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研究背景


都市気候 (urban climate)
都市域に形成される特有の気候
ヒートアイランド現象（Urban Heat Island, HI）
 都市の気温が周辺郊外部に比べ高くなる
 ヒートアイランド対策大綱(H.16)以降、HI対策は行政の施策に直接反映されつつある
 都市気候研究が建築、都市計画関係者や社会一般への啓蒙的役割を担っていた時代

から、都市気候やHI緩和策の予測評価が強く社会から要請される時代へ


当該領域の研究状況
建築学に加え、気象学、地理学、水工学、水文学、農業気象、流体力学など多く

の分野に跨がる学際領域
コンピューターの普及と性能向上により、街区・メソスケールに対応した高解像度数値
予測が可能に
都市条件に応じた適切なモデルパラメータの蓄積, サブモデルモデルの高精度化が求
められる
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本研究の概要




Aim: 都市のみどりや種々の都市のデザイン要素が都市気候に与える
影響のメカニズム解明と予測精度向上
Methods: 3つの異なるスケールでの観測


Output:

都市canopyの運動量,熱,
物質輸送及び都市の緑の
熱的効果に関する包括的
データベース構築



Application:
数値解析による定量化

都市風通しと都市形状の関係
ヒートアイランド現象に対する都
市条件の要因効果
街路樹の暑熱緩和効果におけ
る街路樹配置の影響
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風洞模型実験-1


高さ不均一の直方体模型群の周辺気詳細な流れ場の計測
2種類の高さの異なる直方体を交互に配置, 計8配列
スプリットフィルムプローブによる主流方向速度成分の計測, 各ケース470～2444点
粗度高さのバラツキにより、従来から知られてきた均一ブロックの規則配列の流れ場

とは大きく異なる流れ場が現れる事を明らかにした

 萩島, 片山, 谷本, 森竹, 江副, 高さの異なる直方体模型群の周辺気流特性に関する風洞実験, 日本建築学会計画系論文集
538, 15-21, 2000.
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風洞模型実験-2


都市の建物群による流体力学的影響をバルクで把握する事を目的とした
様々な幾何形状の模型群の抗力測定
水槽に浮かべたフロートを風洞床面の切り欠きに設置し,歪みセンサで横力計測
測定結果から、抗力係数 Cd, 対数則パラメータ(粗度長zo, ゼロ面変位d)を同定
都市の幾何形状（配列条件、模型密度、高さバラツキ、模型の風向に対する角度の

ランダム性、模型形状のスレンダーさや複雑さ）の影響を系統的に明らかにした

 A. Hagishima, J. Tanimoto, K. Nagayama, S. Meno, Aerodynamic
parameters of regular arrays of rectangular blocks with various
geometries, Boundary-Layer Meteorol 132, 315-337, 2009.
 Zaki S.A., N. IKkegaya, A. Hagishima, J. Tanimoto, Aerodynamic
parameters of urban building arrays with random geometry,
Boundary-Layer Meteorol 138, 99-120, 2011.
 萩島, 谷本, 山口, 菊池, 粗度要素の形状が床面抗力に及ぼす影響に
関する風洞実験響に関する風洞実験, 日本建築学会環境系論文集
76 (663), 485-492, 2011.
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風洞模型実験-3


様々な建蔽率条件におけるブロック粗度群の模型壁面風圧の測定
都市表面に作用する抗力
 =形状抵抗(建物群の壁面に作用する風圧による力)+都市表面摩擦抵抗

都市の表面抗力においては形状抵抗が支配的
ゆえに、模型群へ作用する抗力の観測値を都市に立地する建物の壁面風圧の情報

に読み替え可能
壁面風圧を風圧係数として整理, 市街地に位置する建物の自然通風ポテンシャルが
建物密度の指標としての粗度面積密度に対し指数関数で減衰する事を示した
 Zaki S.A., A. Hagishima, J. Tanimoto, Experimental study of windinduced ventilation in urban building of cube arrays with various
layouts, J Wind Eng & Industr Aerodyn 103,31-40, 2012.
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様々な幾何形状のブロック粗
度群の床面バルク係数 CE の
計測
E
CE =

salinometer

ρ airU ref (X surf − X air )

sampling

Side view
∆t=120min, 2m/s
FLOW

Wind speed Uref

Same configuration

(Pitot-static tube)

Air temperature
(thermistor)

Surface temperature
(thermistor)

1L

 塩分法による蒸発フラックス測

Dew point
temperature

Fetch (130L)

実験の模式図
S 5

S 5

S 5s

6.0

6.0

高さ均一

千鳥配列
5.0

整形配列

CE×10

5.0

4.0

4.0

高さ不均一
3.0

3.0

 萩島, 谷本, 末永, 池谷, 前田, 成田, 直方体粗
度群の床面バルクスカラー係数に関する風洞
模型実験, 日本建築学会環境系論文集 73
(632), 1225-1231, 2008.

