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2020年の省エネ基準義務化や、2030年に予定される過半の新築物件でのZEHの達成など、数々の省エネルギー施策が
実施される中、建築計画面と物理環境面とのバランスがとれた設計が益々重要となる。
建築はデザイン次第で通風・採光・日射取得量等が大きく変わり得る。良好な環境性能となる設計案の見極めは容易では

ないが、最適化手法を設計に応用することで、現状の設計案の環境性能をより優れた性能に変えることが可能であろう。
本研究では、随伴変数法による逆解析や遺伝的アルゴリズム（GA）を駆使した、新たな環境指向型の設計手法を提案する。

※ CFD解析および逆解析には、㈱アドバンスドナレッジ研究所製 FlowDesigner を使用。

① 冬季の防風を目的とした樹木の最適配置 ② 通風開口部の最適配置

駅舎前面に並ぶ縦長のオブジェクトは樹木の設置可能な位置を示す。

逆解析の結果、駅舎内に侵入する風を抑えるために効果的な箇所ほど

青色に近い表示としている。

逆解析では、解析領域全体から濃度発生をさせた際にどこの濃度発生を

抑えれば駅舎内濃度を低減することが可能であるかを探査している。

負の体積発生感度が高く算出された位置が樹木の配置候補となる。

建物外壁面には決定済みの開口（開き窓）が配置される。

また、開口の増設可能が可能な候補面（カラー部分）がある。

逆解析では、候補面を小さな開口率を設定した面とする。

どの面の開口率を大きくすると、室内を通る気流速度を高めることが

可能かにつき開口率感度を算出。感度が高い処が開口の増設候補となる。

（逆解析で通風に効果的と推定された箇所ほど、赤色に近い表示とする。）

③ 建物形状の最適化（街区壁面のセットバックに応用）

①－①の矢印方向に見た街区壁面上の形状感度。
青色の部分が形状削ると風速効果的な位置である。

建物内で良好な通風を得るには、建物の外に十分な風が吹く必要がある。

ここでは、街区間通路の風速を高めることを目的とした逆解析を実施して、

風の導入に効果的なセットバック（ ＝ 建物を削る）位置を探し出す。

逆解析とGrasshopperによる形状変形を交互に繰り返すことで、

街区の全体形状を更新していく。
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④ 空調吹き出し口の最適風向決定法

逆解析を用いた空調の吹き出し口風向の最適化について提案する。

予め簡単な非定常解析で大局最適解から遠くはないであろう初期風向を

決定することで、全範囲探査を実施した場合と同等の「最適解」を導く可能性を提示した。
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通風逆解析と昼光解析を連動した開口部決定法
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研究背景

設計ツール

光解析

風解析

研究目的

×

Rhinoceros

Grasshopper

×

×

目的関数
• 床面昼光率
• 照度分布のばらつき（標準偏差）

DIVA

壁面上を移動させるプログラムを作成

Grasshopper

多目的最適化を行う

Octopus

CFD解析・逆解析

算出された位置感度方向に
開口を手動で移動

FlowDesigner

最適化手法を設計に応用することで、
現状の設計案の環境性能をより優れた

性能へ向上させることが可能と考えられる

より考慮した設計が益々重要となる

数々の省エネルギー施策が実施される

ZEH（ゼロ・エネルギー・ハウス）とは・・・
「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率奈設備システムの導入により、
室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを
導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅」

開口部が制約を受けやすい

ZEH（ゼロ・エネルギー・ハウス）

• 設計のボリュームスタディ段階で
熱的性能を担保させる

• 最適化の設計変数の範囲を絞ることで、
限られた時間の中で実設計における
多目的最適化を可能とする

CADとUA値・ηA値が連動する
設計者用ツールを開発する

Grasshopperでモデルの分析・算出の実行プログラムを作成

解析領域

気象条件

最適化結果

居室内の評価領域内風速の変化

最適化結果

居室内の評価領域内風速の変化
解析領域

群（e） 二階

群（e） 一階

開口設置可能範囲

風解析へ
開口位置の移動

（研究・作成協力：福本 拓人）

多目的最適化とは・・・
トレードオフの関係にある複数の目的関数を同時に求める最適化法。
多目的最適化で得られる解は、一般的にパレート解と呼ばれ、パレート解には
ある目的関数の高い解や別の目的関数の小さい解など、その解は様々である。



