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1 調査概要  

1.1 調査目的 

本調査は(仮称) ○○○丁目マンション新築工事の建設地において、周辺地域への環境影

響評価にかかる自主的な調査として、風環境調査(コンピューターシミュレーション)を実施

し、風環境の変化の有無及び程度の確認を目的として行ったものである。 
本計画地では交差点(○○通り、○○通り)の近傍において高層建物が街路に添って立ち並

ぶ商業地域としての環境が形成されていた。このたび計画地に○階建てマンションが建設

されることが計画され、それによる周辺風環境の変化が懸念された。このため、本調査で

は本建物が周辺に及ぼす環境変化に着目して、調査を実施し、建設前後の風環境の程度及

びその変化を確認することを目的とした。 
 
1.2 調査件名 

(仮称) ○○○丁目マンション新築工事風環境予測調査 
1.3 調査対象地 

地番    ： ○○県○○市○○丁目 

  
図 1 調査対象地周辺の概況図 

計画地
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1.4 計画建物 

 計画建物は○階建て、軒高○m、平面形状は○m×○m の集合住宅である。建物形状は軒

高÷長辺の比が○となっている。 
 

 

図 2  計画建物配置図 
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図 3  計画建物 ○立面図、○立面図 
1.5 調査分析期間 

予測分析    ：平成○年○月○日～○月○日 
 
1.6 調査実施機関 

1)機関名     ： 株式会社不動産環境センター 
2)連絡先     ： 東京都中央区新川 2-15-7 アムス八丁堀Ⅰ302 
電話   03-5542-0378     FAX      050-3488-2177 
URL http://homepage3.nifty.com/fkc1/ 
3)技術管理者   ： 佐武良祐 
技術士 総合技術監理部門－衛生工学  登録№38038 平成 10 年 4 月 
環境計量士 
一級建築士 
 
4)メールアドレス  :  fkc-satake@everynet.jp  
1.7 関係する理論等 
 調査は、以下の諸文献等に報告された調査方法、データを参考として実施した。 
1)「ビル風ハンドブック」: 1980 年 9 月 周辺気流研究委員会編 財団法人建築業協会 
2)「ビル風の基礎知識」  : 2005 年 12 月 10 日 風工学研究所編 鹿島出版会 
3) 風向風速データ  : 気象庁ほか 
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2. 調査方法 

2.1 環境影響評価の対象 

当該計画建物の設置が風環境に影響を及ぼすと予想される地域並びにその影響の内容お

よび程度を対象とする。 
2.2 現況調査(現況予測)について 

2.2.1 調査事項 

地域の風の状況として次の事を調査した。 
(1)上空風の風向・風速の状況及び最大風速等の突風の状況 
(2)地表付近の風の風向・風速の状況及び最大風速等の突風の状況 
(3)強風の発生場所、発生頻度、風向・風速等の状況 
2.2.2 調査地域 

計画建物を中心とする○Ｈの範囲(半径○ｍ)以内の範囲とした。 
2.2.3 調査手法 

(1)上空風の状況 (地域の風の状況、図－4 参照) 
①観測地点(本計画地域を代表する基準点) 

東京管区気象台(観測高さ 74.5m、千代田区大手町)とした。 
本観測地点の地表面粗度区分はⅣとした。 

②観測期間 

○○○年○月○日から○○○年○月○日までの○年間とした。 

 
図－4 地域の風の状況 ※本地域の 8m/s 以上の強風は北北西と南西

の 2 風向の発生頻度が高い。 
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(2)地表付近の風の状況 

地表付近の風は数値流体シミュレーションで再現する。計画建物を中心とする概ね半径

○m の範囲の風の状況を再現するために、図 5 に示すように約○m 四方の範囲の建築物お

よび地形をモデル化した。地形図等の分析により、当該調査地域の粗度区分は○と判断し、

当該調査地域の流入風を設定した。 

 
図-5 (1) シミュレーションによる解析モデル  鳥瞰図（○から望む） 

 
図-5 (2) シミュレーションによる解析モデル  鳥瞰図（○から望む） 
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図-5 (3) シミュレーションによる解析モデル  拡大図（計画建物建設前） 

図-5 (4) シミュレーションによる解析モデル  拡大図（計画建物建設後） 
 
(3)強風の状況 

数値流体シミュレーションによる方法で再現された地表付近の風向・風速分布と上空風

の状況から予測、評価した。 
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2.3 数値流体シミュレーションについて 

