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1.自己紹介

(2)年齢・出身：45歳・北海道
(1)氏名：吉田伸治（よしだしんじ）

(3)現職：奈良女子大学研究院 准教授（2016年4月着任）

(4)専門分野：都市・建築環境工学
（熱、空気、エネルギー関係）

関連キーワード：

数値流体力学CFD、実験、実測、温熱快適性、
人体温熱生理、微気象、屋外熱環境、局地気候、
省エネ、空調負荷軽減、空気質
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2. 共同研究として協力できる事

共同研究相手（以下、対象機関）が考案する建築・都市空間

の環境改善に寄与する技術の導入効果の評価・分析

・共同研究等における自身が貢献できる事

こちらが特許等を狙った技術を対象機関と共同して実用化

するより、対象機関の意図する効果を確認するお手伝いと

して貢献。
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従来技術・手法の課題

研究所内の実験設備内での検証

開発した対策技術の性能検証

・実験室空間での非現実性（整えられ過ぎた環境条件）

簡単な野外実験・実測（フィールドでの検証）

・短期間の環境条件下での検証

・技術導入先が不明確な中での検証

性能の定量的検証（モデル関数の提案）等へは貢献するが、

実環境下の条件の乱れ（変動）は考慮できない

意図しない特異な条件下での評価・検証となる危険性

現場（導入対象）で効果は変わるはず！
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2. 共同研究として協力できる事

共同研究相手（以下、対象機関）が考案する建築・都市空間

の環境改善に寄与する技術の導入効果の評価・分析

・共同研究等における自身が貢献できる事

数値解析技術、計測に基づく導入効果の評価による新技術開発

への貢献

・環境条件の選択多様性

・導入現場の適切な再現に基づく性能評価

・検証費用の節約 （実験設備コスト >> コンピュータ導入コスト）

こちらが特許等を狙った技術を対象機関と共同して実用化

するより、対象機関の意図する効果を確認するお手伝いに

貢献
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3. 紹介する技術シーズの概要
今まで進めてきた研究内容（研究テーマの大別）

(1)数値解析・実測による屋外温熱環境の評価に関する研究

(3) 数値気候モデルを用いた都市・地域気候特性評価に関する研究

(4)住宅内の温熱・空気環境の安全性・快適性・健康増進に関する
研究

(5)建物被覆・設備の工夫によるヒートアイランド対策・建物熱負荷
削減・室内温熱環境緩和効果の評価に関する研究

(2)人体の不均一環境評価に関する研究
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研究テーマと技術シーズの関係
(人体周辺〜都市スケールまで)

空間
スケール

人体 建物・室内 屋外・街区 都市・地域

開発 or
活用する

分析手法・
データ

健康・快適

省エネ

多分割体温
調節モデル

熱・換気回路網解析
（熱負荷計算）

対流・放射・熱伝導
連成解析

数値気候モデル

人体形状データ
（部位別投影面積率）

環境計測・実験

(2)人体の不均一環境評価に関する研究

(1)数値解析・実測
による屋外温熱環
境の評価に関する
研究

(3) 数値気候モデ
ルを用いた都市・
地域気候特性評
価に関する研究

(4)住宅内の温熱・空気環境
の安全性・快適性・健康増進
に関する研究

(5)建物被覆・設備の工夫によるヒートアイランド対策・建物熱負荷
削減・室内温熱環境緩和効果の評価に関する研究

気象データ

計算流体力学CFD（Computational Fluid Dynamics）に基づく環境分析技術

結果分析・可視化・プログラミング技術

（研
究
テ
ー
マ
）

（技
術
シ
ー
ズ
）
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基本的なシーズ①：
CFDに基づく3次元環境分析技術

建物周りの気流解析
（風速ベクトル・気温分布）

福井地方の夏季の気候解析
(気流、地表面温度分布)

計算流体力学CFD（Computational Fluid Dynamics）：コンピュータを用いて、
流れの運動方程式、熱輸送方程式、等を解き、建物周辺および街区内の気

