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概要

都市空間に効果的なヒートアイランド対策を実施するために、実測調査や

風洞実験、スーパーコンピュータによるシミュレーション等の科学的手法を

駆使して、様々なヒートアイランド対策の効果を予測できるシミュレーショ

ン技術を開発するとともに、この技術を実用化するためにパソコン上でも対

策効果をシミュレートできるソフトウェアを開発した。

ｷｰﾜｰﾄﾞ ： ヒートアイランド、実測調査、風、シミュレーション

Synopsis

In order to promote heat island measures, skillfully using scientific methods

such as measurement survey, wind tunnel experiments and simulation by super

computer etc., we developed simulation technologies that can be used to

comprehensively predict the effectiveness of various measures, and also developed

pc-based practical softwear that enables to evaluate the effect of measures.
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国総研プロジェクト研究 

「都市空間の熱環境評価・対策技術の開発」 

研究報告の概要 
 

今後のヒートアイランド対策が効果的に実施できるように、その科学的裏付けとなる現

象解明と対策の定量的評価手法等の開発を行うため、国土交通省総合技術開発プロジェク

ト「都市空間の熱環境評価・対策技術の開発」を平成 16 年度（2004 年度）から 3 年間に

わたって、国土地理院や独立行政法人建築研究所、土木研究所など関係機関・部局、環境

省、東京都など地方公共団体、大学等と連携して実施した。 

 

本技術開発では、地域の特性に配慮した効果的なヒートアイランド対策を推進するため

に、スーパーコンピュータによる大規模数値解析や実測調査、風洞実験などの科学的手法

を駆使して、様々な対策の効果を総合的に予測可能なシミュレーション技術を開発して、

これをヒートアイランド対策やまちづくり等の施策の評価ツールとして実用化することを

目指した。本プロジェクトの技術開発成果は以下の通りである。 

 

①ヒートアイランド現象に関する大規模実測調査 

ヒートアイランド対策として重要な要素のひとつとして考えられる風の効果や影響に

ついて、現象の解明と効果の定量化を行うため、平成 17 年(2005 年)の夏に東京都心・臨

海部の街路や河川、ビル屋上等 190 箇所で、極めて大規模かつ詳細な気象観測を実施した

（図 1）。海風（海から吹く涼風）の効果の実態を確認して海風の活用の有効性を解明する

とともに、ヒートアイランド対策としての「風の道」の性状を分析した。 

 

②市街地模型の風洞実験による風の挙動の検討 

ヒートアイランド対策の観点から、市街地改造が都市の風通しに及ぼす効果・影響につ

いて、大規模な都市再生事業が計画・検討されている東京駅・日本橋川周辺を再現した詳

細な市街地模型の風洞実験（図 2）によってケーススタディを行い、市街地改造による風

通し効果を定量的に検証した。 

 

③地球シミュレータによる対策効果シミュレーション技術の開発 

様々なヒートアイランド対策効果を評価するために、世界最速レベルのスーパーコンピ

ューター（地球シミュレータ）によるシミュレーション技術を開発した。 

これにより都市全体の様々な街並みの気温や風の流れの計算が可能になり（図 3）、シミ

ュレーション結果と①の大規模実測調査のデータとを比較した結果、1℃以内の誤差で真夏

の建物周辺や幹線道路等の街路の気温が予測可能となった（図 4）。 

さらに、対策効果のシミュレーションのケーススタディとして、②の風洞実験で検討し

た東京駅・日本橋川周辺を対象に市街地改造によって生じた「風の道」等により、都心部

に形成される熱だまりが解消されることで、どの程度気温低下に効果があるかを定量的に

示した（図 5）。 

 

④パソコンによる対策効果シミュレーションソフトの開発 

③の地球シミュレータによる対策効果シミュレーション技術を、国や地方公共団体など

に向けて実用化するために、パソコン上でもシミュレート可能なソフトを試作するととも

に、東京都新橋地区を対象に、幹線道路整備、屋上緑化、保水性舗装、省エネによる総合

的な対策効果のシミュレーションのケーススタディを行った（図 6）。 

 

本プロジェクトの内容は、国土技術政策総合研究所のウェブサイトで公開している。

（http://www.nilim.go.jp/lab/jeg/heat.htm）
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１．プロジェクト研究の概要と背景 

 

1-1 研究の概要 

ヒートアイランド現象は、大都市中心部等において観測される新しい都市の環境問題の

一つとして、緊急に対策を講ずるべき課題となっている。このヒートアイランド現象は、

気温上昇の要因となる地表面被覆と人工排熱、地形・気象条件等が相互に影響しあうなど

メカニズムが複雑で未解明な部分が多く、科学的知見が充分に得られていない状況にある

ため、対策として省エネルギー機器の導入や緑の確保等を個別に講ずるにとどまっている

のが現状である。 

このような状況を踏まえ、今後のヒートアイランド対策が効果的に実施できるように、

その科学的裏付けとなる現象解明と対策の定量的評価手法等の開発を行うため、国土交通

省総合技術開発プロジェクト「都市空間の熱環境評価・対策技術の開発」を平成 16 年度

（2004 年度）から 18 年度（2006 年度）までの 3 年間にわたって、国土地理院や独立行政

法人建築研究所、土木研究所など関係機関、国土交通省関係部局、環境省、地方公共団体、

大学等と連携して実施した（図 1-1-1）。 
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図 1-1-1 技術開発体制 

 

 

 本研究の最終的な目標は、この複雑なメカニズムを持ったヒートアイランド現象につい

て、効果的な対策を講ずるための検討を可能にする評価ツールを提供することである。そ

して、この評価ツールに必須な実用的なシミュレーション技術の開発のために、科学的手

法を駆使してヒートアイランド現象を定量的に把握し、現象の再現並びにこれに基づく

様々なヒートアイランド対策効果を予測可能にすることにある。（図 1-1-2） 
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技術開発の目標

ヒートアイランド現象を定量的に把握し、現象の再現
やヒートアイランド対策効果を予測できる

て活用

よって、現象解明や対
策効果を定量化するシミュレーション技術
を開発

 

実用的なシミュレーション技術を開発

ヒートアイランド対策、まちづくり等の施策の
評価ツールとし

地球シミュレータに

図 1-1-2 技術開発の目標 

 

 

 以上の目標に向けて実施した本プロジェクト研究の技術開発課題とその成果は以下の通

りである。 

 

 ヒートアイランド現象に関する大規模実測調査 

 「風の道」に関する現象と効果の把握のため、東京都心・臨海部における 190 箇

所の地点において、高密度大規模気象観測を実施した。 

 市街地模型の風洞実験による風の挙動の検討 

 ヒートアイランド対策の観点から、市街地改造が都市の風通しに及ぼす効果・影

響について、ケーススタディによって検証した。 

 地球シミュレータによる対策効果シミュレーション技術の開発 

 世界最速レベルのスーパーコンピュータによる、都市全域の個々の建物・街路に

おける気温・風速を予測可能なシミュレーション技術を開発した。 

 パソコンによる対策効果シミュレーションソフトの開発 

 対策効果シミュレーション技術を、国や地方公共団体等向けに実用化するために、

パソコン上でシミュレート可能なソフトを開発した。 
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1-2 研究の背景 
地球温暖化現象によって日本の気温は 100 年間に 1℃上昇したといわれている。それに

対してヒートアイランド現象は、大都市の例として東京を取り上げた場合、平均気温が 100

年間に約 3℃上昇している。したがって、ヒートアイランド現象による気温上昇分は 2℃と

なり、地球温暖化よりも深刻な環境問題となっているといえる。（図 1-2-1） 

 

 
図 1-2-1 地球温暖化とヒートアイランド化 

 

 

さらに、これをいくつかの日本の大都市について 100 年当たりの気温上昇を夏季（8 月）・

冬季（1 月）に分けたものが表 1-2-1 である。ここで表のいちばん下の中小規模の都市平均

気温がいわゆる地球温暖化による気温上昇を示すものであり、日本の大都市では夏季・冬

季ともに地球温暖化に加えてヒートアイランド化による気温上昇がみられる。 

 

表 1-2-1 日本の大都市の気温の 100 年当たりの上昇量 

日本の大都市の平均気温（年，１月，８月），
日最高気温（年平均値）及び日最低気温（年平均値）の
100年当たりの上昇量

＋1.4＋0.7＋1.0＋1.0＋1.0中小規模の
都市平均

＋3.8＋1.0＋1.8＋3.2＋2.5大都市平均

＋4.0＋1.0＋2.1＋1.9＋2.51901年福岡

＋3.8＋0.5＋2.3＋3.2＋2.51914年京都

＋3.8＋0.9＋1.9＋3.6＋2.61923年名古屋

＋3.8＋1.7＋2.6＋3.8＋3.01901年東京

＋3.1＋0.7＋0.6＋3.5＋2.31927年仙台

＋4.1＋0.9＋1.5＋3.0＋2.31901年札幌

（８月）（１月）（年）

日最低気温
（年平均）

日最高気温
（年平均）

平均気温

100年当たりの上昇量（℃／100年）
使用データ
開始年

地点

＋1.4＋0.7＋1.0＋1.0＋1.0中小規模の
都市平均

＋3.8＋1.0＋1.8＋3.2＋2.5大都市平均

＋4.0＋1.0＋2.1＋1.9＋2.51901年福岡

＋3.8＋0.5＋2.3＋3.2＋2.51914年京都

＋3.8＋0.9＋1.9＋3.6＋2.61923年名古屋

＋3.8＋1.7＋2.6＋3.8＋3.01901年東京

＋3.1＋0.7＋0.6＋3.5＋2.31927年仙台

＋4.1＋0.9＋1.5＋3.0＋2.31901年札幌

（８月）（１月）（年）

日最低気温
（年平均）

日最高気温
（年平均）

平均気温

100年当たりの上昇量（℃／100年）
使用データ
開始年

地点

（出典：気象庁）
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このヒートアイランド現象は、気象学・地理学・建築学・土木工学など様々な分野にわ

