位:m) 

(寸法線長さ[単位:mm]) 

(寸法線長さ[単位:mm]) 
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3.3  熱・換気回路網解析 

3.3.1  熱・換気回路網解析の設定 

躯体の各部位の熱貫流率は表－４のように設定した。

窓はシングルフロートガラス 8mm ( 熱貫流率

5.53[W/m
2･K]，日射透過率 0.78[-]) とした。ブライン

ドは，斜面日射量が 350W/m
2 以上で使用率 80%，

350W/m
2 未満で 20%とした 12)。内部負荷は，文献 13)

～15)等を参考に，図－８に示すスケジュールを設定し

た。表－３に，各室の空調条件を示す。なお，内部負

荷は，空調対象室のみに与えている。また，表－４に

自然換気口の条件を示す。表中の No.は，図－３中

(c)(d)の番号に対応する。 

換気回路網解析では，外気温が 20℃以上 28℃以下，

かつ外気の比エンタルピーが室内の比エンタルピー以

下のとき，自然換気口を開ける条件とした。自然換気

口等の回路網に関する条件は次章に記載する。 

解析には，熱回路網解析ソフトである TRNSYS に換

気回路網解析モジュール TRNFlow
18)を組込み利用した。 

解析ケースは，自然換気を考慮しない場合(自然換

気なし :Case1)，および建物単体で立地している場合 

(単独立地:Case2) と街区内に立地している場合 (街区

内立地:Case3) とした。気象データは，東京の標準気象

データ 6)を用い，日射量の直散分離，斜面日射量計算

共に Perez モデルによった 6)注 4)。 

3.3.2  熱・換気回路網解析の結果 

図－９に，換気回路網解析により得られた，自然換

気に適した中間期(5 月)の 1 ヶ月間の建物全体の平均換

気回数を示す。単体立地では月間平均 0.51 回/h である

のに対し，街区内立地では 0.22 回/h 程度に留まり，2

倍以上の差となった。また，図－１０に，階別の屋外

からの外気流入量と屋外への流出量を示す。単体立地

では，屋上搭屋(PH)以外の各階で，流入と流出の両方

が発生しており，高層階でも時間帯によってはある程

度の外気取入が期待できるが，街区内立地の場合，9

階以上は流出のみとなっており，温度差換気が支配的

であり，風圧換気による効果は小さいことがわかる。

以上から，自然換気は，周辺建物の影響を反映した解

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表－３ 各室の空調条件 
Table 3 Air conditioning settings 

空調対象室 1F エントランスホール，2～11F 事務室， 

2～11F エレベータホール 

空調条件 

 

室温 22℃以下で暖房 

室温 28℃以上で冷房 

空調対象室の 

設定温湿度 

温度：22℃以上，28℃以下 

湿度：40%以上，60%以下 

空調時間帯 平日の 8 時～20 時 

特別休日 15 日/年 

自然換気口の開条件 外気 20℃以上，28℃以下かつ 

外気エンタルピー＜室内エンタルピー 

 

表－４ 自然換気口リストと流量係数 16, 17)注 3) 

Table4 Natural ventilation openings and discharge coefficient 

No 
 

名称 流量係数 

[-] 

設置高さ 

(下端) 

幅[m]× 

高さ[m] 

① ｽﾘｯﾄ型自然換気口(防虫網付) 0.4 FL+800 14×0.1 

② ｽﾘｯﾄ型自然換気口(防虫網付) 0.4 FL+800 4.8×0.1 

③ ｽﾘｯﾄ型自然換気口(防虫網付) 0.4 FL+2800 4.8×0.1 

④ 欄間ガラリ(開口率 35%) 0.6 FL+2000 1.8×0.3 

⑤ ガラリ(開口率 35%) 0.6 FL+0 0.9×2.0 

その他 PH 自然換気窓(北面, 45°開) 0.42 FL+600 2.4×1.2 

その他 階段室竪穴 0.23 - 6.2×3.5 

 
 

