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1.  はじめに 
 

大規模再開発など街区の面的な計画を行う際に，屋

内のみならず，屋外の歩行者にとっても快適な空間を

計画することが，計画された街区の魅力を増すために

も重要である。数値シミュレーションによる屋外の快

適性の予測は，従来夏の日中など限られた時刻のみの

解析が試みられることが多かったが，設計による環境

改善効果が年間のどれくらいの時間帯に及ぶのかを定

量的に把握することが重要と考えられる。日射・照り

返しの時間変化を解析することにより，木陰の移り変

わりによる体感温度の変化や建物壁面の照り返しが建

物の空調負荷や太陽電池の発電量に与える影響を解析

することができる。 

また，建物の熱負荷に伴う空調用エネルギー消費量

や，敷地内の太陽電池の発電量は，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

値と近傍の気象官署で観測されたデータが異なるのが

普通であり，気象官署の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

が考えられる。 

筆者らは建物の省エネに加え，周辺環境の対策やエ

ネルギーの対策を含めた CO2 排出量の少なく快適な低

炭素街区を提案可能にするための解析システムを構築

してきた 1)～3)。本報では，街区の風・日射の効果と建

物内の空調負荷との間の複雑な相互作用および体感温

度の局地的な空間分布を対象として，年間を通じた検

討を可能とするシステムとして構築した低炭素街区シ

ミュレータ®について報告する。さらに，街区解析のケ

ーススタディとして，単純な形状の架空の街区および

横浜市内の実建物・敷地を対象とした建築計画と外構

計画の年間環境評価を行った結果を示す。 

 

2.  システムの概要 
 
2.1  全体構成 
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・気流解析を行い，建物外皮に与えられ

る日射の受熱量・風圧について，1 時間おきに年間を

通した解析を行う。その後，建物の熱負荷解析・建物

内の換気・通風の計算・太陽光発電を含むエネルギー

解析を行い，年間の消費エネルギーの算出を行う（図-

１）。 

2.2  日射解析 
建物・地表面の外皮に与えられる日射の受熱量につい＊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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図-1 システム全体の構成 

Fig.1  System configuration 
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て，１時間毎に年間 8760 回の放射解析を行う。解析手

法は，複雑形状の解析対象でも短波放射（日射）・長波

放射それぞれについて、隣接する建物間の相互反射の

影響を解析できる利点から，Cohen et al. (1988) 4) によ

るラジオシティ法を採用した。本手法は，屋外建築環

境の分野では，浦野ほか(1993)5)により導入され，そ

の後，西岡ほか(1999) 6)，浦野ほか(2001)7)，大黒ほか 

(2005)8),(2009)9)などに利用されている。 
長波放射は，各放射解析ポリゴンについて，固体内

部の熱伝導および固体表面の熱収支を鉛直 1 次元の解

析との連成を行い，表面温度を求めて解析した。なお，

解析の際に用いる屋外空間の気温・湿度は毎時の標準

気象データの値を空間について一様と仮定して用い，

風速は気流解析の結果を用いた。 

2.3  気流解析 
計算機能力の向上に伴い，実際の建設プロジェクト

でビル風など風環境解析を行う際には，16 風向で計算

されることが一般的となっている。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する形

で整備し，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。各風向につい

て，上空風が単位風速であった場合の街区内の風速分

布を無次元化して Realizable k-εモデル 10)により解析

する。その結果と標準気象データの年間の 1 時間毎の

風向・風速データを組み合わせることにより，街区内

の年間の風速分布を求めた。建物外表面の風圧係数と

地表付近の風速比は，高さ 100m，風速 10m/s を基準に

算出した。外構評価時の風速分布は，風速比分布と標

準気象データの風向・風速を基に各時刻の値を計算し

た。 

2.4  建物の年間空調負荷解析とエネルギー解析 
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 時間毎のエネルギー収支を 1 年間解析する手法

