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We simulated differences in a town’s configuration between Meiji era (1911) and 2007 and its effect on the thermal 

component used for setting the surface temperature. (1) We input surface temperatures, air temperature, air speed, and 

wind direction in the base model. We applied to boundary conditions for stress of the free-slip conditions in and near 

the analysis region. (2) We applied boundary conditions of thermal movement using the specified surface temperature 

conditions. (3) We compared results obtained using the simulations with various inputs of surface temperatures and 

searched for a relation with the town’s configuration and the component of air temperature. 

 

1. 研究の背景と目的                    

川本ほかは、大阪都心部の東横堀川周辺街区を対象に、

建物および地面、水面の表面温度の実測をもとにして基

本モデルを作成し、この計算モデル上に1)川沿いの建物

形状を変化させる、2)川幅を拡幅する、という街区の形

状変化を施し、街路上1.2mの夏季日中の気温がそれぞれ

0.92℃、1.12℃下がるというシミュレーションをおこな

った１）。本研究は、同じ街区を対象とし同じ基本計算モ

デル上で、街区形状を明示時代の形状に復元した場合、

どの程度の気温の変化があるかについてシミュレーショ

ンをおこなったので報告する。 

 

2.  シミュレーション               

2.1 街区のモデル化  

街区の敷地割は入手が可能だった縮尺1:1000の地図

（明治44年）を基にした、その地図の一部をFig1に示す。 

そのままの形状ではなく、道路、建物はすべて直交座標

に則するように作成した。 

各敷地に対する建物配置は、歴史資料「守貞謾稿」文４）

の大阪の小戸の図・中戸の図・巨戸の図を参照した。Fig2

～4に典型的な平面図を示す。また大阪の巨戸の典型とし

て、対象街区の近くに残存する重要文化財「小西家住宅」
文5）を参考にした。Fig5～6に示す。なお、小戸の建物配

置については、大阪市立住まいのミュージアム副館長の

新谷昭夫氏にご教示頂いた。  

上記の資料などを参考に街区のモデル化において、建

物高さは、長屋が主な小戸では5mとした。表面素材も考

慮し、素材の内訳は、地上から0mから2.5mの範囲は木材

とし、地上2.5mから5mの範囲は土壁と仮定した。 

中戸および巨戸の建物高さは10mとした。表面素材の

内訳は、0mから2.5mの範囲は木材とし、2.5mから10mの

範囲は土壁と仮定した。  

対象とした街区の位置と大きさは、既報１）の東横堀街

区モデルと同じである。すなわち、東西方向に 500ｍ、

南北方向に 400ｍとした。解析領域としては、モデルの

風上に 6m、風下に 100m、風向に対する垂直方向にはモ

デル側端から 30m、鉛直方向には地表面から 200m とっ

た。モデル化した東横堀周辺の明治 44 年の街区の俯瞰図

をFig7 に示す。  

 

 
Figure1 the site map（1917） 



 
 

          

Figure2                      Figure3 

the type of small house          the type of  medium house 

 
Figure4  the type of big house 

 

Figure5 the grand plan of [Konishi] house 

 

Firure6 west side of the elevation of [Konishi] house 

 
Figure7 the model of  [Higashiyokobori] （1917） 

2.2 表面温度の実測 

 現在の街区の表面素材はコンクリート、ガラス、ア

スファルトが主であるが、明治時代には木と土とが主で

あったことから、木と土壁及び瓦の表面温度を仮定する

必要がある。表面温度の実測は現在の街区を対象とする

しかなく、長屋街区が残る大阪府大阪市住吉区清水ヶ丘

1丁目25番地（Fig8）を対象として2008年9月6日13:00
～15:00 に表面温度の実測を行った（以下住吉実測と略）。

建物の表面温度は放射温度計（ﾐﾉﾙﾀ TA－0510F）を用い

て非接触で測定した。また瓦に関してはこの場所での実

測が困難であったため、2008年9月12日12：00～16：

00 に大阪市立大学構内の2階建て E棟屋上に瓦を置き、

瓦の表面に熱電対を張り付けて測定した。実測結果を

Fig9～Fig10に示す。 

 
Figure8 site map(1-25 Shimizugaoka Sumiyosi Osaka) 

 

Figure9 surface temperature of the roof title in the sunshine 

12:00-14:00 

 

Figure10 surface temperature of the roof title in the shade 14:00-16:00 
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2.3 境界条件  