 
 (a) 単体立地 (b) 街区内立地 

 (a)stand-alone (b)location in surroundings 

図－６ 風速比分布の例(風向:南)注 2) 

Fig.6 Distribution of wind speed ratio(Wind direction:Southern) 

 

 
 風向:西 風向:南 風向:西 風向:南 

(a) 単体立地            (b) 街区内立地 

 (a)stand-alone (b)location in surroundings 

図－７ 風圧係数分布の例注 2) 

Fig.7 Example wind pressure coefficient  

 

表－２ 躯体の熱貫流率 
Table 2 Over-all coefficient of 

heat-transfer 

部位 熱貫流率 

[W/m2･K]] 

外壁 0.90 

屋根 0.80 

ピロティ床 0.98 

内壁 2.20 

内床 2.17 

 

 
図－８ 内部負荷ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

Fig.8 Internal heat load schedules 
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析を利用して計画する必要があることが分かる。 

3.3.3  解析結果 

図－１１に自然換気による月別の平均換気回数を示

す。5 月以外でも，外気条件が自然換気に適している

中間期の 6 月，9 月，10 月で，Case3(街区内立地)の方

が，Case2(単体立地)に比べて半分程度の小さな値とな

っている。図－１２に月別の冷房熱負荷を示す。自然

換気を行わない Case1 に比べ，自然換気を行う Case2，

3 ではいずれも通年で熱負荷が小さくなる。特に中間

期でその熱負荷削減効果が大きい。しかし，図－１１

に示した自然換気量の差の結果，Case2 に比べ Case3 の

負荷削減効果は小さくなっており，周辺建物を考慮し

ない場合に，その効果を過大評価する可能性があるこ

とが分かる。 

また，図－１３に，図－１０で示した 5 月の階別の

自然換気量に対応させ，5 月の階別の平均顕熱負荷を

示す。Case3(街区内立地)では，Case2(単体立地)よりも

高層階で自然換気量が小さくなっていたことにより，

熱負荷削減効果も小さくなった。また，Case1 の自然

換気なしの場合，階による負荷の違いが小さいことか

ら，低層階で Case2，Case3 との差が大きくなった。 

 

3.4  エネルギー解析 

3.4.1  検討概要 

図－１４に対象システム，表－５に解析ケース，表

－６に算定与条件を示す。検討は冷凍機と温水ボイラ

で構成されるシステムを対象に，使用する空調負荷の

値を変化させ，年間 1 次エネルギー消費量を比較した。

リファレンスは全ての負荷に標準負荷原単位 4)を使用

した場合，Case1 は自然換気を行わない場合，Case2 は

自然換気を導入し，空調負荷に建物周辺の気流解析結

果を反映した建物の年間空調負荷解析結果を使用し，

かつ，周辺街区がない場合，Case3 は自然換気を導入

し，空調負荷に建物周辺の気流解析結果を反映した建

物の年間空調負荷解析結果を使用するが，周辺街区が

ある場合とした。図－１５，１６にエネルギー解析に

用いる年間空調負荷（冷房，暖房）を示す。冷房，暖

房ともにリファレンスと年間空調負荷解析を行った結

果とに大きな差がみられた。 

3.4.2  検討結果 

 図－１７に解析結果を示す。リファレンスと Case1

の結果より，今回の試算ではエネルギー解析に建物の

空調負荷解析結果を反映することで，建物の空調年間

1 次エネルギー消費量に 67.0%差が生じる結果となった。

これは，検討対象とする建物固有の空調条件，内部発

熱，外皮性能等を考慮する必要があるということを示

している。また，Case2 と Case3 の結果より，自然換気
 

 
図－９ 建物全体   (a) 単体立地   (b) 街区内立地 

換気回数  

 図－１０ 階別流出入量 

 

