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都市の生活空間を覆う大気は、その運動によってざまざまな形で人間社会に干渉する。田村研究室では
スーパーコンピュータを用いて大気の流動現象を解析することで、環境・防災問題の解決を目指している。
本稿では、風の流れを解析することの複雑さを理解した上で、LES 解析という手法に触れてもらい、後半
ではその解析結果の汎用性について注目していく。

風の輪郭を意識する

やエネルギー効率、経済などさまざまな面で合理
性を追求している最中である。だが、現代都市に

都会の高層ビル群の付近を歩いている際、しば

おいて高層ビルは必要不可欠な存在である一方

しば強い風を受け、衣服や髪が乱れてしまった経

で、建築物の高層化には副次的な影響やデメリッ

験があるだろう。高層ビルの周辺で風速が増加し

トがいくつか存在する。そのうちの1つに、空高

てしまうことがあるのは、もし高層ビルがなけれ

くそびえ立つ高層ビル自体が風の影響を大きく受

ばその場所を通過していただろう風が行き場を

けると同時に、その地域の風の強さや向きを一変

失って、建物の頂部あるいは両サイドに廻り込む

させてしまうことが挙げられる。そうして発生し

からである。高層ビルの場合、頂部を超えるもの

たビル風は、周辺家屋や生活環境、歩行者に障害

よりも建物に遮られ狭くなった両サイドを廻りこ

を及ぼす可能性がある。なので私たちは、高層ビ

む流れが多く、地上付近の風速への影響が強まっ

ルを建設する前の段階において、何らかの方法で

ている。これが、風向に対して建物の側方の部分

将来のビル風現象の変容を予測し、設計すること

で風速が増加する理由である。まとめると、私た

が求められている。

ちが高層ビルの周辺で感じる局部的な強風は、さ

さて、本稿で取り上げる研究室は、大気流動現

まざまな建物の側方で生じる流れが複雑に干渉し

象の解析を専門としている田村哲郎先生の研究室

合ったものということになる。

である。先生は、都市の生活空間を覆う大気の流

今日、東京中心部の大手町や八重洲では高層ビ

動現象を、シミュレーション技術を用いることで

ルが次々と建設され、高密度に街を埋め尽くして

明らかにしている。後にも記述するが、現在、シ

いる。都市は高層化し集約することで、土地利用

ミュレーション技術は自然現象の観測技術及び
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スーパーコンピュータのパフォーマンスの向上に