たる研究課題となっており、それぞれの分野において現象の解明、対策技術の開発や施策

への展開など多岐にわたって研究が行われている。しかし、効果的な施策展開を図るため

には、さらに関連する調査研究を推進するとともに、これらの成果を有機的に統合して様々

なヒートアイランド対策を総合的に評価する手法の開発を行っていくことが必要である。

（図 1-2-2） 

 

 

 

図 1-2-2 本研究の位置づけ 

 

 

以上の背景をふまえて平成 16 年（2004 年）3 月にヒートアイランド関係府省連絡会議

が決定したヒートアイランド対策大綱においても、観測・監視体制の強化及び調査研究の

推進が重要な柱として位置づけられている。特に、調査研究の推進としては、ヒートアイ

ランド現象の原因・発生メカニズムや影響に関する調査研究及び計画的な施策展開のため

の調査研究を幅広く推進することとしている。 

すなわち、ヒートアイランド現象の各原因間の関連性・寄与度などの発生メカニズムに

関する調査・分析を一層推進するとともに、その進捗状況に応じて、省エネルギー機器の

採用や保水性舗装、土地利用・都市構造の誘導など様々な対策を講じた場合の効果に関す

る評価手法を検討することとしている。 

さらに、地方公共団体においてその地理的特性を踏まえて効果的なヒートアイランド対

策が推進されるよう、地域の地形や気象その他大気熱環境に関連するデータの地図化・個

別の対策効果を評価するためのシミュレーションモデルなど、地方公共団体が自ら行える

ような簡易な手法を開発するなど支援策を講ずることとしている。 
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２．東京臨海・都心部における大規模実測調査 
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２．東京臨海・都心部における大規模実測調査 

 

2-1 海風を効果的に都市空間に誘導する「風の道」の考え方 

2-2 東京臨海・都心部における海風の効果の大規模実測調査 

2-3 東京臨海・都心部における「風の道」の性状 
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２．東京臨海・都心部における大規模実測調査 

 

「風の道」に関する現象と効果の把握のため、東京都心・臨海部における 190 箇所の地

点において高密度大規模同時気象観測を実施した。 

 

2-1 海風を効果的に都市空間に誘導する「風の道」の考え方 

ヒートアイランド対策の一つとして近年注目されている「風の道」の考え方は、もとも

とドイツの環境共生型都市計画手法に基づくものである。これは主に内陸都市の大気汚染

や夏季においてはヒートアイランド化を緩和するために、周囲の山から流入する風を活用

する手法で、この風は地表面近く高さ数メートル～数十メートルの厚みのある山谷風と呼

ばれている。 

この平面的な山谷風を活用するドイツの「風の道」に対して、我が国の大都市は主に臨

海部に立地しており、大都市に流入する風は数百から 1 キロメートルを超える厚みを持つ

海風である。ドイツの「風の道」は、地表面近くを流れる山谷風に注目されており、その

性状から平面的なものといえる。その一方で、日本の大都市は臨海部に立地していること

から都市より冷涼な海風を活用することになるが、数百メートル以上の厚みを持っている

ことから、日本の「風の道」は、超高層ビルを含む様々な都市空間の地物よりも上空を流

れる立体的なものであると整理した。（図 2-1-1） 

 

 

 

 

図 2-1-1 日本の臨海都市の「風の道」とドイツの「風の道」 

 

 

早稲田大学教授の尾島俊雄は日本の大都市におけるヒートアイランド対策としての「風

の道」について、「ヒートアイランド対策として有効な海風の活用の考え方」として次のよ

うに定義した。 

「ヒートアイランド対策として『風の道』をつくる、とあるのは都市上空の海風と同時
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に都市空間内で風が通り抜けることのできる連続した隙間空間で、一般に『風の通り道』」

といわれる。」そして「日本において「風の道」の必要性があるのは、大都市には海が接近

しており、海風の効果が日中の都心の暑さのみならず、熱帯夜緩和に役立つと予測されて

いるからである。」 

さらに、幹線道路等の広幅員街路や都市河川、緑地等の連続したオープンスペースが、

この冷涼な海風を都市の地表近くに誘導して「風の道」として機能するのではないかと考

え、今後、都市計画手法と連携して考えていくために、市街地形態と風の性状による分類

を行った。 

すなわち、海風が海岸から地表面に沿って街路・河川等を通じて流入する（タイプⅠ）、

上空を流れる海風が街路・河川沿いの建物群に誘導されて地表付近を流れる（タイプⅡ）、

超高層建物（群）により海風の流入が阻害されて風下側に弱風域が形成される一方で、上

空の冷気が地表近くに誘引されることによって低温域が形成される（タイプⅢ）の 3 つに

整理して、臨海部の大都市におけるヒートアイランド対策としての「風の道」の考え方を

提示した。（図 2-1-2） 

 

 

 

図 2-1-2 海風による「風の道」の類型 
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2-2 東京臨海・都心部における海風の効果の大規模実測調査 
ヒートアイランド対策として重要な要素のひとつとして考えられる、風の効果や影響に

ついて、現象の解明と効果の定量化を行うために平成 17 年（2005 年）の夏に東京都心・

臨海部の街路や河川・ビル屋上など 190 箇所で極めて大規模かつ詳細な気象観測を実施し

た。この調査では、特に最近ヒートアイランド対策として社会的に注目されていながら、

科学的にはあまり解明されていない「風の道」について、その効果やメカニズムを定量的

に解明し、今後の臨海部の大都市の有効なヒートアイランド対策の一つとして活用するこ

とを目的とした（表 2-2-1）。 

調査期間は 7 月 29 日から 8 月 6 日までの期間を中心に 24 時間の連続観測を実施した。

なお実測調査は調査の便宜上、対象地域を 4 つエリアに分割（図 2-2-1）して、それぞれの

エリアについての早稲田大学理工学部建築学科尾島俊雄研究室、首都大学東京都市環境学

部都市環境学科三上岳彦研究室、日本工業大学工学部建築学科成田健一研究室の協力を得

て実施した（表 2-2-2）。 

 

 

表 2-2-1 実測調査の概要 

• 目的
– 「風の道」に関する現象の調査と効果の定量化

• 調査期間
– ７月29日～8月６日に実施

• 一部については７月２４日から８月２７日まで実施

• 観測点
– 東京臨海・都心部の４つのエリアの街路・河川・

ビル屋上等１９０箇所に温湿度計や気象観測装
置を設置して計測  

 

 

 

 

図 2-2-1 観測エリア 
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表 2-2-2 各観測エリアの担当者 

 

 

 

 気象観測地点の配置を図 2-2-2 に示す。気象観測地点の配置にあたっては、「風の道」と

して機能することが期待される幹線道路や河川に沿って設置するとともに、上空の風の流

れの性状を把握するために、臨海部のビル屋上にも配置した。なお、気象観測は昼夜間に

わたる連続観測を長期間にわたって行う必要があることから、移動観測やバルーン等によ

る上空風観測以外の観測については、できる限り自動計測を前提とした観測態勢を取った

（図 2-2-3）。 

 

 

 
図 2-2-2 気象観測地点（190 箇所） 
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図 2-2-3 気象観測風景 

 

 

 気温・湿度の計測は、記録装置付きの小型温湿度計を用いた。センサ部分は、周囲から

 

の放射熱や局所的な熱気の淀みの影響を排除するために、ファンを取り付けた自作の通風

筒内に取り付け、日射や雨の影響を最小限にするために温湿度計の記録部分はプラスチッ

クケースに入れ、日除け板を付けるとともに、これらの表面をアルミ箔で覆った。設置に

あたっては、歩行者や自動車等の交通の支障とならないよう、足場用のパイプを用いて地

上から 3.5m の高さに機器を設置した。計測は 5 分もしくは 10 分間隔で自動計測し、適宜

記録装置に蓄積されたデータを、現地でケーブルを介して持参したノートパソコンにダウ

ンロードした（図 2-2-4）。 

 

 
図 2-2-4 温湿度計（150 箇所に設置） 
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風向・風速等の計測は、 った。この装置は風向・

風

ことが期待される幹線道路や河川沿い、

並

 