 
図－１１ 自然換気による月別平均換気回数 

Fig.11 Average of air change rate by natural ventilation  

in each month 
 

 
図－１２ 月別冷房熱負荷 

Fig.12 Cooling load in each month 
 

 
図－１３ 5 月の階別平均顕熱負荷 

Fig.13 Average of sensible heat load in May 

 
 

 

Fig.9 Air change rate 

 of the entire building Fig.10Airflow of each floor 

 (a)stand-alone  (b)location in city block 
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を行う場合，今回の試算では周辺街区の有無で建物の

空調年間 1 次エネルギー消費量に 6.3%の差が生じる結

果となった。これは，建物周辺の気流に応じた空調負

荷がエネルギー解析に反映されたためである。 

  

4.  まとめ 

建物周辺の気流解析および空調負荷解析により算出

した対象建物の空調負荷を用いて，建築のエネルギー

解析までを行えるシステムを開発し，それによるケー

ススタディを行った例を紹介した。 

これにより，建物周辺の気流解析および建物の年間

空調負荷解析の結果をエネルギー解析に反映すること

で評価結果に差がでることを確認した。今後は，各種

対策のエネルギー消費量削減効果を定量的に把握し，

設計に活かせる汎用的，かつ定量的な知見を得る予定

である。 

 

【注釈】 

1) RANS モデルである k-εモデルによる建物周辺流れ場の数

値予測には，衝突・剥離等を含む複雑な乱流場の予測にモ

デルの欠点があり，建物風圧分布も，風上面での過大評価

等の問題が指摘されている 8)。しかし，本研究では，シス

テム開発とその実務応用を目的としており，現時点では，

既往研究 8-11)等を参考に，差分スキームの選定や街区の再

現範囲を決定し，図－６，７等で妥当性を確認した上で，

RANS モデルを利用することとした。 

2) 風圧係数は，建物代表高さの速度圧で基準化することが一

般的だが，ここでは，代表高さ 100m，代表風速 10m/s を基

準に計算した。風速比分布も同様とした。 

3) 流量係数も外部風向等により変化することが指摘されてお

り，その変化を考慮するモデル 19)も提案されているが，こ

こでは，風向によらず一定値とした。 

4) 風環境同様，日射環境も，周辺建物の影響を強く受ける要

素であり，周辺市街地の日射解析の結果から斜面日射量を

与えることも考えられるが，ここでは，屋外の気流解析の

結果を反映することによる結果の差異を検討することを目

的としているため，日射量は標準気象データから同一のも

のを与えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１４ 対象システム 
Fig.14 Target system 

表－５ 解析ケース 
Table 5 Calculation cases 

 

 

 

 

 

表－６ 算定与条件（機器性能，1 次エネルギー原単位） 

Table 6 Given condition for calculation (Equipment performance, 

Primary energy consumption per unit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１５ 年間空調負荷（冷房） 
Fig.15 Annual cooling load 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１６ 年間空調負荷（暖房） 
Fig.16 Annual heating load 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１７ シミュレーション結果 
Fig.17 Results of the simulation 

 

単位

[-]

[%(HHV)]

[MJ/kWh]

*冷凍機COP、温水ボイラエネルギー利用効率はカタログ値による。

商用電力1次エネルギー換算値

値

4

79.6

9.7620）

項目

冷凍機COP

温水ボイラエネルギー利用効率

リファレンス Case1 Case2 Case3

空調負荷使用データ 標準負荷原単位4）

自然換気の有無 なし なし あり あり

建物周辺の
気流解析結果の反映

なし なし
あり

（街区なし）
あり

（街区あり）

*電力負荷（空調以外）および給湯負荷は全てのケースで標準負荷原単位4)を使用した。

建物の空調負荷解析結果

冷却塔

商用電力

空調負荷

冷凍機 冷房負荷
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給湯ポンプ

温水1次ポンプ

温水2次ポンプ

冷水2次ポンプ

冷水1次ポンプ

冷却水ポンプ

【凡例】　　　　　　電力　　　　　　都市ガス　　　　　　冷温水　　　　　　吹出し空気
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