次に、地表近傍での風の解析の複雑さを理解す

よりその精度が大きく進歩している。先生はこの

るために、2つ要点を紹介しよう。1点目、生活空

シミュレーション技術により、数十 km やそれよ

間スケールで見たとき、都市の表面は完全なラン

りも小さいオーダーの生活空間スケールで風の流

ダムというわけではないことである。地表近くの

れを捉えることで、人間社会にもたらされる大気

状態は千差万別であるものの、都市というのは住

の環境・防災問題の解決を目標としている。では

宅地域や商業地域、工業地域のように用途地域が

実際に風の流れの解析手法に焦点を合わせて、田

大まかに決まっている。建物の形状は、住宅地域

村研究室で行われている研究内容を見ていこう。

であれば二階建て、商業地域であれば七・八階建
てや数百 m クラスの高層ビル、工場地域であれば

LES という解析手法

色が存在しうる。そういった中で、ある一定の高

ここでは風の解析手法について説明する前に、

さでの風速や風向などの情報を調べたとき、各地

先に述べた生活空間スケールという言葉に関して

域でできる風の環境というのは全く違う結果に

具体的にどういったスケールが存在するのかを知

なってくる。それぞれの地域での風の特徴は別の

ることで、生活空間スケールで風の流れを捉える

地域での特徴に影響を与えるため、干渉し合う姿

ということの意味や、都市の地表近傍での風を解

を併せて全体と個々の特徴の両方を把握しなけれ

析することの複雑さについて理解しておきたい。

ばならない。もし変動する特徴が同じ性質であれ

まず、生活空間スケールよりも大きな、数百 km

ば数学的なアプローチが使えるが、地域ごとで偏

といったオーダーの気象スケールというものに注

りが存在するため、逐次的に解析していかなけれ

目してもらう。近年では、気象スケールで自然現

ばならない。

象を見たとき、遠隔探査のような技術の発達によ

2点目として、解析は風の速度や圧力が不規則

り観測モニタリング技術が向上したことで、さま

に変化する流れ、つまり乱流の中、かつ地上付近

ざまな情報を得られるようになったと言える。例

という非常に限られた部分で3次元物体周りの流

えば、近い将来発生しうる豪雨や強風、降雪など

れを扱うこととなる。すると、自然現象が相手と

の情報が以前よりも的確に予測されるようになっ

いうこともあり、不確定要因が必ず発生し理論的

たことが挙げられるのだが、こういった情報は気

に現象を説明できない面も多く含まれてしまう。

象学の立場から科学的に自然現象のメカニズムを

このことからも、地表近傍での風の解析が複雑に

捉えている部分があり、直接的に大気に纏わる防

なるわけが理解できるだろう。

災であったり建築環境の問題を取り扱うといった
形からは少しずれている。そのため、我々人間の

8

敷地の広い平屋といったように、地域間で差や特

では実際、どのような手法で解析が行われるの
かということに話を移そう。

スケールで見たような家があり、また周りにどの

高層ビルに起因する風の速度や影響を、対象と

ような市街地が広がっているのか、別の言い方を

する建物だけでなく周辺の街並みも含めて検証す

すれば、起伏がある地面の上にどんな構造物や樹

るためには、風洞実験という手法が主流である。

木が存在するか、といったより小さいスケールで

風洞とは、人工的に対象地域の自然風の特徴を再

の大気事象の理解が、防災や派生した環境問題を

現した実験気流をつくり出す、トンネル型の装置

解決する上で必要である。このスケールを生活空

である。この装置の中に計画建物の建築模型を入

間スケールと表現した。現在、気象学的な大きな

れて、設置したセンサーから風速を測定するとい

スケールと建築学的な小さなスケール、両者の歩

う方法が風洞実験である。具体的に実験から何を

み寄りによりスケール間の接続が段々となされる

求めるのかというと、気象台のような基準点での

ようになり、精度の高いシミュレーションで大気

風速と、測定点での風速の比である。この風速比

の流動現象を捉えられるようになってきたという

は基準点での風速がある程度以上になると、一定

のが一連の流れである。

の数値に収束する性質がある。風速比を一定値だ
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と仮定すれば、日常的に吹く強風だけでなく、巨
大台風が上陸した時のようないわば外れ値のよう
な風が基準点で吹く時も、任意の地点で風速が予
測できるということになる。
しかし、この手法だと実験で使用する模型の再
現性には限界があり、高度が800 m 程度までの範
囲までしか検証することができない。また、設計
のためモデルを変えていく場合や、風速を測定す
るセンサーを設置していなかった地点での計測が
必要になった場合は、実験をやり直し評価するの
に手間がかかってしまう。さらに、気温や湿度な