 
図 2-2-6 気象観測装置の設置例 

図 2-2-5 に示す気象観測装置を用いて行

速計並びに温度・湿度計、雨量計、日射計を兼ね備えており、これらのデータを 10 分間

隔で約 2 週間にわたって連続して記録できるものである。温度・湿度を計測するセンサは

フィンの付いた白色のケースに内蔵されている。このケース内は、日中は太陽電池で駆動

されたファンによって通風されるものである。 

この気象観測装置を、「風の道」として機能する

びに建物屋上に合計 40 カ所設置した。この気象観測装置の設置にあたっては、前述の温

湿度計と同様に、街路おいては足場用パイプもしくは街路灯に地上 3.5m の位置に取り付

け、河川については橋の中央部の欄干に足場用パイプ等を用いて、川にせり出すように設

置した。また、ビル屋上については屋上に設置されている冷却塔や空調室外機等からの気

流の影響を受けにくい場所でかつ、屋上近傍の気流の影響を排除するために、避雷針等の

屋上面からできる限り離れた高さの支柱に取り付けた（図 2-2-6）。観測データは 10 分間隔

で計測したものを記録し、観測データの回収は温湿度計と同様に適宜、現地でケーブルを

介してノートパソコンにダウンロードした。 

 

 

 
図 2-2-5 気象観測装置（40 箇所に設置） 
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 市街地上空の海風の流れを把握するために、午前 9 時から午後 9 時にかけて、パイロッ

トバルーンによる観測を行った。パイロットバルーンによる観測は、（図 2-2-7）新橋・銀

座のビル屋上並びに浜離宮庭園の 3 箇所から毎正時に放出した。そして放出されたパイロ

ットバルーンを測風経緯儀（トランシット）によってその方位角、高度角を追跡してバル

ーンの移動距離を割り出し、この変化によって上空の風速・風向を把握するものである。 

 

 

 

図 2-2-7 パイロットバルーン観測 

 

（カ

。

測

日間、浜離宮庭園

については延べ 4

 

 

図 2-2-8 係留ゾンデ（カイツーン）観測 

 

 市街地上空の海風の性状の把握にあたっては、パイロットバルーンの他に係留ゾンデ

イツーン）を用いた観測を行った。観測地点は浜離宮庭園、品川埠頭、青山公園とした

ウインチに接続されたワイヤーにより任意の高度の気圧・風向・風速・気温・湿度が計

できるようになっている。この観測は品川埠頭と青山公園については 2

日間実施した（図 2-2-8）。 

 



2-3
約 2 ア

イランド対策としての による涼風が活

 

①  

② 海岸から

③ 

④  

⑤ 

⑥ 海風の風向が河道に平行すると、河道に沿った地形・建物群によって河川は連続し

た「風の道」となりうる。 

⑦ 河道に沿った地形・建物群の形状により、上空の海風を取り込む。 

 

 それぞれについて以下に解説する。 

 

①の性状を図 2-3-1 に示す。これは汐留・新橋エリアで実施したパイロットバルーンに

よる観測により確認されたものである。すなわち、臨海部の超高層ビル群の背後から放出

されたパイロットバルーンは、海風の流入が始まる午前中の時間帯において、超高層ビル

群の高さに相当する地上 220m 程度の高さまでは、ほぼ垂直に上昇し、それ以上の高さを

越えて上昇すると、海風に流されるように内陸に向かって急速に水平方向に流されていく

傾向が確認された。 

なお、さらに 1000m 近くまで上昇するにつれて、パイロットバルーンが水平方向に移動

する速度は急速に低下したことから、東京臨海・都心部に流入する海風は地上数百メート

ルから 1000m 程度の厚さがあると考えられる。 

 

 

 東京臨海・都心部における「風の道」の性状 
週間にわたって実施された大規模実測調査で得られた膨大なデータから、ヒート

「風の道」の性状を分析した。その結果、「風の道」

用できる範囲とその性状について次のように整理した。 

東京臨海・都心部に流入する海風は、地上から数百メートル以上の厚さがある。

1.5 km 程度まで、街路に沿った海風の流入がある。 

幅の広い街路の方が、海風が内陸部に流入しやすい。 

河川上の高架道路により、高架付近の地表近くを流れる海風の流入が抑制される。

地表近くの海風と市街地との気温差は日中で約４℃だった。 

海風海風

 
図 2-3-1 超高層ビル群上空の風の流れ 
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 ②の性状について、まず図 2-3-2 によって解説する。品川エリアで観測した結果による

と

の図が示すように地上付近では

海岸から 1.5km 程度まで連続した低温域が形成されていることが確認された。 

 

 

、海風が流入する前の早朝の時間帯の気温分布は図 2-3-2 の上の図が示すように、海岸

から内陸部に向かって連続した低温域は確認できない。しかし、正午近くになって海風が

発達して内陸部に向かって流入し始めると、図 2-3-2 の下

 

 
図 2-3-2 品川駅付近の海風流入前後の気温偏差分布 

 

 

③の性状については、図 2-3-3 の東京駅周辺エリアの観測結果が示すように、海岸部で

11 時 15 分に観測された海風の流入（気温と相対湿度から算出した絶対湿度の急激な増加

が確認された時刻）が内陸側に向かって連続して確認されている。 

さらに、その変化が確認された時刻は、幅員が最も大きな街路 B が最も早く（11 時 30

分）、それから C、D、A の順に街路幅の大きさと同じ順番に流入する時刻の遅れが確認さ

れた。このことから、街路幅と海風の流入のしやすさには相関性があると考えられる。 
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図 2-3-3 街路幅による海風の流入時刻の相違 

 

 

④の性状については図 2-3-4 で解説する。東京駅周辺エリアの日本橋川沿いで、海風が

日本橋川に沿って流入する正午前後において観測された結果である。A1、A2、A3 それぞ

れの観測点で計測された地上近く（地上約 4m）の風速を比較すると、首都高速の高架が

ない A1 並びに A2 の平均風速（約 2.2m/s）に比べて A3 の平均風速（約 5m/s）は大幅に

低下することが確認された。これは、高架を構成する路面や橋脚・梁などによって A3 地

点上空を流れる海風との空気交換並びに水平方向の海風の流れが抑制されたためと推測さ

れる。 

 

 

0.

 
図 2-3-4 高架による地上付近の風速への影響 

 

アの観測結果に基づくものである。すなわち、海風が東から流入する（目黒側に沿って流

入する）正午頃の時間帯において目黒川河口で観測された平均気温と目黒側周辺の市街地

 

⑤の地表近くの海風と市街地の平均気温の差については、図 2-3-5 の目黒川・大崎エリ
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内で計測された平均気温の差は約 4℃であった。この結果は、海風による市街地の気温低

下効果の有効性を示唆している。 

 ⑥の海風の風向が河道に平行すると、河道に沿った地形・建物群によって河川は連続し

た「風の道」となりうるという性状は、図 2-3-5 の平均気温分布が示すように、海風の風

向が河道に平行すると、河口部から内陸に向かって徐々に気温が上昇することから、河道

に沿った地形・建物群によって河川は連続した「風の道」となって周辺市街地の熱環境を

緩和するヒートシンク（放熱器）として機能しているためといえる。 

 

 

図 2-3-5 市街地の観測点と目黒川河口部の観測点との気温差 

 

 

⑦河道に沿った地形・建物群の形状により、上空の海風を取り込む性状は、目黒川にお

ける実測調査により観測されたものである（図 2-3-6）。この付近の海風は、午前 10 時前後

に東から流入を始め、時間の経過とともに南風に風向が遷移することが観測されている。 

 

 

 

 
図 2-3-6 河川の周辺の地形・建物配置による海風の流入 
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河道が概ね東西方向である目黒川では、午前 10 時前後から正午くらいまでは東風のた

め、河口から河道に沿って平行に海風が流入し、図 2-3-5 のような気温分布が観測される。

る状況が、風速及

気温分布から推測される。図 2-3-8 は、この観測点 H2、H3 付近の状況を示したもので、

道に沿って高層建物が連続して建っており、風の流れが 3 次元で計測できる超音波風速

誘

導されていることが確認された。

 

 

 

しかし、正午を過ぎて徐々に風向が南風に変化するにつれて、図 2-3-6 のように河道に対

して垂直に変化していく。 

図 2-3-7 は 13 時から 15 時の時間帯における目黒川上の気象観測点並びに海岸付近の観

測点における風向・風速と気温との関係を示したものである。観測点 H2 と H3 の間のあた

りで南東から河道に流入した冷涼な海風が内陸及び海側に向かって流れ

び

河

温度計で計測した結果、図に示したように、上空を流れる海風が建物群によって河道に

 

 

図 2-3-7 海風の流れと目黒川河川上の風の流れと気温分布 
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図 2-3-8 目黒川沿いの高層建築による海風の流入 



 23

 

 

 

 

３．市街地模型の風洞実験による風の挙動の検討 
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３．市街地模型の風洞実験による風の挙動の検討 

 

3-1 市街地模型による風洞実験の考え方 

3-2 市街地模型による風速分布の検討 

3-3 市街地改造による風通し効果のケーススタディ 
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３．市街地模型の風洞実験による風の挙動の検討 

 

ヒートアイランド対策の観点から市街地改造が都市の風通しに及ぼす効果・影響につい

て、ケーススタディによって検証した。 

 