がある。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。 
2.5  植栽の効果 

気流解析での植栽の効果は，樹木の流体力学的抵抗

および乱れの増大の効果を吉田ほか(2000)11)により考

慮した。放射解析も吉田ほか(2000)11)に基づき，長

波・短波共に放射束が樹冠に入射した場合，葉面積密

度と通過距離を指数関数で考慮した割合で減衰させた。 

樹木の形状は四角錘を２つ組み合わせた樹冠で構成

され樹冠が中空に浮いている状態を仮定した。樹木表

面と各壁面の形態係数を算出し，他の面同様に放射計

算を行った。 
 
3.  解析条件 

 
街区解析のケーススタディとして，図-2 に示す横浜

市内の実建物・敷地を対象とした建築計画と外構計画

の年間環境評価を行った。なお，建築計画は図-2 (1)の

「A 棟」，外構計画は「中庭」について評価した。標準気

象データは横浜の標準年の拡張アメダス気象データを

用いた。 

3.1  解析ケース 
屋外の気流解析，日射解析，樹木の考慮の有無によ

って表-１に示す 4 つのケースを解析した。Case1 が最

も簡易な解析であり，A 棟の熱負荷とエネルギー，及

び太陽光発電量の解析に，日射量は標準気象データよ

り与え，風圧係数は周辺の街区や地形を考慮しない

CFD より与えた。Case4 で設定した植栽の詳細は図－3

に示すが，高さ 6～10 m 程度の落葉樹が 8 本，6～12 m

の常緑樹 6 本，3 m の常緑樹が 5 本あり，北側には高

表-1 解析ケース(○：実施, ×：無し) 

Table 1  Simulation cases (○：Simulated, ×: Non) 
 

  Case1 Case2 Case3 Case4 
街区・地形を含む CFD 解析 × ○ ○ ○ 

屋外日射解析 × × ○ ○ 
中庭の樹木(図-3) × × × ○ 

 

備考： 

街区地形を含む CFD解析×： 

周辺街区・地形がない CFD解析結果を使用 

屋外日射解析×： 

日射解析を実施せず、標準気象データの日射量を使用 

 
表-2 計算条件 

Table 2  Simulation conditions 
 

計算メッシュ 多面体(ﾎﾟﾘﾍﾄﾞﾗﾙ)ﾒｯｼｭ、約 356 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・側面境界条件 lip 壁 
流入境界条件 6) 
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Us：基準風速、zs：基準高さ、z：高

さ、 
zg：上空風高度、α=0.27、Cμ=0.09 

流出境界条件 勾配なし 
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さ 1 m の植え込みを設定した。 

 

3.2  CFD 解析 
図-2 に示す半径 180m の円内の地形と建物を約 356

万メッシュでモデル化し，表-2 の条件により 16 風向

で気流解析を行った。 

3.3  日射解析 
図-2 に示す敷地内を対象に建物・地表の固体表面を

8,228 ポリゴンに分割して年間解析を行った。表-3 に

解析対象の各表面の物理特性を示す。太陽光発電パネ

ルの日影による熱負荷への影響は全てのケースで考慮

しているが，Case1 では，パネル設置範囲の下部にパ

ネル同等の面積の日影ができるという簡易な取り扱い

としている。 

 

3.4  年間空調負荷解析とエネルギー解析 (Case1～3) 

図-4 に解析対象の A 棟のゾーニング図，表-4, 5 に主

な部材の物性値と各室の空調条件を示す。設定した部

材は，北西面はダブルスキン，南東面は二重窓，その

他は FL6mm，4 階のゾーン 36，46，47 の上部はトッ

プライトである。空調運転や内部発熱は，A 棟の実績

値からゾーン毎に設定した。空調設備条件は，会議室

は個別熱源系統，その他の室は中央熱源系統とした。  
空調設備条件は，会議室は個別熱源系統，その他の

室は中央熱源系統とした。個別熱源はパッケージエア

コン，中央熱源として，冷熱源はインバータスクリュ

ーチラー(563kW)＋ブラインチラー(140kW)＋氷蓄熱槽

(40m3)，温熱源は灯油焚温水ボイラーを計画した。表-6

敷地概要 

 所在地 ：横浜市内 

 敷地面積：約 35,000 ㎡ 

 建物用途：研究所 

 

A 棟概要 

 建築面積：約 2,450 ㎡ 

 延床面積：約 6,400 ㎡ 

 構造：RC 造(一部 S 造) 

(1) 解析領域全体 

(1) View of anasysis region 
 

(2) 南西方向からの立面 

(2) Plan of south west direction 
 

図-2 解析領域 

Fig. 2  Analysis regeion 
 

図-3 中庭詳細図 

    Fig. 3  Detail plan of courtyard 
図-4 A棟詳細図 (ゾーニング)  

Fig. 4  Building-A detail plan (zoning) 
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表-3 外表面の物理特性 