図２

どといったパラメータを取り入れた観察には向か

乱流の向きと乱流中の渦を表現した。右上と左下の大きな渦と
その他小さな渦とでは、変動を解析する上での計算過程が異なる。

ないという難点がある。

鉛直方向から見た乱流構造と計算格子

そのため、現在ではスーパーコンピュータによ

LES（Large Eddy Simulation）解析という手法を

るシミュレーションが行われている。このシミュ

採用している。LES 解析では解を得るために、ま

レーションによる風の解析では、CAD といった設

ず解く空間を格子状に細かく分解する。このとき、

計用のソフトウェアを使用してコンピュータ上に

より注目するのは地表近傍での乱流の挙動なの

都市空間を再現する。そこに流体力学に基づいて

で、格子のサイズは地表面に近づくにつれ小さく

数式化した風を入力することで、定量的に乱流を

なるように設定している（図１）
。乱流の中には流

解析するのだ。数値解析の目的は、風洞実験と同

れの速度差の影響で大小さまざまな渦が形成され

様に風速比を求めることである。

ており、上記の計算格子サイズで捉えられる渦の

ビル風のような複雑な流れを数値解析したいと

変動に対しては、その格子1つ1つの接点に流れの

考えた時に、流体を記述する方程式を直接用いて

物理量を定義して直接計算することができる。計

解を求めることは、コンピュータの計算性能が高

算格子サイズで捉えきれない渦の変動は、その渦

速化したとはいえ容易ではない。そこで先生は

の効果を表現する項を流体の方程式に加えること
で近似的に計算していく（図２）
。LES の "Large

Eddy" つまり大きな渦といった名前からも、大き
な渦を計算し小さな渦をモデル化していく計算手
法の表現が確認できる。実際に LES 解析を用いて
都市域25 km の範囲を1 m の格子単位で立体的に
区切り、その格子ごとに風の状態を代数式で表し
ていくと、数百億といった数の連立方程式で乱流
を表現できるということになる。
この LES 解析の解の精度は計算格子のサイズに
大きく依存するといえる。計算格子のサイズが大
きいままだとそれ以上細かい渦の構造は捉えるこ
とはできない。反対に、計算格子のサイズを小さ
くしていくことで、最終的には流れを記述する方
程式を直接解くことに近づき、精度の高いシミュ
図１

水平方向から見た格子の区分方法

解析する際の計算負荷の軽減を念頭に置いて、地表近傍での格子
のサイズのみが小さくなるように設定している。
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レーションができる。
また乱流現象の特徴として、乱流中のある渦の
変動は、隣接する領域でより小さな渦を発生させ
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図３ 東京駅周辺上空における LES 解析の結果
東京湾沿岸からの風がどのように市街地に流れ込むかをシミュレーションしたもの。色の濃い地域は強風、突風が発生していることを表す。

10

ることが挙げられる。表現を変えれば、細かい渦

そういった数値計算のためのツールが整備され

の変動の方にエネルギーが移動していくプロセス

データの読み込み量が一段と増えた中で、データ

があるわけだ。だが、最終的に細かいスケールで

を解析にどれだけ取り込んでいくかということも

変動が増幅してしまうと、解が発散しその方程式

非常に大事であると先生は話す。近年、環境配慮

は解けなくなってしまう。なので LES 解析では、

の観点から建物の表面にフィンやリブといったも

細かい格子になればなるほど、そこでのエネルギー

のが設置されていることをご存知だろうか。これ

の抜け方を小さくするような、格子の大きさに依

らは、建物内部への直射日光を遮蔽し、空調のエ

存したモデルを利用し、解を得る。このモデルの

ネルギー効率の向上させるために採用されている

利用は、細かいスケールでの解の信頼度の向上や

ものである。風の影響による建物の被害というの

空気の粘性による微弱な抵抗を考えていく上で非

は、窓面やフィンなどの外装材に発生する可能性

常に有効な手段となる。

があるので、この場合数十 cm オーダーまで分解

LES 解析による結果は、複雑な風向や風速を画

したモデルを作り、シミュレーションに組み込ん

像で表すことで、視覚的に都市の地表近傍での風

で計算していく。さらに細かく建物表面への影響

の流れの様相を把握しやすくなる（図３）。また

を解析をやっていくことも考えられるが、これは

設計をする上で現実にはないことを仮定できるこ

ある意味できりがなくなってしまう。公開されて

とがシミュレーションの長所である。さらに、最

いる複雑な建物形状の情報を、どのようにモデル

適モデルを考える際に、最適値をすぐに定量的に

に載せて表現していくかということは、解析をす

評価でき、モデルを変えて計算をやり直すときに

る上での1つの重要な方向性である。

融通が利くことも数値解析のメリットである。先

まとめると、LES 解析は乱流を捉える物理的な

にも述べたが、これらのことは京のようなスーパー

解釈のセンスと、計算負荷を減らす数値計算上の

コンピュータの能力向上により、都市表面の状態

プログラムを構成するテクニックの両方が必要に

をより緻密に再現できるようになったこと、大型

なることが理解できるだろう。実のところ、現在

計算が可能になったことが要因としてある。

建築基準法では建物の耐風設計を数値流体計算の
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みで行うことは原則的に認められていない。だが