3-1 市街地模型による風洞実験の考え方 

ヒートアイランド対策の観点から、市街地改造が都市の風通しに及ぼす影響・効果につ

いて、開発前後の状況を模型で再現した風洞実験を行った（図 3-1-1）。対象地区として、

市街地改造（都市再生事業）が具体的に計画・検討されている東京駅・日本橋川周辺を取

り上げた。そして、この 2 つの地区を含む市街地を詳細に再現した模型の風洞実験によっ

てケーススタディを行い、市街地改造による風通し効果を定量的に検証した。 

 

 

 
図 3-1-1 風洞実験風景 

 

 

ケーススタディの対象とした市街地改造の事例は、日本橋川の上を通る首都高速の高架

道路を地下化するとともに河岸の建物の低層・低容積化を図って、日本橋を中心とした日

本橋川の景観の改善を目指す検討案、並びに現在進行中の東京駅八重洲口再開発である。

そこで風洞実験では、これらの地区を含み、かつ海岸から海風が市街地に流入する状態を

できるだけ忠実に再現するために、隅田川河口部までの範囲を対象とした。 

市街地模型で再現したのは、図 3-1-2 に示す 2.5km×1.5km の範囲とした。市街地模型の

作成にあたっては、実験を行う風洞断面の大きさや風速・風向の計測の便宜を考慮して、

1/750 で作成した。市街地模型の大きさは 3.3m×1.9m であり、設置や移動を考慮して 6 分

割できるようにした。 

この市街地模型では、市街地改造前後の状況を実験するために、建物等の形状・配置が
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変化する部分は、地盤を含めて模型を取り替えられるように作成した。また、日本橋川を

通る首都高速の高架道路については、橋脚を含めて部分的に取り外し可能にした。 

 

東京駅
八重洲通り

日本橋川

1.5km
（模型：1.9m）

2.5km（模型：3.3m）

東京駅
八重洲通り

日本橋川

1.5km
（模型：1.9m）

2.5km（模型：3.3m）

 

図 3-1-2 模型で再現した範囲 

 

 

 風洞実験は、平成 18 年（2006 年）の 7 月から 9 月にかけて独立行政法人建築研究所の

乱流境界層風洞で実施した。風向は前述の東京臨海・都心部の大規模実測調査や、メソス

ケールモデルによる広域の風の流れに関する計算結果（第 4 章 4-1 参照）をふまえて、平

成 17 年（2005 年）７月 31 日正午の海風と同じ南東の風向となるように、風洞内に市街地

模型を設置した（図 3-1-3）。また市街地模型の風上側にはラフネスブロックを配置して、

風洞内の風速の鉛直分布が一般的な海風の特徴に近くなるように調整した。 

 

 
 

図 3-1-3 風洞内の模型の配置 
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風洞実験の概要を表 3-1-1 に示す。風速の計測点は、第 2 章の図 2-1-2 で示した「風の道」

としての街路や河川、並びにその周辺の風速を計測するために、計測用センサの大きさな

ど計測上の制約を考慮して、図 3-1-5 に示す 229 地点を設定した。 

 

 

表 3-1-1 風洞実験の概要 

• 市街地模型の寸法
– 1/750 1.9m×3.3m

• 実スケールで1.5km×2,5kmに相当

• 風速の計測点（水平面）
– 229地点

• 鉛直方向の風速の計測高さ（地点による）：
– -3,+5,13,27,53,133,267,400,533,667mm

• 実スケールでは-2,4,10,20,40,100,200,400,500,600mに相当

• 風速の測定：
– サーミスタ風速計

• サンプリング間隔0.1秒、１計測点あたり30秒間

• 可視化
– アルゴンレーザ、DOS（トレーサーガス）
– 小旗による風向の観察

 

 

 

 
図 3-1-5 風速の計測点の分布（229 地点） 

 

 

風速の計測は、図 3-1-4 に示すセンサ（サーミスタ風速計）により行った。これは直径

1mm 程度の針状のセンサの先端部分の温度変化から、その位置の風速を割り出すものであ

る。なお、図 3-1-5 に示した計測点について、センサを取り付けたトラバースによって、

次に示す地盤面からの高さ毎に自動で移動計測した。 

計測高さは、実スケールで地盤面を 0m として、-2m（河川や堀、海の水面近く）、4m、

10m、20m、40m、100m、200m、400m、500m、600m の 10 点とした。これらは 1/750 の模

型上ではそれぞれ地盤面から-3mm、5mm、13mm、27mm、53mm、133mm、267mm、400mm、

533mm、667mm となる。 
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これらの水平面 229 地点、鉛直方向に約 10 点の合計約 2,000 点に及ぶ計測点の風速の計

測にあたっては、1 測定点あたり 0.1 秒のサンプリング間隔で 30 秒間にわたって計測し、

その平均値を測定点の風速とした。さらに、レーザーによる風の流れの可視化や、229 地

点の計測点に高さ約 15mm の小旗を置いて各地点での地上付近の風向の把握を行った。 

 

 

 
図 3-1-4 計測用センサ（サーミスタ風速計）の外観 

 

 

 

3-2 市街地模型による風速分布の検討 
現状の市街地模型による実験結果と、第 2 章の大規模実測調査で得られた風向・風速と

を比較することにより、風洞実験による実市街地の風の性状の再現性を検証した。 

風洞実験は、一定風向の風洞内の風上側でファンの回転数によって風速を制御して行う

ものであり、実市街地とその上空における極めて複雑な風の流れを再現することは容易で

はない。そして一般的には風洞内の代表風速（模型上空の風速等）と、計測地点の風速と

の比が議論の対象となる。 

今回は地上付近の実測データがあるので、比較のために、模型実験において実市街地と

同じ風速比が再現されているという仮定のもとで、実市街地の上空風速の実測値を基準に

模型実験の風速の換算を試みた。 

風速の換算にあたっては、ケーススタディの対象とした東京駅・日本橋川の近くで上空

風速を観測している東京タワーの地上 250m の 1995 年から 2004 年までの 10 年間にわたる

夏の正午の観測データの平均値に基づいて、地上 250m の正午の風速は 4.9m/s とした。 

一方、風洞実験において計測した鉛直方向の風速プロファイルから、高さ 250m に相当

する高さでの風速が 5.5m/s であったので、この関係から換算式の係数を設定して、風洞実

験の各計測点の風速を換算した（図 3-2-1）。 
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図 3-2-1 東京の夏の正午における風速の試算 

 

 

以上の方法によって風速を換算した風洞実験の結果と、大規模実測調査の結果との比較

を図 3-2-2 に示す。それぞれの結果をベクトル表示している。双方を比較した結果、風向・

風速について実測値と実験値の傾向が概ね一致していた。これにより、風洞実験の再現性

が有意であることが確認できた。 

これらの結果をふまえ、次節で示す市街地改造による風通し効果について実験を行った。 

 

 

図 3-2-2 風洞実験結果と実測調査との比較 
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3-3 市街地改造による風通し効果のケーススタディ 
日本橋川のような都市河川や八重洲通りのような幹線道路は、第 2 章 2-1 に示すように

都市空間の連続した隙間空間であり、「風の道」としての効果が期待できる。例えば冷涼な

海風が海岸から地表面に沿って街路・河川等を通じて流入することや、上空を流れる海風

が街路・河川沿いの建物群に誘導されて地表付近を流れることにより、地上付近の気温の

低下が期待できる。 

そこで、市街地形態の改善（例えば、高架道路やビルの撤去、河川沿岸建物の低層・低

容積化）が「風の道」としての都市河川や幹線道路に及ぼす影響・効果について日本橋川

周辺と東京駅周辺を対象に、ケーススタディによって検証した。 

まず、日本橋川周辺について取り上げる。日本橋川の河道の上には 1960 年代に建設さ

れた首都高速の高架道路が通っている（図 3-3-1～図 3-3-3）。この高架道路は、第 2 章 2-2

で示したように、河道の上空を遮蔽する位置にあり、川の周辺にビルが密集しているとい

った条件により、河道並びにその付近と、上空を流れる海風との空気交換並びに水平方向

の海風の流れが抑制される可能性がある。 

 

 

 
図 3-3-1 日本橋と首都高速高架 

 

 

 
図 3-3-2 首都高速の高架下の日本橋 



 31

 
図 3-3-3 江戸橋ジャンクション付近の日本橋川 

 

 

この日本橋川周辺地域については、都市再生事業の検討案が提示されている（図 3-3-4）。

この検討案は、日本橋川に沿って架かる江戸橋から竹橋間の首都高速の高架道路を約 2km

にわたって撤去し、一部を地下に移設することにより、日本橋をはじめとする日本橋川の

河道空間を開放的にする。さらに、これと平行して河岸建物の低層・低容積化を図りつつ、

河岸に親水空間を形成するものである。 

 

 

 
図 3-3-4 日本橋川の都市再生イメージ 

図版出典：（上）日本橋川に空を取り戻す会（日本橋みち会議）資料、（下）日本橋みちと景観を考える懇談会資料 
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図 3-3-5 は、日本橋川周辺の市街地の現状と図 3-3-4 で示した都市再生事業の検討案を市

