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Abstract：This study aimed to quantitatively evaluate the effects of greening buildings and sites to improve urban environment.
The quantity of the reflected solar radiation and the long wave radiation was measured for (1) the walls covered with the greening
panels of different type and (2) the concrete wall painted white. MRT (Mean Radiant Temperature ) which shows the radiation
environment was calculated from the result of the measurement. MRT for the walls covered with the greening panels was about
11℃ lower than the one for the concrete wall painted white. Analysis of the heat balance showed that there was a prominent
correlation between the latent heat flux and the net emission and that the latent heat flux from the greening panels was about 60% of
the net emission. Then the distribution of MRT at the existent urban block in Tokyo was analyzed by CFD (Computational Fluid
Dynamics) method and it was found that MRT could be reduced for 5 ℃ at the maximum by greening 20 % of building rooftop and
the ground, and south and west wall of buildings until the height of 30 m.
マサキを使用した。計測は、2004 年 8 月と 2005 年 8 月

［研究目的及び経過］
ヒートアイランド現象を緩和するための主要な対策

に行った。これらの緑化試験体を用いて、コンクリート

として、地表面被覆の改善策が挙げられ、緑地面積を増

壁との比較により、壁面緑化による放射収支と熱収支特

大することが有効であるとされている。高度に密集化し

性について、実験計測より検証し、温熱環境改善効果に

た都市市街地に大規模な緑地を面的に確保することは難

ついて定量的な評価を試みた。

しく、建築物の緑化等により緑地面積を拡大することが

壁面緑化の放射収支特性では、日射反射率、平均放

1)

必要とされている 。建築物の緑化に関して、屋上緑化

射温度(MRT)等を比較した。また、壁面緑化の熱収支

の技術についてはすでに多くの技術開発や普及が進んで

特性では、蒸発散量の計測から正味放射量と潜熱フラッ

いる段階にあり、そのヒートアイランド緩和効果に関し

クスの関係を解析した。さらに、計測値から対流熱伝達

ても多くの研究例が見られ

2)、3)

率等の入力パラメータを求め、実在街区をモデルとして、

、植物の蒸発散による表

面温度の低下や顕熱の低減といった効果が実験や実測に

屋上や壁面等建物緑化の違いによる街区内の温熱環境の

よって明らかにされている。しかし、壁面緑化に関して

変化の様子について CFD 解析手法を用いてシミュレー

は、その温熱環境改善効果について、日射遮蔽に関する

ションし、定量的な評価を試みた。

評価

4)、5)

［研究結果］

はあるものの、放射収支や熱収支特性などの定

(1)壁面緑化による放射環境特性

量的な評価についての研究蓄積は十分とは言えない。
そこで本研究では、壁面等の建物緑化による街区レ

緑化パネル材の日射反射率を計測した結果では、日

ベルでの温熱環境改善効果を定量的に評価することを目

中の平均が植物パネルでは 0.22 から 0.23 の値を示した

的として、屋上緑化に比べ基礎データの蓄積が乏しい壁

のに対して、コンクリート壁では 0.68 と高い数値を記

面緑化の放射収支と熱収支について実験計測を行うとと

録した。また、グローブ温度計の計測値等から MRT

もに、実在街区モデルにおいて建物の屋上や壁面での緑

(Mean Radiant Temperature)を算出した。MRT は、暑さ

化による温熱環境改善の状況を CFD 解析によるシミュ

感を示す体感指標の一つで、周囲の全方向から受ける熱

レーションにより検証した。

放射を平均化して温度表示したものである。具体的に、

［研究内容］

以下の式で算出した。

MRT  Tg  2.37 V   Tg－Ｔｄ

建築研究所の建築環境実験棟 1 階屋上部に植物種の異
なるパネル型の壁面緑化試験体(タテ 3.6m×ヨコ 3.6m)

ここで、Tg：黒球グローブ温度 [℃]、

を 1 基ずつ設置して、放射収支・熱収支の実験・計測を

Td：乾球温度 [℃]、 V：風速 [m/s]

行った。使用植物は、ヘデラヘリックスとアメリカツル
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図－1

MRT の経時変化
ケース１(緑化無し)
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図－2 潜熱フラックスと正味放射量の関係

ケース 2(屋上・地表面 20％緑化)

図－1 より、最大ピークの 11:00 の時点では、コンク
リート壁が 91.8℃であるのに対して緑化パネルのヘデラ
ヘリックスが 80.9℃、アメリカツルマサキが 78.5℃であ
り、コンクリート壁に比べ約 11～13℃緑化パネルの方
が低い値を示した 6)。
(2)壁面緑化の熱収支特性
図－2 は、蒸発散量の計測値から算出した潜熱フラッ
クスと放射収支の計測値から求めた正味放射量との関係
を示したものである。これより、潜熱フラックスと正味

ケース 3(ケース 2＋壁面南・西 30m 緑化)

放射量との間には、正の相関が認められ、正味放射量の

図－3 MRT の分布

上昇に伴い、潜熱フラックスも上昇する傾向にある。回
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