(cooled mirror dew-point hygrometer)

NaCl 3%

CE×10-3

定
 均一なブロック粗度の床面バル
ク係数は、模型高さの違いによ
らず整形配列と千鳥配列のそれ
ぞれが粗度立面積密度lfによっ
て一定の関係で表現可
 低建蔽率の場合は均一高さの
バルク係数は高さバラツキのある
場合に比べ大きく、高建蔽率で
は逆に均一高さの方が不均一
高さ粗度群に比べバルク係数は
小さくなる
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準実大都市模型実験サイトCOSMOにおける観測-1


キャノピー層内気流・温度場の非定常変動計測
 小型,安価で応答性が高い細線熱電対を利用, 223点で

 萩島, 成田, 谷本, 不安定条件下の屋外都市キャノピー層における気温の時空間分布
計測による乱流構造の把握, 日本建築学会環境系論文集 75(656),877-883, 2010.

E-E’線上温度の60秒間の時空間変動
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3D状に温度の空間分布を計測
 空気温度をトレーサーと見立てた乱流場の可視化
 弱風晴天の不安定条件において、キャノピー上空の対数
領域において発達するストリーク状の乱流組織構造の通
過を捉え、このイベントに対応してキャノピー上空での温度
のmicro front出現を可視化
 キャノピー高さ以下の温度変動は、こうしたストリーク構造
の通過の影響を受けにくい事を明らかにした。

測定点の設置場所
各点の60秒平均からの温度差 -1

Canopy 高さ

2oC

Time

準実大都市模型実験サイトCOSMOにおける観測-2
街路樹の暑熱緩和効果についてのミニ
チュア街路を用いた屋外観測
ポット植栽と舗装用ブロックをCOSMOに設置

し、街路樹の配置状況の異なる8つのミニュ
チュア街路での同時計測
中央分離帯および歩道の樹木が夏期の街
路の暑熱環境に及ぼす影響についての比較
 M. Park, A. Hagishima, J. Tanimoto, Effect of urban vegetation
on outdoor thermal environment: Field measurement at a scale
model site, Building and Environ 56, 38-46, 2012.

平均放射温度 MRT [oC]



植栽条件の違う3街路の歩行者空間
における平均放射温度の比較
植栽無し
街路樹2本+
中央分離帯

COSMOに作成したポット植栽を用いたミニチュア街路

街路樹2本

時
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実大建物および建物群を対象とした屋外観測-1


建物屋根面および建物屋上試験家屋鉛直壁面の対流熱伝達率観測
背景
 建築工学分野：一様流中に垂直に設置された0.5m角加熱銅板の実験式(Jurges式)
• 実測に基づく建物表面伝達率と上空風速や壁面近傍風速との実験式多数
 都市気候分野:都市表面を流体力学的粗面と捉えた相似則による取り扱い
 伝熱工学分野: Nu数に関してRe数、Gr数等を用いた実験式多数, しかし都市スケールに

比べ小さなRe数条件

対流熱伝達率と表面から距離13cmにおける流速の関係を線形近似式として整理
表面からの距離13cmの風速,気温を参照とし、エッジからの距離を代表長さとしたRe

数とNu数の関係式を提示
 萩島, 月松, 谷本, 片山, 屋外熱環境予測を目的としたk-e モデルの壁面境界条件としての建物外表面の対流熱伝達率推定式の提案
第1報 水平屋上スラブ及び試験家屋鉛直壁面における実測, 日本建築学会計画系論文集 550, 23-29, 2001.
 Aya HAGISHIMA, Jun TANIMOTO, Ken-ichi NARITA, Intercomparisons of experimental research on convective heat transfer
coefficient of urban surfaces, Boundary-Layer Meteorol 117, 551-576, 2005.
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1E+6

1E+7

観測より得られたRe数とNu数の関係

実大建物および建物群を対象とした屋外観測-2


集合住宅団地のキャニオン空間における表面熱収支,対流熱伝達率,
気流場の観測
様々な安定度および放射の不均一加熱の条件下におけるキャノピー表面の対流

フラックスとキャニオン内空気温度の分布性状を明らかにした
キャノピー表面対流熱伝達率の分布形状が概ね既往の風洞模型実験と類似した
傾向を示す事を示した
 萩島, 谷本, 成田, 菅原, 実大スケール都市キャノピーの表
面対流熱伝達率分布に関する観測, 日本建築学会環境系
論文集 73 (626), 511-518, 2008.
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都市のみどりの熱的効果に関する屋外観測-1