街地模型で再現したものである。この検討案の再現にあたって、検討案では歴史的建造物

は残しつつ河岸建物の低層・低容積化を図ることになっているが、河岸建物の低層・低容

積化については現時点では具体的な計画が無いため、模型上では歴史的建造物は残し、そ

れ以外の改造範囲については、河岸の親水空間と同様に空地として取り扱うこととした。 

 

 

 
図 3-3-5 ケーススタディの検討パターン（日本橋川） 

 

 

図 3-3-6 は、現状と検討案それぞれについて風洞実験を行い、地上 4m 相当の高さにおけ

る風速変化を整理したものである。地上 4m に相当する計測点の風速分布を見ると、図 3-3-4

の市街地改造によって、風速が現状よりも 10％以上増加した範囲は、日本橋川から約 200m

の範囲にまで及んでいることがわかる。 

さらに、風通しの観点から事業効果を示す試みとして、ペンワーデン*が提案したビュー

フォート風力階級によって、風通しの変化による快適性の検討を行った。ペンワーデンは、

風速 1.6m/s 以上 7.9m/s 未満が「快適」域としている。 

これに基づいて実験結果を見ると、日本橋川周辺の市街地改造により現状と比べて 10%

以上風速が増加した領域の中で、風速が 1.6m/s 以上の「快適」域にシフトした範囲は、日

本橋川から 150m 程度にわたる可能性があるといえる。 

以上のように、市街地改造によって風速が増加したことは、その地点を流れる海風によ

る換気が促進されたと考えられ、風速の増加による快適性の向上に加えて、気温低下の効

果も期待できる。なお、この気温低下の効果の定量化については、第 4 章の地球シミュレ

ータによるシミュレーションのケーススタディとして取り扱う。 

*A. D. Penwarden et al: Wind environment around buildings, Building Research Establishment Report, 1975 
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図 3-3-6 ケーススタディによる市街地改造による風通しの改善効果 

 

 

2 つ目のケーススタディとして八重洲通りや東京駅周辺について取り上げる。八重洲通

りは、東京駅から東京湾（隅田川河口）に向かって南東方向に通じる幹線道路である。ま

た東京駅八重洲口には、高さ約 50m 幅 138m の駅ビルがあり、図 3-3-6 のように八重洲通

りに対して遮蔽物のようになっている。 

図 3-3-7 は、東京駅丸の内側（東京駅の内陸側）から東京駅八重洲口と八重洲通りを鳥

瞰したものである。駅ビルの両側にある超高層ビルは、現在進行中の東京駅八重洲口開発

によって建設された高さ約 200m のツインタワーである。図 3-3-8 は東京駅丸の内側で、図

3-3-9 の丸の内側にある行幸通りは、東京駅をはさんで八重洲通りとほぼ一直線上に位置し

て皇居に接続している。 

 

 

 
図 3-3-6 八重洲通りから見た東京駅 
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図 3-3-7 東京駅八重洲口と八重洲通り 

 

 

図 3-3-8 丸の内側から見た東京駅 

 

 

図 3-3-9 丸の内側（行幸通り）から見た東京駅 
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この東京駅八重洲口では、2013 年完成予定の大規模な再開発事業が実施されている（図

3-3-10）。現在進行中のこの計画では、既存の駅ビルの両側に高さ約 200ｍのツインタワー

が建設され、その後、既存の高さ約 50ｍの駅ビルが撤去され、そこにツインタワーをつな

ぐように高さ 27m の駅施設等が建設される予定である。 

この開発により、東京湾側の八重洲通りから東京駅を越えて内陸側にある丸の内の行幸

通り並びに皇居に向けて、いわば大きな隙間空間が形成される。そこで、この開発による

風通し効果を定量化するために、開発前後の風速の変化を風洞実験によって確認した。 

 

 

 
図 3-3-10 東京駅八重洲口開発のイメージ 

（東日本旅客鉄道株式会社記者発表資料に、既存駅ビル輪郭と文字を加筆） 

 

 

図 3-3-11 は、東京駅八重洲口の開発計画を市街地模型で再現したものである。実験は、

まず現状の市街地を再現した模型で実験を行い、次に東京駅八重洲口開発計画を再現した

模型を配置した状態で同様に実験を行い、現状と開発後の各計測点の風速変化を確認した。 
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図 3-3-11 ケーススタディの検討パターン（東京駅） 

 

実験の結果、図 3-3-12 に示すように再開発によって風上側の東京駅八重洲口から丸の内

に向けて風速が増加し、特に丸の内においては最大 30%風速が増加している。これにより、

市街地改造による風通し効果が確認された。なお、再開発による風速変化の性状や気温に

及ぼす効果・影響については、第 4 章の地球シミュレータによるシミュレーションで取り

扱う。 

 

 
図 3-3-12 ケーススタディによる市街地改造による風通しの改善効果 
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４．地球シミュレータによるシミュレーション技術の開発 
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４．地球シミュレータによるシミュレーション技術の開発 

 

4-1 地球シミュレータによるシミュレーション技術の概要 

4-2 地球シミュレータによるシミュレーション結果の検証 

4-3 市街地改造による熱環境改善効果のケーススタディ 
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４．地球シミュレータによるシミュレーション技術の開発 

 

世界最速レベルのスーパーコンピュータによる、都市全域の個々の建物・街路における

気温・風速を予測可能なシミュレーション技術を開発した。 

 

4-1 地球シミュレータによるシミュレーション技術の概要 

地球シミュレータは、平成 14 年（平成 14 年）3 月に運用を開始した世界最速レベル（当

時）のスーパーコンピュータで、神奈川県横浜市にある独立行政法人海洋研究開発機構の

地球シミュレータセンターが管理・運営を行っている。 

この地球シミュレータは、コンピュータ上に全地球を再現して、地球規模の気候変動や

地殻変動などを数値シミュレーションにより解明することを目的に建設されたもので、そ

の計算能力は一般的なスーパーコンピュータ 640 台分に相当する計算能力を持っている

（図 4-1-1）。 

「風の道」に流入する海風が街路空間にどのように流入するか等の大きなスケールから

個別建物の対策といった様々なヒートアイランド対策効果を評価するために、この地球シ

ミュレータを最大限に活用したシミュレーション技術を、独立行政法人建築研究所と共同

で開発した。 

 

 
図 4-1-1 地球シミュレータ全体模型写真 

 

 

この地球シミュレータを用いた解析の流れを図 4-1-2 に示す。解析に使用した計算モデ

ルはパソコン向けの汎用流体プログラムを、地球シミュレータ向けに改良を施し、解析精

度を向上させたものである。シミュレーション技術の開発に着手した平成 16 年度（2004

年度）当時の計算領域は、東西 5km、南北 5km であったが、翌年には 10km 四方の計算が

可能になり、さらに平成 18 年度（2006 年度）には東京都区部全域をカバーする 30km 四

方の計算が可能になった。 
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（地球シミュレータ上に構築）

標高（5mDEM） 土地利用（都GIS） 建物高さ（ﾚｰｻﾞｰ計測）

日陰ｽｶｲ
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ﾙ・ﾓﾃﾞﾙ
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3次元顕熱潜熱
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ｋ－εﾓﾃﾞﾙ

解析システム
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人工排熱
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サブモデル
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解析の流れ

○最適化現状（2006.9）

・計算規模 1２０ノード

・ベクトル化率 ９８．８０１％

・並列化効率 ６３．０６％

・ピーク性能 ２０．３％

南北10km×東西10km×上空500m→約5億メッシュ

 
図 4-1-2 地球シミュレータによる解析の流れ 

 

 

シミュレーションにあたっては、空間的に個別の建物を認識できる単位で計算する必要

があることから、平面的には 5m メッシュとし、鉛直方向には超高層ビル周辺の影響や海

風の流入等を再現するために、最大高さは標高 500m までとし、地上近くは約 1m 間隔で

高度が高くなるにつれ 10m 単位程度で空間を分割した。 

以上の空間分割に対応するためには、地形や建物形状について非常に精緻なデータが必

要になる。そこで地形については、国土地理院が整備している 5mDEM（数値標高データ）

を用いた（図 4-1-3）。 

 

 
図 4-1-3 東京臨海・都心部の標高（国土地理院数値標高データ） 

 

建物形状については、政令指定都市等で 1/2,500 地形図等が電子データとして整備され、

建物形状や用途、建物構造、建物階数等のデータが整備されている。本研究では東京都都

市計画データを用い、建物高さの算定に当たっては、国土地理院の航空レーザ測量データ

を利用した（図 4-1-4）。これに基づく地区のイメージ例と日向・日陰判定を図 4-1-5～図

4-1-7 に、これに基づく表面温度の設定値を表 4-1-1 に示す。 
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図 4-1-4 航空機レーザ測量データ（国土地理院提供）による建物高さの判別 

 

 

 
図 4-1-5 5m メッシュによる市街地のイメージ 

 

 

 

図 4-1-6 日射到達高さの簡易判定 



 42

 
図 4-1-7 日向・日陰判定の例 

 

 

表 4-1-1 地表面・建物の表面温度（入力データ） 

  
 

 

 各種人工排熱の算出方法を図 4-1-8～図 4-1-10 に示す。 

 

 
図 4-1-8 人工排熱量の算出（建物） 
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図 4-1-9 人工排熱量の算出（道路交通） 