2.3.1 解析プログラム 
解析プログラムはＺｅｐｈｙｒｕｓ（ゼフィルス、㈱大林組が開発）を使用した。プロ

グラムの概略情報については「巻末資料１ 解析プログラムパンフレット」を参照されたい。 
2.3.2 解析方法 

 解析は計算の精度を確保するため表-1、2 の方法を用いた。 
表-1 計算方法概要 

格子 構造格子＋重合格子 
離散化アルゴリズム 有限体積法 
対流項 3 次精度風上差分 
乱流モデル 標準 k－εモデル 
計算領域 
重合格子毎 

格子 1 X×Y×Z= 670m× 640m× 70m 
水平方向のメッシュ幅 9.9m  
格子 2 X×Y×Z= 127m× 120m× 70m 
水平方向のメッシュ幅約 2.5m  
格子 3 X×Y×Z= 25m× 62m× 70m 
水平方向のメッシュ幅約 1.0m 
として約 12 万点で再現 

高さ方向の格子 不等間隔格子、地表の最小格子幅は 1m 
 

       表-2 境界条件 
流入境界  
鉛直方向風速分布 

u(z)=UH(z/H)αに従う 
粗度区分はⅢ 
UH※=1.7m/s、α=0.20 
※高さ 450m における流入風速 

境界層高さ ZG 450m 
流出境界 自由流出 
乱流モデル 標準 k－εモデル 
上空面境界 FreeSlip 
地表面境界 Log-Law 
壁面境界 Log-Law 
 
2.3.2 解析風向 

解析風向は北を 0 度として、22.5 度ごと右回転に変化する 16 風向とした。解析における

風向角度の設定は、解析メッシュ及び建物モデルを固定し、流入風の角度を変化させるこ

とで、角風向に相当する流入風を与える方法を採用した。 
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2.4 予測(将来予測)について 

2.4.1 予測事項 

現況調査と同じ。 
2.4.2 予測の対象時点 

計画建物の建設工事完了時点。 
2.4.3 予測地域 

現況調査と同じく、計画建物を中心とする概ね半径○m の範囲内とする。 
2.4.4 予測手法 

現況調査と同じ。ただし、上空風の状況は将来においても現況調査時と同じであると仮

定する。 
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3.  現況調査および予測の結果 

3.1 概要 

数値流体シミュレーションによる方法で現況、計画建物建設後の地表面付近の風況を予

測した。本計画地周辺では、○側に建つ○階建の集合住宅が比較的高い建物であり、この

ほか周辺街区の中高層建物が風環境を形成する要因となっている。 
計画地を代表する地域の風は○と○の 2 風向がそれぞれ、○%、○%、合計○%であり、

8m/s 以上の風の頻度も高い。このためこの 2 風向を卓越風向と考え、次項の「3.2 風向

ごとの風速比分布」では、○と○の 2 風向のみを掲載する。その他の風向を含む全解析結

果は「巻末資料２ 建設前後の風速比」を参照されたい。 
また、本報告書の中では説明の便宜上、風速の大きさを風速比として表現し、以下のよ

うに定義している。 
 

風速比 ＝ 任意箇所の風速 ／ 気象台観測高さの風速 
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3.2 風向ごとの風速比分布 

3.2.1 風向○の場合(図－6) 

現況の計画建物周辺では風速比は○～○程度(以下数字は風速比)となっており、計画地東

側の○○通りには街路風とみられる○～○の風が生じている。 
計画建物建設後は、計画建物の北側に○～○の風が入り込んでおり、計画地東側の○○

通りでは○～○の範囲が拡大している。 

 
図－6 (1) 風速比 建設前、風向: ○

 
図－6 (2) 風速比 建設後、風向: ○ 
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3.2.2 風向○の場合(図－7) 

現況では計画建物周辺の風速比は○～○(以下数字は風速比)であり、計画地○側に建つ○

階建て高層マンションの周辺は○～○である。計画地○側隣地建物付近では○の方角から

街路に添って斜面を上がってくる風によって○～○となっている。 
計画建物建設後は、計画建物の周辺は○～○となる。計画地○側の○階建て高層マンシ

ョンの周辺は○～○のままであるが、○以上の範囲が大きくなっている。計画地○側隣地

建物付近では○～○となっている。 

 
図－7 (1) 風速比 建設前、風向: ○ 

 
図－7 (2) 風速比 建設後、風向: ○ 
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4. 評価 

4.1  評価事項 

計画建物の建設前(現況)・建設後(将来)の風環境を評価事項とする。 
4.2  評価の指標(村上の評価) 

本件では強風に対する風環境評価において一般的に用いられている慶応義塾大学村上教

授ほかの提案による下記の方法を用いる。 
4.3  評価方法 

この方法は、地上付近における最大瞬間風速値に対する評価尺度を与えたものであり、

地上付近の最大瞬間風速の超過確率を下式により算出する。

 

ここで、風向の発生頻度、ワイブル係数は、過去 5年間の日最大風速及びその発生風

向のデータをもとに得られるものである。 

突風率としては、近年の研究に基づいて次式で与えた。 

 

Ｇ.Ｆ.＝ Ａ・Ｒα    （Ａ＝１．７８ 、 α＝－０．４４） 

 