2015年に、建築学会で発表されてきた研究成果か
らその精度が認められ、高層建物や特殊な建築物
の耐風設計を検討する委員会では主要方法として
用いられている。先生は今後、数値計算の技術が
多くの建物のプロジェクトに汎用され、
より良い街
づくりや防災に貢献していく未来を予想している。
図４

解析結果から

竜巻周囲の突風状況

数値解析により、地表面近くにおいて竜巻発生時の風の鉛直成分
の強弱を表現したもの。色が濃い地点では5～10 m/s ほど。

ここからは解析の汎用性について述べていきた

た、上記の考察に加え、それぞれの地点に合った

い。解析結果から自然界で発生する大気現象と折

強風災害のリスク評価を強風の発生頻度に関する

り合いを考えていくことは、先生の大きな研究の

統計データに基づいて実施している。以上をまと

軸である。多角的な視点から都市の安全性、機能

めると、どの地域の建物がどのような気象条件の

性、快適性を見ていくわけだが、まず第一に、台

ときに、どのくらいの確率で壊れてしまうかを推

風や竜巻のような気象現象のリスク評価のテーマ

定できるようになってきているということだ。

に触れていきたい。

今、先生の研究はこういった強風による被災を

建築物は、台風や竜巻の影響により強風にさら

台風のスケールよりも小さい、竜巻のスケールで

され、時に甚大な被害を受けてしまう。特に、都

推定していく方向に向かっている。最近、テレビ

市部の建築物は高層化して揺れやすく、壁面も外

やウェブサイトなどで天気予報を確認すると、今

装材で広く覆われるなどリスクが高まっている。

日の大気は非常に不安定です、という言葉を目に

そのため、建物の耐風性能を正確に評価し、建築

する機会が多いだろう。これは地球温暖化の影響

物の安全性を推定すること、また、適切な災害対

もあってか、昔に比べて積乱雲がものすごくよく

策を打ち出すため、被害を受ける可能性の高い地

発達することを意味している。そもそも積乱雲と

域を想定することの2点は重要な課題である。

は強い上昇気流によって鉛直方向に発達した雲の

先生は、過去の台風による強風被害情報を分析

ことを指し、大きさは10 km ほどである。その上

し、その時の局所的な風の流れの様子を、LES 解

昇気流により地表面から積乱雲へ引き伸ばされた

析と、観測データを合わせた気象学的な大きなス

激しい渦巻きを竜巻と呼び、また、集中豪雨や極

ケールでの解析との融合により再現することで、

端に強い下降流が地表に吹き下ろす気象現象も観

建物が倒壊してしまうときの強風の条件を考察し

測される。竜巻は大きいもので直径が1 km ほどに

ている。具体的には、建物被害というのは最大瞬

なることがあるが、通常は100 ～ 200 m ほどでス

間風速に依存するので、変動する風速の中での

ケールが非常に小さい。先生は、そのような局所

ピーク値を算出し、建物側面に与えうる最大風圧

的に発生する竜巻の突風による被害も解明するた

力を導出する。その後、建物にもたらしうる破壊

めに、現在得られるより高解像度の気象観測デー

の度合いを評価していくわけだ。同時に、共振現

タを利用することで、竜巻の生成機構を数値解析

象の発生を防ぐために、建物自体が変動する際の

的に明らかにした（図４）。この研究結果より

固有周期も考慮に入れる。ここでの共振現象と

10 km オーダーの仮想空間で現実に近い竜巻周囲

は、風圧力の角振動数と建物の固有振動数が等し

の突風状況を再現することが可能となり、その生

い場合に、建物の揺れが増幅し続けてしまう現象

成した突風と建物との相互作用を計算していくこ

のことである。つまり、強風による建物被害を推

とを先生は行なっている。

測する際には、風速の変動だけでなく建物の揺れ

続いて第二に、風力発電ポテンシャルの予測と

についても時間追跡をしているということだ。ま

いうテーマを取り上げたい。風力発電所というの
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は実用的な発電量を得るために、年間を通して安