流、熱・物質拡散性状を予測する手法。

従来、ビル風、汚染質の拡散、換気・通風、等の解析に利用。近年、放射伝

熱、物質輸送、等の解析手法との連成により精度の向上が図られている。

気流が関わる物理量（汚染質、熱、湿気等）の時空間分布を高密度に予測。
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基本的なシーズ②：
人間側の熱的生理状態の評価技術

・人体を17部位分割、性別、体型変化、姿勢変更の影響を考慮可能

多分割体温調節モデルJOS2（田辺らの論文を基に独自にプログラム制作）

多分割人体体温調節モデル, 人体形状データ

・部位別の不均一な皮膚温、体心部温、血流量などを分析可

人体形状データと投影画像（椅座時）

・体型：成人男性、女性、子供
・姿勢：立位、椅座位

の形状データを保有
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A virtual sphere covering a pedestrian

A surface element for evaluating distributions 
of longwave and diffusive solar radiationDirect solar 

radiation

Shade

Unit directional vectors of 
a radiant particle for 
calculating form factor 

Unit directional vectors of a radiant particle 
for calculating irradiation ratio 

屋外歩行者の熱ストレス評価に基づく
環境設計システム

[3]予測結果に基づく温熱環境の評価

Ｃ
Ｆ
Ｄ
・放
射
・湿
気

輸
送
連
成
解
析

[1]入力条件

Input data 2
市街地形状

Input data 1
太陽位置､日射

Input data 3
地表面､建物
壁面被覆状況

[2]

①風速
②温度
③放射
④湿度

⑤着衣量
⑥代謝量

快
適
性
評
価

(MRT)

人体体温調節
モデル

熱ストレスの計算

熱的要素の値
(皮膚温、発汗量)

解析手法の流れ

体温調節モデル（JOS2）
←不均一放射環境評価
手法の提案

吉田伸治 (2010) 多分割人体温熱生理モデルを用いた
屋外温熱環境 CFD 解析歩行経路の変更に伴う通風環
境の変化が歩行者の温熱快適性に与える影響, 日本建
築学会大会学術講演梗概集, D2 (選抜梗概), 781-784.
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3.2 技術シーズの応用例
①屋外歩行者の休憩場所の差異が人体熱ストレスに与える影響
福井大学文京キャンパスにおける夏季熱環境実測と数値解析

解析対象（福井大学）

A地点 (日向)
B地点 (緑陰)

Solar 
Radiation

風速・地表面温度分布
（2007/09/04 14:00）
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実測結果との比較（精度検証）

人体への方向別日射吸収量の推移（解析、日向休憩時）

(参考) 人体への方向別日射入射量の推移（実測） 計測に用いた移動計測カート

方向別長短波放射計測（下面含）
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累積発汗量の時間変化

休憩場所の差異が歩行者の熱的生理反応に与える影響

解析対象（福井大学）

A地点 (日向)
B地点 (緑陰)

Solar 
Radiation
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3.2 技術シーズの応用例
②熱線再帰性反射フィルム貼り付け窓の設置効果の評価

• 開口部の遮熱による冷暖房負荷の削減
省エネ、CO2排出削減による低炭素型熱環境形成の基本的対策

• 再帰性反射フィルム：解決策のひとつとして注目

夏季屋外温熱環境に対する再帰反射窓の効果

• Low-eガラス、遮熱フィルムの設置
鏡面反射の増加による屋外温熱環境の悪化

S. Yoshida, A. Mochida: Evaluation of effects 
of windows installed with near-infrared rays 
retro-reflective film on thermal environment in 
outdoor spaces using  CFD analysis coupled 
with radiant computation, Building Simulation, 
doi.org/10.1007/s12273-018-0462-8.