樹木の樹冠部表面温度特性の実測
赤外線放射カメラによる樹冠部放射温度分布には日射受熱量の違いによる顕著

な違いは見られない
樹冠部全体の平均放射温度は一日を通じて気温とほぼ等しく、両者の差は常に
1℃未満
夏季の街路において、アスファルトや建物壁面が気温に比べ10～20℃も高くなる事
に比較すると、樹冠部放射温度の分布幅および樹冠部放射温度と気温の差は相
対的には小さいと言える。よって、街路の放射場予測が目的の場合、樹冠部放射
温度は気温と等しいと仮定しても予測結果に大きな誤差は生じないとの結論を得た
 萩島, 片山, 林, 谷本, 樹木の放射温度分布に関する実測,街路樹のある街路の温熱環境予測 その1, 日本建築学会計画系論文集
516, 79-85, 1999.

1997年6月の
晴天4日間

クスノキ樹冠部放射温度と気温の関係

クスノキの熱画像

(10月14日11時気温25.2℃,全天日射量669W/m2)

都市のみどりの熱的効果に関する屋外観測-2


街路樹の緑量の異なる街路2カ所
の夏季の熱環境要素の同時測定
街路樹の多寡,有無による昼間の温度差
 気温 約1℃, グローブ温度 12℃
 平均放射温度（MRT） 15℃

P1
P5: No tree

P2

P3
P4

実測対象街路及び測定点

街路と直交する風向条件で風上側歩道

と風下側歩道の間に日中約1℃の気温差
街路樹の暑熱緩和効果：
 放射低減効果 ≫気温低下, 湿度上昇

温熱快適性に大きな影響を与えるMRT:

街路樹,建物の日影による日射受熱量の
時空間分布大
街路樹の最適配置を検討するための街路
の熱環境予測モデルは、街路の不均一な
放射分布の経時変化を再現する事に留
意する必要あり
 萩島, 片山, 林, 谷本, 数値計算による街路樹の暑熱緩和効果
の評価,街路樹のある街路の温熱環境予測 その2, 日本建築学
会計画系論文集 525, 83-90, 1999.

街路樹の有無,粗密による気温差
No tree

Fully vegetated street

街路樹の有無,粗密による平均放射温度差

都市のみどりの熱的効果に関する屋外観測-3


壁面緑化システム(2種類)の表面熱収支, 各部温度の観測
吸湿性の無い材料で壁面緑化システムを模擬したSAT計制作,対流熱伝達率同定
熱収支成分残差から潜熱フラックスを同定
緑化壁面の日射反射率及び葉群層熱コンダクタンスの測定
 当該研究で用いた壁面緑化伝熱モデルやパラメータ推定手法は、異なる材料や植物を用

いた別の壁面緑化システムや屋上緑化システムについても適用可能

蒸発比[-]

 萩島, 谷本, 高尾, 壁面緑化システムの熱収支構造に関する屋外観測,
日本建築学会技術報告集 22, 253-258, 2005.
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都市のみどりの熱的効果に関する屋外観測-4


大規模な13層の階段状屋上庭園を
有する建物の周辺微気象観測

2回の夏季短期集中, 4ヶ月半の長期観測
夜間静穏時に緑化斜面上に発生する冷気

流の継続時間や発生頻度、乱流性状など
についての特徴を明らかにした

N

測定対象屋上庭園の概観

100m

Cold air

Target
building

0.5m/s

凡例

Park

Park

Ref

車道時空間平均
= park +1.6℃

測定対象建物
周辺地図

夜間の周辺街路の平均気温
建物前公園温度との差で示す

晴天弱風夜間の
冷気流発生頻度50%

Sep-12 1:30 am
晴天静穏な秋季夜間に計測された
屋上庭園上の流れ場(Sep-12, 1:30am)
 萩島, 成田, 谷本, 三坂, 松嶋 ,尾之上, 大規模な階段状
緑化屋根を有する建築物周辺の微気象に関する実測調
査, 日本建築学会環境系論文集 577, 47-54, 2004.