大林組技術研究所報  No.69 2005「市街地風環境の予測・評価技術」木梨、 小野、片

岡、川口 
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表－3に、慶応義塾大学村上教授らが提案した風環境評価尺度を示す。 

表－3 風環境評価尺度（村上法） 

 

この表の判別の仕方は次のように行う。 

① 判別したい地点の日最大瞬間風速の発生頻度を求める。 

② 日最大瞬間風速が 10m/s を超過する頻度が年間 10%(37 日)以下かチェックする。 

③ 上記同様に、15m/s を超過する頻度が年間 0.9%(3 日)以下かチェックする。 

④ 同様に 20m/s を超過する頻度が年間 0.08%(0.3 日)以下かチェックする。 

⑤ 上記②③④がいずれもＯＫならランク 1と評価され、一つでもオーバーしたらラン

ク 2以上となる。 

⑥ 日最大平均風速で評価する場合は、②～④の基準風速をＧ．Ｆで除して小さくする。 
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4.4  評価項目 

4.4.1 評価範囲 

評価地点として、計画建物による影響が見られた計画建物周辺の半径約○mの範囲の

風環境評価をコンター図で示した。風速の評価高さは、主に歩行者への影響を検討する

ために地上 1.5m の高さとした。 

4.4.2 評価ケース 

風環境評価は以下の 2ケースについて行った。 

ケース 1  計画建物建設前(現況) 

ケース 2  計画建物建設後(将来) 

4.5  評価結果 

4.5.1 ケース 1 建設前 

計画地周辺の風環境は、計画地東側の○○通り沿いでは、事務所街の風環境であるラ

ンク 3や高層ビルの足もとに相当するランク 4 の範囲が発生している。一方、計画地の

○側街路では住宅地の商店街、野外レストランに相当するランク 1と住宅地に相当する

ランク 2 が主体となっている。

 

図－8 風環境ランク図 計画建物建設前 

以上の結果から考察できることは次の通りである。 

① 計画地北側の○階建て高層マンション周辺では同建物によるランク4の範囲が生じ

ている。 
② ○○通り沿いでは街路風によるランク 2～3の範囲が生じている。 
③ 計画地○側隣地建物付近では西の方角から街路に添って斜面を上がってくる風に

よって強風域となり、ランク 3、4となっている。 
④ 計画地○側の低層建物周辺はランク 1～2が混在する地域である。 
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4.5.2 ケース 2 建設後 

計画地周辺の風環境は、○○通り沿いでは、事務所街の風環境であるランク 3や高層

ビルの足もとに相当するランク 4となっており、計画建物の○側の歩道上の一部ではラ

ンク 4の範囲が新たに発生している。一方、計画地の○側街路では住宅地の商店街、野

外レストランに相当するランク 1と住宅地に相当するランク 2が主体となっており、建

設前と変化はない。 

 このほか計画建物の敷地内及び隣地建物との間にランク 4の範囲が発生している。 

 

図－9 ランク図 計画建物建設後 

 

以上の結果から考察できることは次の通りである。 

① 計画建物建設によって、本建物○○通り側の歩道上にランク 4 の範囲が発生する。こ

の原因は、計画建物によって主に北西の風による強風発生頻度が高まったためと考

えられる。 

② 計画建物建設によって、本建物敷地内、及び本建物と○側隣地建物の間、本建物と南

側隣地建物との間にランク 4 の範囲が発生する。この原因は、計画建物によって主に

○の風による強風の発生頻度が高まったためと考えられる。 
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5. まとめ 

5.1 計画地周辺の風環境 

5.1.1 建設前（現況） 

計画地周辺の街路の風環境は、計画地東側の○○通り沿いでは、ランク 3、ランク 4

の風環境を形成している。同地域は商業地域に指定されており、街道沿いかつ交差点付

近のビル街の風環境と言える。 

一方、計画地○側ではランク 1、ランク 2 の風環境となっている。同地域は一種住居

地域に指定されており、中低層建物からなる住宅街の風環境と言える。 
 

5.1.2 建設後 

計画建物建設後は、計画建物によって計画地東側の○○通り沿いでは、主に計画建物

前の歩道の一部でランク 4の範囲が増加するが、マクロ的に見てランク 4の範囲の分布

が若干変化したにすぎない。 

一方、計画地西側ではランク 1、ランク 2 の風環境となっており変化はない。 

 

 

5.2 所見 

以上のことから、現況および計画建物建設後の予測調査の結果から、計画建物完成後

の風環境は現況と比べると一部で変化が認められるものの、計画建物東側及び西側にお

いて、それぞれの地域の風環境として問題の無い範囲であると予測できた。すなわち、

計画建物東側では街道沿いかつ交差点付近のビル街の風環境、計画建物西側では中低層

建物からなる住宅街の風環境であり、計画建物建設前後で風環境に顕著な変化はない。 

このため、計画建物の建設による風環境の変化が、近隣住民の生活環境の保全に新た

な支障を与える可能性は低いと評価する。 