 

 

 

図 4-1-10 人工排熱量の算出（工場） 

 

 

 東京臨海・都心部 10km 四方の範囲を計算するにあたり、その周囲の風向・風速・温位

等の境界条件は、メソスケールモデルである気象モデル（LOCALS）で 100km 四方程度を

計算してこれに与えた（図 4-1-11）。 
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図 4-1-11 メソスケール計算結果（LOCALS による） 

 

 

 以上の入力データをもとに、地球シミュレータを用いて計算した結果を図 4-1-12～4-1-18

に示す。 

 

 

 
図 4-1-12 東京臨海・都心部 10km 四方の風向・風速のシミュレーション結果 
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図 4-1-13 地上 100m におけるスカラー風速分布 

 

 

 

図 4-1-14 地上 100m における気温分布 
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 図 4-1-15 は、図 4-1-14 の様々な地区（高層地区・中層地区・住宅地区・公園地区）にお

ける気温分布の鉛直分布を示したものである。このように、広域にわたって精緻に解析で

きる地球シミュレータによるシミュレーション技術よって、様々な地域特性を持つ地区の

熱環境を比較検討することができる。 
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図 4-1-15 各地区における気温の高さ方向の分布 

 

 

 
図 4-1-16 地球シミュレータによる地上 10m の気温分布（部分拡大図） 
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図 4-1-17 有楽町周辺の風の流れ 

 

 

 

図 4-1-18 汐留・新橋周辺の風の流れ 
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4-2 地球シミュレータによるシミュレーション結果の検証 
 前節で計算した地球シミュレータによる計算結果を検証するために、シミュレーション

結果と同じ日時（2005 年 7 月 31 日 14 時）に実施された先述の大規模実測調査結果とを比

較した（図 4-2-1、図 4-2-2）。 

 

 

 

図 4-2-1 気温分布の数値解析結果（2005 年 7 月 31 日 14 時の条件で計算） 

 

 

 
図 4-2-2 気温分布の実測調査結果（2005 年 7 月 31 日 14 時） 
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 比較の結果、RMS 誤差として 1℃以内で計算結果と実測調査結果が一致した。これは都

市の気温分布のシミュレーション結果としては非常に良好な結果である。 

 さらに、日本橋川・目黒川の河川近傍の風の流れについて、シミュレーション結果と実

測調査結果とを比較した結果、概ねある一定範囲で一致するが、局地的な建物等の影響に

より大きく異なることもあり得ることがわかった（図 4-2-3）。 

 

 

N1

N2
N3

N4

(a)日本橋川
実測結果

計算結果

M1

M3

M2

M4

5m/s

(b)目黒川

実測結果
計算結果

0 1km

河川近傍の風向・風速に関する実測と計算の比較

（２００５年７月３１日１４時）

 
図 4-2-3 河川近傍の風向・風速に関する実測と計算との比較 

 

 



4-3 市街地改造による熱環境改善効果のケーススタディ 
以上の成果を踏まえて、対策効果のシミュレーション（表 4-3-1）のケーススタディとし

て、第 3 章の風洞実験において市街地改造による風の流れの変化を検討した東京駅・日本

橋川周辺を対象に、市街地改造によって生じた「風の道」等による気温及び風向・風速の

変化を定量化する。 

 

 

表 4-3-1 シミュレーションによる対策効果の定量化に必要な入力データ 

 

 

 

 図 4-3-1 は、東京駅八重洲口並びに日本橋川周辺の市街地改造のイメージを示したもの

である（詳細は第 3 章 3-3 参照）。これらを風洞実験と同様に、地球シミュレータ上でも再

現した。 

 

 
図 4-3-1 市街地改造のイメージ 
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地球シミュレータによる解 エリアは第 3 章の風洞実験

における市街地模型と同じ水平面 2.5km×1.5km の範囲を 1m メッシュに分割した。また、

鉛直方向は水面から高さ 500m までを対象に、地上付近は約 1m 間隔で上空に向かって徐々

に間隔を大きくして地上 500m 付近は約 10m 間隔となるように 100 分割した。 

 

 

図 4-3-2 地球シミュレータによる解析エリア 

 

 

 なお、日本橋川周辺については、河川上の首都高速道路の高架を精緻に再現する必要が

あるため、道路しゅん工図を参考に、3 次元データを別途作成した（図 4-3-3）。 

 

 

 
図 4-3-3 高架道路の 3 次元データの整備 

析エリアを図 4-3-2 に示す。解析
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解析は、現状（2003 年頃）としての図 4-3-4 に示すケースと開発後として図 4-3-1 の市

街地改造のイメージを反映した図 4-3-5 の 2 つのケースについて実施した。開発後の建物

形状・配置は風洞実験と同じとし、境界条件は 2005 年 7 月 31 日正午の気象条件とした。 

 

 

図 4-3-4 現状ケース 

 

 

図 4-3-5 開発後ケース 
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 現状及び開発後の地上 5m における気温と風向・風速分布の計算結果を、それぞれ図 4-3-6

と図 4-3-7 に示す。 

 

 

 

図 4-3-6 現状ケースのシミュレーション結果（地上 5m での気温と風向・風速） 

 

 
図 4-3-7 開発後のシミュレ での気温と風向・風速） 
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ーション結果（地上 5m



 図 4-3-8、図 4-3-9 は、地上高さ 30m における風速分布を立体的に表示したものである。

現状と開発後を比較すると、新規に建設された超高層ビル周辺や東京駅構内、行幸通りに

いて風速の増加が確認できる。 

 

 

図 4-3-8 風速ベクトルの分布図（現状・地上高さ 30m） 

 

 

図 4-3-9 風速ベクトルの分布図（開発後・地上高さ 30m） 

 

 

図 4-3-10、図 4-3-11 は、開発後と現状の地上 5m における気温差並びに風速差を示した

ものである。双方を比較すると、図 4-3-11 で風速が増加しているところは図 4-3- が示す

ように気温が低下する傾向がみられる。また、開発に伴う風速の増加により局地的に形成

お

10
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される熱だまりが解消されて広範囲にわたって気温低下が認められ、日本橋より上流の河

岸や丸の内を中心に最大 2℃程度の気温低下が確認された。 

 

 

 

図 4-3-10 開発前後の気温の変化（地上 5m） 

 

 

 
図 4-3-11 開発前後の風速の変化（地上 5m） 
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なお、シミュレーション結果の妥当性を検証するために、風洞実験結果並びに大規模実

測調査の結果と、シミュレーション結果とを比較したところ、概ね一致することが確認さ

た（図 4-3-12、図 4-3-13）。 

 

 
図 4-3-12 数値解析結果と実測調査並びに風洞実験結果との比較（風向・風速） 

 

図 4-3 比較 

れ

 

 

-13 シミュレーション結果と風洞実験結果との

 56



 

 

 

 

５．パソコンによる対策効果シミュレーションソフトの開発 
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５．パソコンによる対策効果シミュレーションソフトの開発 

 

5-1 対策効果シミュレーションソフト 

5-2 対策効果シミュレーションソフトに必要なデータ 

5-3 総合的な対策効果のケーススタディ 
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図 5-1-2 メッシュの大きさと解析範囲 
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図 5-1-3 対策効果シミュレーションソフト（パソコンソフト） 
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5-2 対策効果シミュレーションソフトに必要なデータ 
 前節で示したシミュレーションソフトによる対策効果の予測を行う際のシミュレーショ

ンの流れを図 5-2-1 に示す。 
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図 5-2-1 シミュレーションの流れと必要なデータ 

 

 

 このシミュレーションの計算モデルは、前章の地球シミュレータの計算モデルがベース

になっているため、計算に必要な入力データは以降に示すように地球シミュレータと同様

のデータとなっている。 

 

 

表 5-2-1 土地利用に関する GIS データ 
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図 5-2-2 建物高さの算出 

 

 
図 5-2-3 メッシュデータの作成 

 

 
図 5-2-4 日照の判定 
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図 5-2-5 建物の人工排熱量の算出 

 

 

図 5-2-6 道路交通の人工排熱量の算出 
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図 5-2-7 工場の人工排熱量の算出 

 

 

境界条件入力にあたっては、600m 四方の計算領域の周囲に図 5-2-8 が示すように気象モ

デルによる境界条件を入力した。 

と同様に 1℃以内での予測が可能であるが、今回は汎

用

 

 
図 5-2-8 境界条件の算出 

 

これは前章で計算した、地球シミュレータによるシミュレーションの計算結果を境界条

件として与えれば地球シミュレータ

性を考慮して、地方都市でも計算可能な気象モデル（LOCALS）を境界条件として設定

した。 

 

 64



5-3 総合的な対策効果のケーススタディ 
このパソコンによる対策効果シミュレーションソフトを用いて様々な対策効果のシミ

ュレーションを行った。対象地区は東京都新橋・虎ノ門地区（図 5-3-1、図 5-3-2）で、幹

線道路整備、屋上緑化、保水性舗装、省エネによる総合的な対策効果のシミュレーション

のケーススタディを行った。気象条件等の設定は、2005 年の 7 月 31 日 12 時とした。 

 

 
図 5-3-1 ケーススタディ領域（青色の太枠部分） 

 