向き合っていることが田村研究室の大きな特徴で

定して強い風が確保される場所を選定し建設され

ある。

る。日本の場合、欧州と比較して平坦な地形が少

先生は大学時代、建築学科で構造分野を中心に

ないこともあり、風力発電施設は急峻な山岳地帯

学んでいた。そんな中、他学科の分野に取り組む

や海岸沿いに建設されるわけだ。先生は、上記の

ことで立場の違いを感じて、柔軟性を身につけて

ような複雑な地表上においても気象観測データと

共通項を発見することで、自身の研究の方向性を

LES 解析を利用して、発生する乱流の特性や風速

見出すことが出来たと話す。だがもちろん、数値

を再現し、発電事業の妥当性を推定している。ま

シミュレーションを行うにあたり、条件が合わず

た同時に発電の効率性のみならず、この実例にお

解が発散してしまったことやプログラムのバグ取

いても1つ目のテーマに通じて、建物の安全性も

りなど、非常に苦労された点が多かった。

両立して評価している。具体的には、設備の耐用

そんな先生は学生に求めることとして、理工学

年数の試算から疲労損傷度を算出すること、また

を自分にポジティブな考えを植え付けながら勉強

逆に強風になりすぎる場所は発電設備の倒壊を防

してほしいと語る。さまざまな分野で大変さが見

ぐために回避するといったことを考慮している。

えるようになった時にも、好きであればこそ挑戦

最後に、都市の熱環境の評価というテーマに注

的に課題をクリアできるそうだ。興味が持てず楽

目したい。現在都市が抱える問題の1つに、都市

な道を選ぶのではなく、より良い選択をしていく

の気温が周囲よりも上昇する、ヒートアイランド

人、これが先生が研究室に求める人物像だ。物理

現象と呼ばれる現象が存在する。本来ならば、太

的な解釈のセンスと数値計算上のテクニック、両

陽のエネルギーが地面や建物に降り注ぐ日射と、

方を駆使する LES 解析という共通項に触れる先生

都市からの人工排熱という熱が都市を温め、海側

だからこその考え方ではないだろうか。

から流れてくる風が昼間吹き抜け都市を冷却して

現在先生は、2027年に東京駅北側に超高層ビル

いるわけだが、臨海部の開発に伴う高層ビルの連

群の建設が予定されていることと関連して、八重

立が海風を遮り、ヒートアイランド化を助長して

洲、京橋、日本橋の方へと、都市が変わろうとし

しまっている。先生は現状の課題を明瞭にするた

ている波の広がりを感じている。もちろん、3年

めに、風の流れを解析する LES 解析に温度のパラ

後の東京オリンピックの開催も関係しているに違

メータを導入することで、建物の表面温度の推定

いない。より世の中にシミュレーション技術が滲

や大気による熱の輸送の様子をシミュレーション

透した未来では、都市はどのような姿をしている

している。解析結果は、建築設計上なるべくエネ

だろうか。解析の必然性がある地域に着目し、都

ルギーを使わない熱的環境のデザインや快適空間

市の経年変化を辿る先生の研究はこれからも続い

の創出、屋上や壁面の緑化、さらには猛暑時の熱

ていく。

中症のリスク評価といったように、さまざまな方
向性で熱環境関連の諸問題への対応策を生み出す
ことに貢献している。

執筆者より
本稿の執筆をするにあたり、取材と本稿の校正

研究室の在り方

に多大なご協力をいただきました。特に、私たち

これまで述べてきたように、田村研究室では流

の理解が追いつくよう、LES 解析の手法をはじめ

体 力 学を ベース に、スーパーコンピュータで の

先生の研究内容について、とても丁寧に説明をし

シミュレーション技術を用いて都市の生活空間を

ていただきました。お忙しい中、快く取材を引き

覆う大気流動現象を明らかにし、環境・防災問題

受けてくださった田村先生と、研究室の皆様に厚

と折り合うための糸口を探求している。工学系の

く御礼申し上げます。

研究室であるものの、自然現象と数多くの場面で
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の面で田村先生、助教授でいらっしゃる河合先生

( 井藤 蒼一郎 )

vol. 91

