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温暖化ダウンスケーリング技術の 
建築・都市環境問題への活用 

に関する研究	 

2016年	 日本建築学会賞（論文）受賞業績紹介	 
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論文構成	 

1章  はじめに（研究背景と目的） 

2章  都市温熱・気流環境予測のための 
 ダウンスケーリング技術の開発と応用 

3章  街区・建物周辺温熱・気流環境予測のための 
 ダウンスケーリング技術の開発と応用	  

4章  LES（Large-Eddy Simulation）モデルの開発 

5章  空調システムシミュレーションとの連成技術 
 の開発と応用 

6章  まとめ 
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研究目的（1章）	 

建築・都市環境工学分野で取り扱う様々な温熱・気流環境問題への活用が 
可能となる、世界的にも類を見ない温暖化ダウンスケーリング技術の開発	 	 
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都市温熱環境の将来予測（2章）	 

温暖化ダウンスケーリング技術による 
名古屋都市圏の夏季温熱環境の将来予測 

8月1ヶ月全時間平均気温分布（地上2m） 

将来の全球気候変化シナリオ（温室効果ガス排出シナリオ： 
IPCC SRES A2シナリオ）に基づく将来予測	 

2030年代8月	 2050年代8月	 2070年代8月	 2090年代8月	 

名古屋 名古屋 名古屋 名古屋 

伊勢湾 伊勢湾 伊勢湾 伊勢湾 三河湾 三河湾 三河湾 三河湾 

[℃] [℃] [℃] [℃] 
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減災・防災型シナリオの構築①（2章）	 
混合林	 都市	 湿った農耕地

と放牧地	 
水域	 草原	 農耕地 

と草原	 

津波被害軽減型	 強震被害軽減型	 液状化被害軽減型	 

名古屋	 

岐阜	 

豊橋	 

四日市	 

伊勢湾	 三河湾	 

名古屋	 

岐阜	 

豊橋	 

四日市	 

伊勢湾	 三河湾	 

名古屋	 

岐阜	 

豊橋	 

四日市	 

伊勢湾	 三河湾	 

南海トラフ巨大地震発生に伴う津波・強震・液状化それぞれ 
の被害軽減を目指した都市形態シナリオを新たに構築	 	 
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減災・防災型シナリオの構築②（2章）	 

津波被害軽減型	 強震被害軽減型	 液状化被害軽減型	 

名古屋	 

岐阜	 

豊橋	 

四日市	 

伊勢湾	 三河湾	 

名古屋	 

岐阜	 

豊橋	 

四日市	 

伊勢湾	 三河湾	 

名古屋	 

岐阜	 

豊橋	 

四日市	 

伊勢湾	 三河湾	 

将来の全球気候変化シナリオ・土地利用変化シナリオ 
・都市形態変化シナリオに基づく将来予測	 

現状土地利用ケースとの気温差分布 
（2050年代8月18時（1ヶ月平均値）・地上2m） 
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空間詳細なダウンスケーリング①（3章）	 
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＋ 

都市温熱・気流環境 
シミュレーション 
の出力結果 

微細な変動成分 
を別途に生成 

街区・建物周辺温熱・気流 
環境シミュレーション 
のための流入変動風 

建物群 

解像度が大きく異なるため 
直接ダウンスケーリング 
することはできない 都市スケール 

格子解像度：1〜数km	 
街区・建物周辺スケール 
格子解像度：数m	 

微細な変動成分をいかに 
適切に再現できるかが 
シミュレーション成否の 

大きなポイント	 



空間詳細なダウンスケーリング②（3章）	 
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Reynolds Cholesky  

Reynolds 	 	  
 

1   
 RS decomposition with random number 

2  Karman 3
 

 RS decomposition with Lee’s method 

3  
RS decomposition with digital filter 

ターゲットとする乱流統計量を満足 
するように流入変動風を人工的に生成 

＋ 

都市温熱・気流環境 
シミュレーション 
の出力結果 

微細な変動成分 
を別途に生成 

街区・建物周辺温熱・気流 
環境シミュレーション 
のための流入変動風 

建物群 
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鉛直方向の風の道の導入効果（3章）	 
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平均建物高さ [m]	 

風の道の導入領域	 風下領域	 

冷涼で新鮮な風 徐々に暖まり汚染

風下領域風の道の導入領域

鉛直方向の移流・乱流拡散

環境悪化の懸念

約0.3℃低下	 
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黒：建物高さの標準偏差0m 
黄：建物高さの標準偏差8.2m 
白：建物高さの標準偏差16.3m 

黒：風の道の導入領域の 
　　建物高さの標準偏差0m 
黄：風の道の導入領域の 
　　建物高さの標準偏差8.2m 
白：風の道の導入領域の 
　　建物高さの標準偏差16.3m 

鉛直方向の風の道のイメージ	 

建物高さのばらつきに伴う鉛直方向 
の移流や乱流拡散を利用した風の道	  
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●：実験   ○：Sモデル   △：ハイブリッドモデル 

LESモデルの開発（4章）	 
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●：実験   ○：Sモデル   △：DSモデル   □：LDSモデル 

0	 0.5	 0	 0.5	 

wind	 wind	 

複雑地形上気流解析（LES解析）における 
各種subgrid-scaleモデルの性能比較 
主流方向平均風速の鉛直分布 

S：標準Smagorinsky　DS：dynamic Smagorinsky　LDS：Lagrangian dynamic Smagorinsky  

標準Smagorinskyモデルとdynamic Smagorinskyモデル 
を組み合わせたハイブリッドモデルの提案や 
混合時間スケールモデルの改良型の提案	 	 
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空調シミュレーションとの連成（5章）	 

IU HEX IU

CFD

25 27

ON
(Cooling)

OFF
(Fan)

(1)(2)

Reference point temperature (°C)

(1)

(2)

(2) Fan mode

Forced control

ON-OFF control
(1) Cooling mode :

(2) Fan mode :

Supply air temperature = 16 °C

Supply air temperature =
Air temperature at the suction
opening + 0.5 °C

Reference point

HVAC system simulation
Supply air temp. 

and humidity

(1) Cooling mode

空調設計段階および空調運用段階への適用を意図した 
室内温熱・気流環境シミュレーションと 

空調システムシミュレーションの連成解析手法の開発	 
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まとめ（6章）	 
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温暖化ダウンスケーリング技術の建築・都市環境
問題への活用に関する研究 

①  地球スケールから大陸・国スケール、都市スケール、街
区・建物周辺スケールまでの幅広い空間スケールに跨が
る温暖化ダウンスケーリング技術を開発したこと	  

②  建築・都市環境工学分野のみならず建築構造工学分野も
含め、建築・都市工学分野で初めて、適切と考えられる
将来シナリオに基づいて都市温熱・気流環境の将来予測
に取り組んだこと 

③  温熱・気流環境と減災・防災の両面の定量的な評価に基
づく都市計画の検討、という新機軸を打ち出したこと	 

の3つが本研究の中で特に新規性、独創性が高い研究成果	  
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