 

 
図 5-3-2 対象地区の状況 
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 ケーススタディは表 5-3-1 に示す 7 つのケースを設定して行った。 

 

表 5-3-1 ケースの設定 

• ケース１：標準

‐ 全ての建物の屋上面積の半分を芝生化と想定

• ケース３：地上緑化
– 地上面積の半分を保水性舗装と想定

• ケース４：省エネ
– 人工排熱が50%減少

• ケース５：幹線道路整備
– 幹線道路の整備（環状二号線開通）により風通しを確保

• ケース６：総合的対策①（全対策）
– ケース５に対してケース２，３，４を実施

• ケース７：総合的対策②（幹線道路整備を除く全対策）
– ケース１に対してケース２，３，４を実施

 
 

3-3 に現状の市街地データを入力することによって得られたシミュレーション結果

を示す。結果は以降の結果を含めて地上 10m における気温及び風向・風速分布である。

なお、計算にあたり対象地区の周辺の風や気温の境界条件は気象モデル（LOCALS

7 月 31 日 12 時のデータを与えている。 

– 現状の土地利用、人工排熱を設定するケース

• ケース２：屋上緑化

 

図 5-

 

）の

2005 年

 
図 5-3-3 シミュレーション結果（現状） 
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図 5-3-4 屋上緑化のシミュレーション結果 

 

 

図 5-3-5 屋上緑化の気温低下効果の試算 

 

 図 5-3-4 に屋上緑化の計算結果及び現状の気温との差分を図 5-3-5 に示す。地区内の屋上

面積の 50%緑化による効果の試算結果は、概ね風下側半分の領域で 0.1℃前後の低下効果

であった。なお、屋上面が地上 20～30m 程度の高さにあること、臨海部であるため気象モ

デルによる境界条件として、風上側にある超高層ビル群による影響が少なめに計算されて

いる可能性がある。 
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図 5-3-6 地上緑化のシミュレーション結果 

 

 

 
図 5-3-7 地上緑化の気温低下効果の試算 

 

  

地上の非建ぺい地の 50%を保水性舗装や地上緑化を施した結果を図 5-3-6 に、これらの

対策による現状との気温差を図 5-3-7 に示す。 
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図 5-3-8 省エネのシミュレーション結果 

 

 

 
図 5-3-9 省エネの気温低下効果の試算 

 

 

 

 

空調による排熱（顕熱）の 50%を省エネもしくは潜熱化した計算結果を図 5-3-8 に示す。

また、現状との気温差を図 5-3-9 に示す。 
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図 5-3-10 幹線道路整備のシミュレーション結果 

ケーススタディ地区では幹線道路（環状二号線）の整備が計画されており、これが開通

、建物高さ 50m もしくは 60m と想定した。図

5-3-10 が計画実施後の気温と風向・風速の計算結果、図 5-3-11 が現状との気温差である。 

 

 

 
図 5-3-11 幹線道路整備の気温低下効果の試算結果 

 

 

 

した場合の幹線道路の「風の道」としての効果を計算した。道路沿道の建物の想定は、周

辺の都市計画の状況をふまえ建ぺい率 50％
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図 5-3-12 幹線道路整備の気温低下効果の試算結果（表示温度の範囲を拡大） 

 
図  

 

 

 

 

5-3-13 幹線道路整備が風に及ぼす効果の試算結果

 図 5-3-12 は、図 5-3-11 の表示温度の範囲を拡大したもので、他の対策と比較して対策に

よる気温低下が幹線道路内で 2℃以上になることを示している。また、図 5-3-13 の風速が

幹線道路に沿って海側から内陸側に向かって増加する傾向が見られることから、この気温

低下は幹線道路整備によって冷涼な海風の流入が促進されたことによる効果と考えられる。 
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図 5-3-14 総合的対策①（全対策）のシミュレーション結果 

 

 

 
図 果 

 

 

5-3-15 総合的対策①（全対策）のシミュレーション結

 図 5-3-14 に、以上の全対策をすべてケーススタディ地区に導入した場合の結果を示す。

また、図 5-3-15 に現状との気温差を示す。風通しの変化による高温化した部分が見られる

が、地区全体的には 0.3℃以上気温が低下している。更に表示温度の範囲を拡大すると（図

5-3-16）幹線道路内を中心に広い範囲で大きな気温低下効果が期待できることが分かる。 
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図 5-3-16 総合的対策①（全対策）の気温低下効果の試算結果（表示温度の範囲を拡大） 

 
図 5-3-17 総合的対策②（幹線道路整備を除く全対策）のシミュレーション結果 

 

 

 

 

 図 5-3-17 に他の対策と比較して非常に気温低下に影響のあった幹線道路整備を除く全対

策の計算結果と図 5-3-18 に現状との気温差を示す。図 5-3-19 は表示温度の範囲を拡大した

ものである。 
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図 5-3-18 総合的対策②（幹線道路整備を除く全対策）の気温低下効果の試算結果 

 

 
図  

（表示温度の範囲を拡大） 

 

5-3-19 総合的対策②（幹線道路整備を除く全対策）の気温低下効果の試算結果
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6-1 対策効果シミュレーションソフト 

6-2 対策効果の考え方 

6-3 地域特性に応じた対策 
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６．今後の展開 

 

 前章までに示した成果の今後の活用方策について整理した。 

 

6-1 対策効果シミュレーションソフト 

本研究で開発した対策効果シミュレーションソフトは、地球シミュレータ上で構築した

計算モデルを、計算可能な空間の広さの制約があるものの、パソコン上でも計算を可能に

したソフトウェアである（図 6-1-1）。現時点でこのシミュレーションソフトは、データ入

力や計算の実行、計算結果の出力に GIS（地理情報システム）や FORTRAN（プログラミ

ング言語）等の知識があれば利用可能である。すなわち、一般的な数値解析を業務として

行うコンサルタントであれば、任意の地区での対策効果の検討が技術的に可能である。 

 

 
図 6-1-1 対策効果シミュレーションソフト 

 

 

しかし、地方公共団体等の現場でこのソフトを使いたいという要望や、操作に必要な基

礎知識を持った一般のコンサルタントであっても、計算の前処理や後処理に煩雑なところ

があるため、より使いやすく改良する余地が残されている。これらのニーズに応えるため

に具体的には、市販の GIS を持っていなくても簡単に入力データが作成できるような機能

を付加した簡易版のソフトウェアを別途開発したり、後者については自動処理プログラム

や計算プログラムを追加したりするなどの改良を施し、今後 2 年をめどにより使いやすい

ソフトウェアを提供することを予定している。 

また、これらのソフトウェアを国や地方公共団体、コンサルタント、民間事業者等に配

付する際に添付する取り扱い説明書の作成が必要である。この説明書の内容としては、第

一に効果的な対策を検討したいユーザーのニーズに対応するために、どのようなかたちで

対策効果がアウトプットとして示されるのか、さらにシミュレーションによって計算可能

な内容を、予め整理して例示しておくことも予定している。 

さらに、シミュレーションに必要な様々な入力データとその構造、さらにはそのデータ
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をどのように変化させると、境界条件の計算を含めて計算結果に反映されうるのかについ

ても例示することとし、これにより、都市マスタープランづくりや都市開発プロジェクト

による環境変化の予測等に活用されることを予定している。 

 

対策効果シミュレーションソフト
取り扱い説明書のイメージ

• シミュレーションの流れ
– どのようなかたちで対策効果がアウトプットとして示されるのか

– シミュレーションの限界、等

• 必要な入力データ（地理情報、熱に関するデータ等）

– シミュレーションには、どのようなインプットデータが必要か？

– データをどのように変化させると効果に反映されうるのか !

造型する人々（デザイナー、計画者など）に
効果的なヒートアイランド対策の考え方を提供

都市マスタープランづくりや都市開発プロジェクトによる熱環境変化の予測等に活用  
図 6-1-2 対策効果シミュレーションソフトの取り扱い説明書のイメージ 

 
 

6-2 対策効果の考え方 

 前章までに示したシミュレーションは、夏の日中の昼間の計算を前提としている。しか

し、ヒートアイランド対策としては熱帯夜対策も重要であることから、夜間等他の時間帯

における計算、更には体感評価も可能にする計算モデルの改良やこれに基づく評価が必要

であり、引き続き検討していく予定としている。 

 

 

6-3 地域特性に応じた対策 
 効果的な対策を検討可能にするために、地域特性に応じた対策メニューの整理等を行う

必要がある。以上に示した対策効果シミュレーションソフトや、対策効果の考え方、地域

特性に応じた分析に関連した課題を整理したものを図 6-3-1 に示す。 

 

今後の展開

• 対策効果シミュレーションソフトを、より使いやすく

– 国や地方公共団体、まちづくりＮＰＯ、民間事業者等
向けに実用的な評価ツールとして提供

• 対策効果の可視化と施策との連携

– 昼夜間を通じた対策効果、体感評価

– 地域特性に応じた対策メニューの整理

– 都市計画運用指針への展開等

 
図 6-3-1 今後の展開 
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山崎 篤男  国土交通省都市・地域整備局都市計画課 課長(H16) 