乱流の扱いには標準k－ε方程式モデルを使用した。壁

面、地表面における応力境界条件には対数側を用い、解

析領域上端及び側面の応力境界条件にはfree－slip条件を

適用した。壁面、地表面、水面の熱移動境界条件は、表

面温度指定境界条件とする。 入力する表面温度の設定値

は実測結果に基づくものを用いる。 

流入境界の水平風速、気温、乱流エネルギーの鉛直分

布U(z)、T(z)、k(z)は、計算対象街区が長く続くと仮定し

て前計算を行い算出した（文献2の街区を使用）。 

 前計算の流入境界条件には、水平風速はべき乗則とし、

風向は西風、気温は気温減率、乱流エネルギーは建築物

荷重指針、流出条件は自由流出とした。前計算の乱流消

失率ε(z)は、流入境界で乱れ生成と消失がほぼ釣り合っ

ていると仮定して算出した。 大阪の夏季日中の主風向が

西であることから、風向を西向きであるとして、対象街

区の西に川のない一般街区を並べて変化のなくなったと

ころで入力値とした１）。 

2.5 シミュレーションのパターン 

 表面温度をtable1のように設定して、Table2のシミ

ュレーションB~Fを行った。シミュレーションAは基本

モデルである1）。シミュレーションBでは、建物の表面

温度は住吉実測による設定値を用いた。シミュレーショ

ンC～Gでは街区の内部には植栽があったと仮定して街

区内部の地表面温度を東横堀河岸公園での実測をもとに

葉の表面温度に設定した。シミュレーションD・Eにおい

ては、建物の表面温度にDでは文献2、Eでは住吉実測に

基づく設定値を用い、路面がすべて日影であったと仮定

した。シミュレーションF・Gにおいては、それぞれ建物

の表面温度にFでは文献2、Gでは住吉実測に基づく設定

値を用い、路面の表面温度は日影（37.6℃）と日向（51.3℃）

を考慮して設定した。  

Table1 the establishment of the surface temperature 

Table2 the establishment of simulations 

（If we use the establishment of literature2,wedescribe[literature2].On 

the other hand, if we use the establishment of The measurement in 

Sumiyoshi, we describe  The measurement in Sumiyoshi.） 

 

3. 結果及び考察 

 

Figure11 pattern A  

 

 

Figure12 pattern B 

Placement material 
Sakurai’s 

establishment 

Kawamoto’s 

establishment 

South of block on the road asphalt 53.26  53..5 46.9 56.5

North of block on the road asphalt 52.39  50.9 51.9 54.3

West of block on the road asphalt 51.06  45.3 43.2 46.4

East of block on the road asphalt 49.42  38.3 39.0 38.0

South of the building Wood soil 41.65  39.44 39.4 

North of the building Wood soil 37.95  36.66 35.3 

East of the building Wood soil 36.50  37.95 35.2 

West of the building Wood soil 36.66  36.50 37.9 

Roof of the building Japanese tile 52.15  51.8 

Water’s surface water 28.00 28.00 

Grand surface in the block 37.6 37.6 

leaf’s surface 29.16 29.16 

 
model Building’s surface Road’s surface 

Grand’s surface 

in the block 

A ２００６ literature2 literature2 37.6 

B 1917 
The measurement 

in Sumiyoshi 

The measurement 

in Sumiyoshi 
37.6 

C 1917 
The measurement 

in Sumiyoshi 

The measurement 

in Sumiyoshi 
leaf’s surface 

D 1917 literature2 37.6(all shadow） leaf’s surface 

E 1917 
The measurement 

in Sumiyoshi 
37.6（all shadow） leaf’s surface 

F 1917 
The measurement 

in Sumiyoshi 

Divided sunny 

with shadow 
leaf’s surface 



 
 

 
Figure13 pattern C 

 
 Figure14 pattern D 

 
Figure15 patteran E 

 

 
Figure16 pattern F 

 
街区の気温分布のシミュレーション結果をFig12～

Fig16に示す。 

図中の矢印部分の街路上1.2ｍの温度を比較する。矢

印部分を選んだのはこのモデルの中央部に位置する大き

な街路上であり、同時にシミュレーションAに存在する

街路だからである。 

街路の気温はそれぞれパターンA：36.2℃～37.4℃、パ

ターンB－38.5℃～39.8℃、パターンC－40.8℃～41.5℃、

パターンD－35.2℃～36.5℃、パターンE－36.3℃～37.1℃、

パターンF－36.4℃～37.3℃であった。 

パターンＡとＢでは、建物・路面の表面温度の設定値

に違いがあるが、パターンＡ（現状を基にしたモデル）

よりもパターンＢ（街区モデルは明治44年）のほうが街

路の気温が約3K高い。これは今回行った実測に局所性が

あったためだと考えられる。 

パターンＢとＣでは、街区内部の地表面温度の設定値

に違いがあり、Ｃでは街区内部を植栽として地表面温度

を葉の温度と仮定している。パターンＢよりパターンＣ

のほうが街路の気温が約2K低い。 

パターンＤとＥでは、明治44年は現在より道幅が狭い

ことからより日影が多かったと仮定したことで、パター

ンＣに比べ約3K街路の気温が低い。 

パターンＦでは路面の表面温度を日影・日向を考慮し

て設定したが、街路の気温にはパターンＥとの差はほと

んど見られなかった。 

 

4．結論 

大阪の東横堀周辺街区を対象に、街区内の路面に植栽

があったと仮定して明治時代の街区形状について気温分

布のシミュレーションをおこない、街路の気温について

次が明らかになった。 

1)街区内部を植栽と仮定することで、街路の気温が約2K

低下する。 

2)街路を狭くすることで日影の面積が多く取れると仮定

することで、街路の気温が約3K低下する。  
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