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東京都内の上空風の実測

栗田 剛＊ 中村 敦之＊＊

小見 崇之＊ 渡辺 拓人＊＊＊

要 約： 現在の耐風設計における構造骨組用水平風荷重算定は，風の乱れによって建物も振動するという前提に立って
荷重を決定するガスト影響係数法と呼ばれる手法が用いられている。この手法では，風速の乱れの強さ，ガスト
ファクター，ピークファクターなど，風の乱れに関する統計量が重要なパラメータである。本報では，東京都内
の高さ 124 m の高層建物において上空風の観測を実施し，風の乱れの性状を検討した。乱れの強さは，平均風
速が高くなるとともにばらつきが小さくなり，風速 15 m/s を超えると 0.12～0.16 の値を示した。平均化時間と
ガストファクターの関係は，季節風時には Durst の曲線に近い値を示し，台風時にはやや大きな値を示した。
ガストファクターと乱れの強さの関係から算出したピークファクターは，約 2.5 であった。
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1．はじめに
現在の建築基準法や建築物荷重指針1)（以下，荷重指針）
による耐風設計における構造骨組用水平風荷重算定は，風
の乱れによって建物も振動するという前提に立って荷重を
決定するガスト影響係数法という手法が用いられている。
この手法では，風速の乱れの強さ，ガストファクター，ピ
ークファクターなど，風の乱れに関する統計量が重要なパ
ラメータでありこれまでに様々な研究が行われている。
ガストファクターはある評価時間内の最大風速と平均風

速の比として定義され，評価時間によって値が変化するこ
とが知られている。Ishizaki2)は多良間島などの観測結果
から乱れの強さと平均化時間，評価時間の関係式を提案し
ている。宮下ら3)は，耐風設計で想定しているガストファ
クターは平均化時間 3秒程度とした瞬間風速を用いている
が，対象とする構造物の固有振動数などを考慮すると，瞬
間風速の平均化時間を適切に設定できるとより合理的に設
計できる可能性があるとして，平均化時間を 3秒としたガ
ストファクターを用いて任意の平均化時間のガストファク
ターを与える方法を提案している。ASCE4)でも平均化時
間とガストファクターの関係について Durst5)の曲線を採
用している。
一方，ピークファクターは，最大値を平均値と標準偏差

で表す際に標準偏差の倍率を示す値として定義される。地
上付近の変動風速のピークファクターの一例としてビル風
の基礎知識6)では3.5が示されているが，Ishizaki2)の提案式
によると平均化時間 1.5 秒，評価時間 600 秒の場合ピーク
ファクターは 3.0 となる。赤星ら7)は変動風速のピークフ
ァクターについて様々な地表面粗度，観測高さのデータを
用いて乱れの強さとピークファクターの関係を示している。

筆者ら8)はこれまでに都内において実測を行い上空風の
性質を把握してきた。今回東京都世田谷区にある高層建物
の屋上で風観測の機会を得たので，市街地上空の風の乱れ
の性状について検討した。

2．観測点および観測方法
観測は，東京都世田谷区に建つ高さ 124.42 m（地上 27
階建て）の複合ビルの屋上で行った。写真 1に観測点の南
側の状況を示す。この地域は低層住宅と中高層建築物が混
在する地域で荷重指針による地表面粗度区分Ⅲに該当する
地域と考えられる。図 1に風向・風速計の設置位置を，写
真 2に設置状況をそれぞれ示す。風向・風速は，建物南端
の屋上のヘリポートから約 2 m 高い 123 m に設置した超
音波風速計（Gill : Wind Sonic）を用いて測定した。デー
タのサンプリング周波数は 1 Hz とした。瞬間風速は平均
化時間 3秒で評価した。観測期間は 2015 年 2 月～11 月で
ある。
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写真 1 観測点周囲の状況（南を望む）
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3．観測結果
検討の対象は，観測点において日最大瞬間風速が 20 m/s
を超えた季節風（2 日）と台風接近時（3 日）の観測記録
とした。表 1に対象とした観測日の観測点および東京管区
気象台における日最大平均風速とその風向，日最大瞬間風
速とその風向を示す。
3.1 風向・風速の時刻歴変化
図 2 に 2015 年 4 月 20 日および 7 月 16 日の観測点にお
ける風向・風速の時刻歴波形を示す。風向の図には東京管

区気象台における時刻歴波形も併せて示す。4 月 20 日は
低気圧が日本海を北上したことにより強い南風が吹いた日
で，7 月 16 日は台風 1511 号が四国に上陸した日である。
4月 20 日の平均風速は，13 時ころから 4月 21 日の午前 0
時ころまで 10 m/s 以上であり，最大瞬間風速は 23 時 50
分に 22.3 m/s を記録した。風向は，南南東から南に変化
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図 1 風向・風速計の設置位置