Table 3  Physical properties of surface materials 
 

 日射反射率 長波放射率 蒸発効率 
建物表面 0.30 0.90 0.00 

アスファルト 0.20 0.90 0.00 
植込み 0.20 0.95 0.05 

 
 

表-4 建物の主な物性値 

Table 4  Physical properties of building materials 
 

部位 熱貫流率[W/m2･K] 日射熱取得率[-] 

外壁 0.90 － 
屋根 0.80 － 
ダブルスキン 2.8 0.27 
二重窓 1.0 0.49 
FL6mm 5.9 0.84 

 

表-5 各室の空調条件 

Table 5  HVAC conditions of each room 
 

空調条件 
 

室温 20℃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：20℃以上、28℃以下 
湿度：40%以上、60%以下 

自然換気口の 
開条件 

外気 20℃以上、28℃以下 
外気エンタルピー＜室内エンタルピー 

 
表-6 太陽光発電設備条件 

Table 6  PV facility conditions 
 

 総定格出力 総面積 発電効率 傾斜角 方位角 
単結晶系 29.4 kW 175 m2 16.0 % 5° 45° 
化合物系 7.8 kW 66 m2 11.2 % 10° 45° 

 
表-7 熱負荷と空調用エネルギー量の集計結果 

Table 7  Total of heat load and HVAC energy 
 

 熱負荷[GJ/年] エネルギー消費量[GJ/年] 太陽光発電量 
 冷房 暖房 合計 熱源 その他 合計 [GJ/年] 

Case1 437 623 1,060 1,076 672 1,748 470 
Case2 463 620 1,083 1,093 692 1,785 470 
Case3 387 668 1,056 1,109 681 1,789 363 

 

図-6 日射解析結果 5月 28日 15時の日射受熱量 

Fig.6  Solar radiation simulation output, Surface radiation  
absorption of 3PM May 28th  

図-5 気流解析結果 地上 1.5 m 5月 28日 15時 

Fig.5  Wind flow simulation output, 1.5m AGL, 3PM May 28th 
 

中庭 

太陽光パネル A 棟 

に A 棟屋上の太陽光発電設備の条件を示す。 
 
3.5  体感温度解析 
CFD 解析・日射解析の結果に基づき，図-2 に示す敷地

内の中庭の地上 1.5 m に設定した約 1,850 m2の仮想水

平面を 152 ポリゴンに分割し，各ポリゴンの中心につ

いて気流解析結果による風速と放射解析による平均放

射温度，標準気象データの気温・湿度に基づき SET*を

解析した。代謝率は年間 1.2Met，着衣量は夏期 0.5・

中間期 1.0・冬期 1.5clo，静止状態で 60 分曝露とした。 

 

4.  解析結果 
4.1  気流・日射解析 
図-5, 6 に 5 月 28 日 15 時の中庭および A 棟周辺の

気流・日射解析結果を示す。日射解析では，建物の

影・照り返しの影響が再現されている。例に示した時

刻には，A 棟屋上の太陽光パネルでは，東側の建物壁

面の照り返しの影響を受け，黒線の楕円で示したパネ

ルの一部は他より日射量が多い結果が示された。 

4.2  年間空調負荷解析とエネルギー解析 
表-7 に，年間の熱負荷と空調用エネルギー量を示す。

エ ネ ル ギ ー 消 費 量 及 び 発 電 量 ( 商 用 電 力 換

算:9.76MJ/kWh)は，全て高位発熱量基準の一次エネル

ギー換算値である。 

Case2 は，建物周辺の状況を考慮したため，Case1 よ

りも風圧による自然換気量が減少し(図 3(1))，熱負荷が

大きくなる。Case3 は，自己や周辺建物の日影により，

冷房負荷は小さく，暖房負荷は大きくなる。その結果，

熱負荷は Case2，エネルギー消費量は Case3 が最大とな

る。最大となるケースが異なるのは，エネルギー解析 
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(1) 自然換気量(月別平均値) 

    Natural ventilation rate (maonthly mean) 
 

 

(2) 熱負荷(Case3)  
   HVAC Load (Case3) 

 

 

図-8 発電量・空調用エネルギー計算結果 

Fig. 8  Results power generation and HVAC energy simulation 
 

(1) 太陽光発電量 

        PV power generation 
 

(2) エネルギー消費量 (Case3)  
    Energy consumption of case3 
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図-7 熱・換気回路網計算結果 