（企業との共同研究例として）
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再帰反射効果をモデル化するための日射の
指向性反射効果の解析技術への組み込み

• 従来の都市熱環境評価における放射伝熱のモデル化
完全拡散面を仮定（指向性反射を無視）

共同研究の遂行過程で解析技術を改良

（従来技術との比較）

• 再帰反射：特定の方向のみに放射を反射（指向性の考慮が必要）

再帰窓からの指向性反射
の再現（半球面上の分布）

(a) 入射方位角60°
(b) 入射方位角0°
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精度の検証（入射仰角と日射反射特性の関係）

(a) 従来の遮熱フィルム貼り付け窓
(b) 再帰性反射フィルム貼り付け窓
(c) 計測、光学シミュレーションと解析モデルの比較

Measurement: 計測, 
Ray-tracing Sim.: 光学シミュレーション, 
AND Model: 解析モデル, 
Specular Ref. 鏡面反射率, 
Retro Ref.: 再帰反射率, 
Total Ref.: 全反射率
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再帰窓の設置が日射収支に与える影響
（7月下旬の晴天日14時の場合）

(a)従来の遮熱フィルム貼り付け窓, (b) 再帰性反射フィルム貼り付け窓

再帰窓：窓から地表付近への鏡面反射を半減（22% -> 11%）
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壁面緑化との比較

再帰窓設置が他の対策技術より有効となる建物外表面条件（窓面積率）の検討

（窓面積率の異なる建物外表面対策としての再帰窓の導入可能性の評価）

（壁面緑化との比較を例に）

(1) Case 1 
(高窓）

(2) Case 2 
(腰高窓)

(3) Case 3 
(掃き出し窓)

表 1 解析ケース 
Case 壁の被覆 窓 窓面積率 

[%] 
窓の高さ 

[mm] 
1-1 コンクリート (C) HSF 25 1000 1-2 壁面緑化 (WG) 
1-3 コンクリート (C) RRF 
2-1 コンクリート (C) HSF 50 2000 2-2 壁面緑化 (WG) 
2-3 コンクリート (C) RRF 
3-1 コンクリート (C) HSF 

67 2700 3-2 壁面緑化 (WG) 

3-3 コンクリート 
(C) RRF 

(HSF: 遮熱窓、RRF: 再帰窓を表す) 

ケース毎の窓・外壁の配置
(HSF: 従来の遮熱窓, RRF: 再帰窓)

対策ケース 窓 壁 日射の鏡面反射 外表面温度

基本 (Case*-1)
従来遮熱

コンクリート
多い

高い

壁面緑化 (Case *-2) 壁面緑化 低い

再帰窓 (Case *-3) 再帰窓 コンクリート 少ない 高い
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壁面緑化との比較
（窓面積率の異なる建物外表面対策としての再帰窓の導入可能性の評価）

再帰窓設置が他の対策技術より有効となる建物外表面条件（窓面積率）の検討

各対策による歩道上の暑熱環境改善効果の比較

（7月下旬14時）

(1) MRT (2) SET* (3) WBGT

・窓面積率の増加

再帰窓設置効果 up
（設置面積増加、鏡面反射大幅減）

壁面緑化効果 down
（設置面積減少、表面温度低下減）

・壁面緑化のWBGT(熱中症評価指標）

壁面積大でも熱中症リスク増加

緑化面からの湿気発生

湿球温度上昇の影響

外表面対策としての再帰窓の
選択可能性は大きい！
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3.3 企業への期待
• メインフィールドは屋外であるが、技術的には室内へ
の対策評価にも適用可能

新しい題材から勉強する機会を大事にしたい。

• 解析モデル、評価手法の構築のための計測データ、
サンプル提供等を要請する場合がある

数値解析は計測データとの精度確認が必須

（その場合、少し時間的余裕が欲しい）

（その精度を前提としたCase study）

• 学生の能力習熟までに時間を要する
長い目で待って欲しい
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4. まとめ（お問い合わせ先）

奈良女子大学

研究協力課社会連携推進係 八木 崇之

ＴＥＬ ０７４２－２０ － ３９６８

ＦＡＸ ０７４２－２０ － ３９５８

e-mail kenkyou@cc.nara-wu.ac.jp