由木 文彦  国土交通省都市・地域整備局都市計画課 課長 

竹内 直文  国土交通省都市・地域整備局市街地整備課 課長(H16-17) 

松田 秀夫  国土交通省都市・地域整備局市街地整備課 課長(H17-) 

松谷 春敏  国土交通省都市・地域整備局街路課 課長 

高梨 雅明  国土交通省都市・地域整備局公園緑地課 課長(H16-17) 

小川 陽一  国土交通省都市・地域整備局公園緑地課 課長(H17-) 

池内 眞一  国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課 課長(H16-17) 

江口 稔一  国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課 課長(H17-18) 

青木 庸三  国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課 課長(H18) 
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坪香 伸   国土交通省河川局河川環境課 課長(H16-17) 

久保田 勝  国土交通省河川局河川環境課 課長(H17-) 

祢屋 誠   国土交通省道路局地方道・環境課 課長(H16-17) 

下保 修   国土交通省道路局地方道・環境課 課長(H17-) 

高井 憲司  国土交通省住宅局住宅生産課 課長(H16-17) 

坂本 努   国土交通省住宅局住宅生産課 課長(H17-) 

井上 俊之  国土交通省住宅局市街地建築課 課長 

栗原 弘一  気象庁気候・海洋気象部気候情報課 課長(H16-17) 

気象庁地球環境・海洋部気候情報課 課長(H17-) 

小畑 晴治  独立行政法人都市再生機構都市住宅技術研究所 所長(H16-17) 

小林 義和  独立行政法人都市再生機構都市住宅技術研究所 所長(H17-) 

瀬川 俊郎  環境省環境管理局大気環境課大気生活環境室 室長(H16) 

内藤 克彦  環境省水・大気環境局大気環境課大気生活環境室 室長 

打田 武彦  東京都環境局都市地球環境部 副参事（温暖化対策担当）(H16-17) 

井上 卓   東京都環境局都市地球環境部 副参事（温暖化対策担当）(H17-) 

 

事務局 

森田 雅文  国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部 部長(H16) 

坂  真哉  国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部 部長(H16-17) 

後藤 隆之  国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部 部長(H17-) 

明石 達生  国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部都市計画研究室  室長(H17-) 

鍵屋 浩司  国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部都市開発研究室  主任研究官 

並河 良治  国土交通省国土技術政策総合研究所環境研究部道路環境研究室 室長 

藤原 宣夫  国土交通省国土技術政策総合研究所環境研究部緑化生態研究室 室長(H16) 

松江 正彦  国土交通省国土技術政策総合研究所環境研究部緑化生態研究室 室長(H16-) 

大橋 征幹  国土技術政策総合研究所総合技術政策研究センター評価システム研究室   主任研究官 

中島 秀敏  国土交通省国土地理院地理調査部環境地理課 課長(H16) 

永山 透   国土交通省国土地理院地理調査部環境地理課 課長(H16-) 

田中 宏明  国土交通省国土地理院測図部測図技術開発室    室長 

小荒井 衛  国土交通省国土地理院地理地殻活動研究センター地理情報解析研究室   室長(H17-) 

足永 靖信  独立行政法人建築研究所環境研究グループ 上席研究員 

 

宇都宮啓史  財団法人国土技術研究センター 常任参与(H16-18) 

松井 敏夫  財団法人国土技術研究センター 常任参与(H18-) 

亀村 幸泰  財団法人国土技術研究センター研究第一部 部長 

高橋 宏幸  財団法人国土技術研究センター研究第一部         主任研究員(H16-17) 

坂田 昌平  財団法人国土技術研究センター研究第一部         主任研究員(H17-18) 
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国土交通省総合技術開発プロジェクト 

「都市空間の熱環境評価・対策技術の開発」 

熱環境評価・都市空間形成ワーキンググループ 

 

 

ＷＧメンバー 

主 査  尾島 俊雄 早稲田大学理工学部 教授（都市環境） 

堀越 哲美 名古屋工業大学大学院工学研究科 教授（都市環境） 

三上 岳彦 東京都立大学大学院理学研究科 教授（地理科学） 

足永 靖信 独立行政法人建築研究所環境研究グループ  上席研究員（都市環境） 

藤部 文昭 気象庁気象研究所予報研究部第三研究室  室長（気象学）(H16-17) 

千葉 長  気象庁気象研究所環境・応用気象研究部第二研究室 室長（気象学）(H17) 

清野 直子 気象庁気象研究所環境・応用気象研究部第二研究室 主任研究官（気象学）(H17-) 

成田 健一 日本工業大学工学部 教授（都市環境）(H17-) 

半田真理子 財団法人都市緑化技術開発機構都市緑化技術研究所 所長（都市緑地）(H18) 

森山 正和 神戸大学大学院工学研究科 教授（都市環境）(H18) 

深見 和彦 独立行政法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター水災害研究グループ 

上席研究員（水環境）(H18) 

行政メンバー 

森下 博之  国土交通省大臣官房技術調査課 技術開発官(H16) 

佐藤 誠   国土交通省大臣官房技術調査課 技術開発官(H16-17) 

坂田 昌平  国土交通省大臣官房技術調査課 技術開発官(H17-18) 

大木 章一  国土交通省大臣官房技術調査課 課長補佐(H18) 

松野 栄明  国土交通省総合政策局国土環境・調整課 課長補佐(H16-17) 

石田 雅博  国土交通省総合政策局国土環境・調整課 課長補佐(H17-18) 

佐近 裕之  国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課 課長補佐(H16-17) 

波多野真樹  国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課 課長補佐(H17-18) 

明石 達生  国土交通省都市・地域整備局都市計画課 土地利用調整官(H16-17) 

加藤 永   国土交通省都市・地域整備局都市計画課 土地利用調整官(H17-18) 

神田 昌幸  国土交通省都市・地域整備局都市計画課 企画専門官(H16-17) 

佐藤 哲也  国土交通省都市・地域整備局都市計画課 企画専門官(H17-18) 

梛野 良明  国土交通省都市・地域整備局都市計画課 企画専門官(H16-17) 

藤吉 信之  国土交通省都市・地域整備局都市計画課 企画専門官(H17-18) 

徳永 幸久  国土交通省都市・地域整備局市街地整備課 企画専門官(H16-17) 

中村 英夫  国土交通省都市・地域整備局市街地整備課 企画専門官(H17-18) 

英  直彦  国土交通省都市・地域整備局街路課 企画専門官 

新田 敬師  国土交通省都市・地域整備局公園緑地課 企画専門官(H16-17) 

古澤 達也  国土交通省都市・地域整備局公園緑地課 企画専門官(H17-18) 
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榊原 隆   国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課 技術開発官(H16-17) 

松原 誠   国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課 下水道技術開発官(H17-18) 

那須 基   国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課 下水道技術開発官(H18) 

青木 伊知郎 国土交通省住宅局市街地建築課 企画専門官(H16-17) 

松本 忠   国土交通省住宅局市街地建築課 課長補佐(H17-) 

小畑 晴治  独立行政法人都市再生機構都市住宅技術研究所 所長(H16-17) 

小林 義和  独立行政法人都市再生機構都市住宅技術研究所 所長(H17-) 

中島 高志  東京都都市整備局都市づくり政策部 政策調整担当課長(H16-17) 

藤田 雅人  東京都都市整備局都市づくり政策部 副参事（政策調整担当）(H17-18) 

中村 一郎  東京都都市整備局都市づくり政策部 政策調整担当課長(H18) 

豊田 英男  中央区都市整備部都市計画課     課長(H16-17) 

島田 勝敏  中央区都市整備部都市計画課     課長(H17-18) 

田野 則雄  中央区都市整備部都市計画課     課長(H18) 

佐野 和典  港区街づくり推進部          副参事（計画担当） 

上野 雄一  品川区まちづくり事業部都市開発課       課長(H16-18) 

青木 成昭  品川区まちづくり事業部都市開発課       課長(H18) 

 

オブザーバー 

福田 至   東京都都市整備局都市づくり政策部    開発プロジェクト推進室長(H16-18) 

田中 祥夫  東京都都市整備局都市づくり政策部    開発プロジェクト推進室長(H18) 

妹尾 高行  東京都都市整備局都市づくり政策部       副参事（開発計画推進担当）(H16-18) 

上野 雄一  東京都都市整備局都市づくり政策部       副参事（開発計画推進担当）(H18) 

山本 明   東京都環境局都市地球環境部       建築物配慮担当課長(H16-17) 

  打田 武彦  東京都環境局都市地球環境部          副参事（温暖化対策担当）(H17) 

井上 卓   東京都環境局都市地球環境部          副参事（温暖化対策担当）(H17-) 

 

事務局メンバー 

森田 雅文  国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部 部長(H16) 

坂  真哉  国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部 部長(H16-17) 

後藤 隆之  国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部 部長(H17-) 

明石 達生  国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部都市計画研究室 室長(H17-) 

鍵屋 浩司  国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部都市開発研究室 主任研究官 

 

亀村 幸泰  財団法人国土技術研究センター研究第一部 部長 

高橋 宏幸  財団法人国土技術研究センター研究第一部   主任研究員(H16-17) 

坂田 昌平  財団法人国土技術研究センター研究第一部   主任研究員(H17-18) 
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