（d）風向（2015 年 7 月 16 日）：台風

（c）風速（2015 年 7 月 16 日）：台風

（b）風向（2015 年 4 月 20 日）：季節風

（a）風速（2015 年 4 月 20 日）：季節風

図 2 風速・風速の時刻歴波形

写真 2 風向・風速計の設置状況

表 1 観測結果（上段：観測点，下段東京管区気象台）
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しており最大瞬間風速時は南であった。東京管区気象台で
の風向はほぼ南であり，観測点での風向は 1風向東よりか
ほぼ同じ風向であった。7月 16 日の平均風速は 12 時ころ
から 0 時ころまで 10 m/s 以上であり，最大瞬間風速は，
23 時 50 分に 20.1 m/s であった。風向は，平均風速が 10
m/s 以上であった時間帯はほぼ南東であり，最大瞬間風
速時は南であった。観測点での風向は，東京管区気象台に
比べて 1風向ほど東よりであった。
3.2 乱れの強さ
図 3に平均風速と乱れの強さの関係を示す。図中の点線

は，高さ 123 m における荷重指針の粗度区分Ⅲ（0.138）
およびⅣ（0.161）の値を示す。乱れの強さ I は次式で算
出した。

I=σU (1)
ここで，σ：変動風速の標準偏差，U：平均風速
乱れの強さは，風速が高くなるにつれてばらつきが小さ

くなり，風速 15 m/s を超えると 0.12～0.16 となり粗度区
分Ⅲの指針値に近い値を示した。加藤ら9)の観測では台風
時に比べて季節風時のほうが乱れの強さのばらつきが小さ
く指針値に近い結果を示したが，今回の観測結果では，平
均風速が 20 m/s に達していないこともありそこまでの明
確な違いは見られなかった。
3.3 ガストファクター
図 4に乱れの強さとガストファクターの関係を示す。ガ

ストファクターGは評価時間を 10 分として次式で算出し
た。

G=uU (2)
ここで，u：風速の最大値
ガストファクターは 1.2～2 程度の値となり，乱れの強
さに比例する傾向を示した。
図 5 に日最大瞬間風速を含む 1 時間の観測記録を用い

て，平均化時間を変化させた場合の最大風速と 1時間平均
風速から算出したガストファクター G(t)と平均化時間 t
の関係を示す。図中には Durst のガストファクター曲線
を併せて示す。

G(t)=u U (3)
ここで，u ：平均化時間 t 秒での最大瞬間風速，U : 1

時間平均風速
季節風時のガストファクターG(t)は Durst の曲線に近

い値を示したが，台風時は Durst の曲線よりも大きな値
を示した。これは加藤ら9)の観測結果と同様の傾向であっ
た。ガストファクターの差は乱れの強さの違いによるもの
と考えられるが今回の観測では最大瞬間風速が出現したと
きの乱れの強さは台風時に比べて季節風時がやや小さい値
であった。乱れの強さとガストファクターの関係について
は引き続き検討していく予定である。
3.4 ピークファクター
最大風速 uは平均風速と風速の標準偏差の倍数を用い

て次式で表せる。
u=U +gσ (4)
ここで，g：ピークファクター

(4)式を(2)式に代入すると

G=1+g
σ

U
(5)

となり，ガストファクター G と乱れの強さ I の関係から
ピークファクター g を求めることができる。図 4 に示し
た結果に対して(5)式を用いて近似した結果，ピークファ
クターは 2.46 であった。(6)式に示す Ishizaki2)の提案式
によれば，平均化時間 3秒，評価時間 600 秒のピークファ
クターは 2.65 であり，今回の結果はやや小さな値であっ
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図 3 平均風速と乱れの強さの関係

図 4 乱れの強さとガストファクターの関係

図 5 平均化時間によるガストファクターの変化
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た。

g=0.5 ln
T

T (6)

ここで，T：平均化時間，T：評価時間

4．おわりに
東京都内の高さ 124 m の高層建物において上空風の観

測を実施し，風の乱れの性状について検討した。
（1） 乱れの強さは，平均風速が高くなるとともにばらつ

きが小さくなり，風速 15 m/s を超えると 0.12～
0.16 程度となり粗度区分Ⅲの指針値（0.138）に近
い値を示した。

（2） ガストファクターは，乱れの強さに比例する傾向を
示した。評価時間とガストファクターの関係は，季
節風時には Durst の曲線に近い値を示し，台風時
はやや大きな値を示した。

（3） ガストファクターと乱れの強さの関係から算出した
ピークファクターは，約 2.5 であった。
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OBSERVATION RESULTS OF THE WIND
ABOVE TOKYO URBAN AREA

T. Kurita, A. Nakamura,
T. Komi and T. Watanabe

Statistic of wind turbulence such as turbulence intensity, gust factor and peak factor are important values on wind
resistant design for building structure. This paper describes the characteristics of wind turbulence above urban area based
on results of wind observations at the high-rise building of height 124 m.
The turbulence intensity showed 12-16% when the wind velocity was larger than 15 m/s. The peak factor became about

2.5 that was calculated from the relationship between the turbulence intensity and the gust factor.