逆解析を用いた高速進化型
遺伝的アルゴリズムに関する研究
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研究背景

最適化手法の一つに大域的最適解を探査する遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithm）
があり、建築の分野においても数多く用いられている。しかし、GAにおける「交叉」の結果、
新たに創られた遺伝子配列は掛け合わせる元よりも優秀であるか否かは運次第となる。

研究目的

逆解析をGAの「交叉」に適用することで、高確率に性能が良化する個体を生成できれば、
最適解の探査効率が向上すると考えられる。
本研究ではCFD解析を評価関数として扱うGAの高速化を目的とする。従来の「交叉」に

代わり、随伴変数法に基づく逆解析から交叉解を創ることで、従来のGAよりも少ない世代数
及び計算時間での最適解到達を可能とする方法について提案する。

逆問題の解決手法に局所最適解を探査する随伴変数法を用いた逆解析がある。
一度の解析で、「目的変数の変化量／設計変数の変化量 ＝ 感度」を直接算出する
ことができ、その逆解析で算出可能な感度の中に形状感度がある。
形状感度とは任意領域の物理量の増加・減少や、

最小化などを達成するために形状をどのように変化
させれば効率的であるかを示すものである。
本研究においては、右図のように対となる面の

形状感度の収支を取り、動かすべき方向を決定
する。

盛り下げる 盛り上げる

遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithm）

複数障害物におけるGAの検討

右図のように解析対象範囲内のグリッドに障害物を2つ配置したモデル
を作成し、まず複数障害物が配置される場合について逆解析の有効性
の確認を行う。障害物の角部についての感度は算出対象外とする。
どのパターンについても移動先の障害物が風速低減に効果ありが70％

以上であり、風速低減に効果なしは10％前後となることから、精度として
十分であり、高速進化型GAの交叉として組み込むことでGAの高速化が
可能であると考えられる。

GAフローチャート図

評価領域と重なる個体を除いた1128個体を対象とし、評価領域内
の風速低減を目的とした最適化を簡易版GA・高速進化型GAで実施
(GAフローチャート図参照)し、最適解に辿りつく平均最適解到達世代
数と推定計算時間を比較する。簡易GAと高速進化型GAを各1,000
回実施して、平均した最適解到達世代数と最適解到達に要する平均
の個体数を下記に示す。
最適解到達世代数で比較すると、約3世代の低減効果があり、平均
使用個体数では約28個体低減することが分かった。
簡易GAより高速進化型GAの方が収束効率は向上したが、推定計算
時間は約6時間増加した。

障害物Aのみを移動 障害物Bのみを移動 障害物A,Bを移動

効果あり

効果なし

変化なし

対象外

平均最適解到達世代数と推定計算時間

高速進化型GAの世代数は簡易GAに比べて低減したが、逆解
析を実施し交叉解を生成するため、世代毎の計算時間は約1.5倍
必要となる。そのため高速進化型GA改(改良型GAの構築参照)を
提案し、計算時間の短縮を試みる。平均した最適解到達世代数と
最適解到達に要する平均の個体数を下記に示す。

平均最適解到達世代数と推定計算時間

まとめ

推定計算時間では、簡易
GAと高速進化型GA改の比
較では約5時間の低減効果
が得られた。

改良型GAの構築

原因としては、簡易GAでは
CFD解析の計算時間だけで
済むのに対して、高速進化型
GAではCFD解析に加え交叉
解を生成するための逆解析を
行うためである。

逆解析により交叉解を生成する高速進化型GAを提案し、最適解
到達世代数は簡易GAよりも低減可能であることを示した。
また、逆解析に要する解析時間を考慮して逆解析による交叉解

を1世代遅らせて適用する高速進化型GA改を提案し、簡易GAと
高速進化型GA改の計算時間を比較すると、約15%の時間短縮が
可能であることを示した。

◇高速進化型GAによる検討 ◇高速進化型GA改による検討

(研究協力：杉山侑司 作成協力：長谷川翔也）
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