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図1-1─熱移動現象の時間・空間スケール
［作成：永田明寛（首都大学東京）］
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図1-2─サッシのヒートブリッジ
［作成：二宮秀與
（鹿児島大学）
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モデリング

図1-4─ 床 暖 房 時
における人体表面温
度分布
左：床暖房、
右：エアコン
［作成：大森敏明
（東京ガス）
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ƞƍƜྗᘝƏǁƉƞƸƝƃ（図1-5）§ڡ

図1-5─建築外皮性能と空調システムの一体的な評価
［作成：一ノ瀬雅之
（東京大学）
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図2-4─CFDの風環境利用のための精度検証用
データベースが整備された七つのテストケース
［作成：富永禎秀］
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時間・空間のスケール

図2-3─風による雪粒子の輸送のCFD解析結果
［作成：富永禎秀］
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図2-2─人体呼吸域付近の流れ性状
［提供：加藤信介
（東京大学）
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空調設備設計との関係

課題と見通し

将来：2070年代8月5日14時

図2-1─名古屋都市圏の気温・風速分布の予測
［提供：飯塚 悟
（名古屋大学）
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結果の信頼性や精度の確保
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現状：2006年8月5日14時

a再開発前後の温度分布

b再開発後の風速分布

図1-6─東京駅八重洲口における再開発前後の比較
［作成：足永靖信
（国土交通省 国土技術政策総合研究所）
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図2-5─自然換気される大規模工場の空気齢の
算出例
［提供：白石靖幸
（北九州市立大学）
］

Journal of Architecture and Building Science│2010-9│vol. 125 No.1608│

29

光・視環境分野の「可視化」
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図3-4─フェーズ別の光の流れのシミュレーション
結果の可視化
［作成：今井翔太郎
（大阪市立大学：当時）
］

音響シミュレーションの見える化
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図3-2─大阪市住吉区における見通し距離分布とひったくり発
生地点の関係
［作成：榊（石川）
愛（摂南大学）
］
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図3-3─遺伝的アルゴリズムによる開口部と室内ボ
イド位置の最適解を求めた場合のベクトル照度
［作成：吉澤 望
（東京理科大学）
］

ơƍƕżžƝ§ฝǁƋƤǠȈȎȕÁǠȐ
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最適解

今ここまで見える環境工学

図3-1─輝度分布と明るさ分布のシミュレーション例
左上：グレースケール表現／右上：輝度分布／
下：明るさ分布
（左：尺度1 〜 13、
右：尺度5 〜 13）
［作成：中村芳樹研究室
（東京工業大学）
］

初期解
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図4-1─床衝撃音の建物内伝搬［作成：豊田政弘
（京都大学）
］

［作成：安田洋介
（神奈川大学）
］
図4-2─コンサートホールの大規模音響シミュレーション事例

図4-3─ベンチマーク問題の大規模シミュレーショ
ン事例
［作成：富来礼次
（大分大学）
］

「聴こえる化」
システム
［作成：横田考俊
（小林理学研究所）
］
図4-4─シミュレーション・データの3次元
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