本研究の概要




Aim: 都市のみどりや種々の都市のデザイン要素が都市気候に与える
影響のメカニズム解明と予測精度向上
Methods: 3つの異なるスケールでの観測


Output:

都市canopyの運動量,熱,
物質輸送及び都市の緑の
熱的効果に関する包括的
データベース構築



Application:
数値解析による定量化

都市風通しと都市形状の関係
ヒートアイランド現象に対する都
市条件の要因効果
街路樹の暑熱緩和効果におけ
る街路樹配置の影響

建築デザイン及び都市計画への応用のための数値解析-1


多層系都市キャノピーモデルAUSSSM
(Architecture Urban Soil Simultaneous
Simulation Model) による系統的な数値実験
 モデルの特徴
 大気, 土壌, 建物の各1次元サブモデルから成る
 自然地被面の蒸発効率の土壌含水率依存性、人

工被覆面における散水後の蒸発, 空調システムによ
る排熱特性の違い等に関する簡易モデルを含む

 数値実験のねらい

 気候条件 (接地層上端日平均気温, 季節,緯度,

湿度,風速 )に応じて、都市条件(グロス容積率,建
物階数,地表緑被率,窓面積率)の要因効果を定量
化

AUSSSMの模式図

 結果
 日射量大,日影面積小となる低緯度と気温の高い地

域: 地表面緑化による地表面温度低下の効果大
 グロス容積率小, 建物高層化 都市キャノピーの流
体占有体積率が大きくなるため、空調排熱やキャノ
ピー表面対流熱フラックスの気温感度低減
 萩島, 谷本, 浅野, 改良･建築－都市－土壌連成系モデル
(AUSSSM)による都市高温化の構造解析 第3報 気象条件による
都市高温化要因の違い, 日本建築学会環境系論文集 601, 4350, 2006.

低緯度ほど緑被
率の気温に対す
る影響大

緯度✕緑被率

緯度✕グロス容積率

地上1.2m高さ気温の
日最高値の交互作用効果

建築デザインおよび都市計画への応用のための数値解析-2
街路樹のある街路の放射環境に関する予測モ
デルの構築及び数値実験
方位角、緑量の違いによる暑熱緩和効果を定量化

 萩島, 片山, 林, 谷本, 数値計算による街路樹の暑熱緩和効果の評価,街路樹のあ
る街路の温熱環境予測 その2, 日本建築学会計画系論文集 525, 83-90, 1999.

w2

h

諸条件下における街路樹の暑熱緩和効果の比較
街路樹の設置される方位、壁面日射反射率、街路

w1

H



歩道

車道 歩道

計算対象街路の立面図

東京, 8月 13時の格子状街路の温度場
入射日射量分布

MRT分布

表面温度分布

街
路
樹
有

街
路
樹
無

交差点
建物

凡
例 0

900W/m2

0

70oC

25

80oC

街路樹によるMRTの低減効果
縦軸は街路樹の有無により生じる、歩道における
MRTの平均値の差を7～19時まで平均した値

建築デザインおよび都市計画への応用のための数値解析-3


Large eddy simulation (LES) による
ブロック粗度群周辺気流解析
歩行者高さにおける時空間平均速度と都市

幾何形状（粗度密度, ブロックアスペクト比,
高さバラツキ）の関係について考察
歩行者高さにおける時空間平均速度が、粗
度立面積密度 λf により指数関数で一意に
表現できる事を示す
 A.A. Razak, A. Hagishima, N. Ikegaya, J. Tanimoto, Analysis of
airflow over building arrays for assessment of urban wind
environment, Building and Environ 59, 56-65, 2013.

計算領域

Vp
V2 h max

= 2.5λ−f4 5

粗度立面積密度 λf

歩行者高さにおける時空間風速と粗度立面積密度の関係
縦軸は建物高さの2倍の高さの速度で無次元化している, a, b, cはそれぞれ建物を
10階建て, 5階建て, 2階建てと想定した場合である．

おわりに
都市気候は建築学,気象学,水文学,地理学,水工学,大気環境学などに渡る学際

領域である。建築学から発展した都市気候研究は建築スケールから視点を広げて
行くアプローチを取るのに対し、他分野ではより大きな空間スケールを建物群が視野
に入る解像度までズームアップするようなアプローチとなる。勢い前者は都市のきめ細
かな要素対する目配りが中心となり、都市気候を気候システム全体から見る視点に
欠ける傾向にあり、後者はざっくり都市の影響を見積もる事が第一ターゲットであるか
ら、詳細な議論は範疇外となりやすい。
本研究はこうした都市気候研究における両者のギャップを埋め、都市気候予測の高
精度化に寄与する事を意図して様々なスケール, 手法の実験, 観測を行ったもので
あるが、まだ残された課題も多い。
今後も引き続き当該分野を中心として真摯に研究に取り組んでいきたい。
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