Fig. 7  Results of heat/Ventilation  network simulation 
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図-9 中庭の SET*分布 [℃] (地上 1.5m) 7 月 28 日の 9,12,15 時および 1 月 12 日の 15 時  

                            (左：植栽無 、右：植栽有) 

Fig. 9  SET* distribution of the courtyard [℃] (1.5m AGL), 9AM, Noon, 3PM of July 28th, and 3PM of January 12th  
                                                        (Left: Vegitation, Right: Non-Vegitation) 
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で，各機器の特性が加味されているためである。太陽 
光発電量は，周辺の状況を考慮すると，基本的には小

さくなる(図-8(1))が，図-6 のように一時的に増加する

時間帯もあった。 

Case2 は，建物周辺の状況を考慮したため，Case1 よ

りも風圧による自然換気量が減少し(図 3(1))，熱負荷が

大きくなる。Case3 は，自己や周辺建物の日影により，

冷房負荷は小さく，暖房負荷は大きくなる。その結果，

熱負荷は Case2，エネルギー消費量は Case3 が最大とな

る。最大となるケースが異なるのは，エネルギー解析

で，各機器の特性が加味されているためである。太陽

光発電量は，周辺の状況を考慮すると，基本的には小

さくなる(図-8(1))が，図-6 のように一時的に増加する

時間帯もあった。 

4.3  体感温度解析 
図-9に中庭の地上1.5 m高さのSET*分布を示す。樹木

を配置することで，夏期の午前中には，北西側建物か

らの照り返しを抑制し，日中には，SET*の増加が抑え

られている。また，南東側は落葉樹とし，冬期に日射

を遮らない計画としているため，樹木が無い場合と比

べて，冬期のSET*の低下が比較的少ない。 

毎日の正午の中庭のSET*の空間分布を領域平均し，

年間の変化を求めた結果が図-10である。植栽無に比べ

て植栽有のSET*が数度程度低くなっている。 

暑い時間帯を対象とした植栽の有無によるSET*の比

較を行うため，年間の解析結果を対象に，植栽無の

SET*領域平均値が37℃以上の時刻のデータを抽出し

た。5月が2時間，6月が1時間，7月が60時間，8月が70

時間，9月が26時間の合計159時間であり，8時から14時

の日中の時間帯となった。図-11は，抽出時刻のデータ

を対象に，植栽の有無の両ケースについて頻度分布を

面積割合で算出した結果である。抽出された時間帯で

のSET*の領域平均値は植栽無が約38℃の一方，植栽有

では約36℃となる。このため，植栽による体感温度低

減効果として，約2℃の差が示された。 

4.4  解析結果の可視化 
 3 次元 CG 技術と解析結果を融合することにより，効

図-12 気流分布の予測例 

                (上空風が北風：中間期・冬期の卓越風向) 

Fig. 12  Simulation image of wind distribution (Upper wind 
direction is north; prevailing wind direction except 

summer) 

図-11 面積割合で示したSET*の頻度分布 

（植栽無の領域平均値が37℃以上の時刻） 

Fig.11  Frequency Distribution of SET* area ratio 
(More than or equal to 37℃ timezone of regional mean of 

non-vegetation SET*) 

図-10 正午のSET*の領域平均の年間変化 

Fig.10  Annual fluctuation of noon SET* Regional Mean 

図-13 植栽による SET*低減効果の予測例 
       (7月28日9時 左:植栽有、右：植栽無) 

Fig. 13  Simulation image of vegitaion SET* decreasing 
effect (9AM of July 28th, Left: Vegitation, Right 

No-Vegitation) 
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果的なプレゼンテーションによる設計支援が可能であ

る。図-12, 13 にプレゼンテーション用に作成した気

流，SET*の画像の例を示す。 

 

5.  まとめ 
 
本システムにより，現実的な街区形状を対象とした

年間の体感温度の予測が可能になった。木陰の移り変

わりによる体感温度の変化や建物壁面の照り返しが屋

外の歩行者の快適性や太陽電池の発電量に与える影響

が解析できる。また本システムを建物の熱負荷・エネ

ルギーシミュレーションと連成することにより，建物

の空調消費エネルギーの評価に与える街区計画の効果

を解析することも可能である。今後は，本システムの

さらなる性能向上を行うと共に，様々なプロジェクト

に適用して街区の低炭素化に寄与していく予定であ

る。 
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