
 

突風を受ける切妻屋根建物の非定常風荷重に関する研究 

 

大坪 和広 

１．序 

台風や竜巻突風などの強風下では風速が短時間に増

速することがある。そのような突風下では，定常流時

と比較し非常に大きな風力が建物に作用する『風力の

オーバーシュート現象』が発生することが報告されて

いる 1-4)。種田ら 1)は水槽実験により，停止状態から急

発進する楕円柱に作用する揚力を測定し，運動開始直

後の揚力には衝撃的な高い値が現れ，すぐに減少した

後，再度大きな値が生じてから，定常状態に落ち着く

ことを示した。竹内ら 4)は特殊な設備を施した風洞や

数値流体計算をもちいて，無風からや一定風速から短

時間で立ち上がる突風下での楕円柱に作用する非定常

風力の発生メカニズムを報告した。しかしながら，こ

れらの報告は楕円柱や角柱に関するものがほとんどで，

地表に接した住宅などの構造物を対象とした報告は少

ない。地表面に接した構造物に関する研究の一つで，

中村ら 5)は立ち上がり時間の短い突風が作用する切妻

屋根形状の物体の風圧力のオーバーシュート現象につ

いて報告した。その中で，抗力のオーバーシュート現

象には言及しているが，揚力の実験は行われていない。

後述のように，中村らが行った突風風洞実験では揚力

計測に工夫が必要となるためである。また，竹内ら 4)

の研究より，オーバーシュート風力の発生には物体の

大きさや形状が影響を及ぼすことが指摘されており，

屋根模型の勾配もまた，オーバーシュート風力の発生

に強い影響を及ぼすと考えられるが，中村らの報告は

屋根勾配 1/2 での実験に留まっている。 

本研究では，急変する突風下で地表面に接する構造

物に生じるオーバーシュート現象に着目する。切妻屋

根形状模型を用い，その屋根勾配の違いが建物に作用

する非定常風力に及ぼす影響を解明することを目的と

する。その中で，突風生成可能な風洞を用いた風力測

定実験，風圧力測定実験と数値流体計算の 3通りのア

プローチを試みた。本報ではそのうちの 2つ，勾配の

異なる 2種類の切妻屋根建物での風力測定実験と数値

流体計算で得られた結果を比較検証する。風力測定実

験では風力のオーバーシュート特性に及ぼす屋根勾配

の影響を検証し，数値流体計算では建物周りの圧力分

布からその原因を考察する。 

 

２．切妻屋根建物とステップ関数的突風の概要 

図 1に本研究で検討対象とした切妻屋根建物を示す。

各辺の比は（梁間）：（桁行）：（軒高）＝1：2：1 で，

そのうえに 1/2 勾配と 1/4 勾配の切妻屋根を載せてい

る。本研究では梁間長さを 150mm とし，実験模型や

数値計算モデルを作成した。 

図 2に風洞実験と数値計算で用いた流入風速の時刻

歴波形を示す。流入風はステップ関数的突風を用い，

風速が立ち上がるのに要した時間を立ち上がり時間，

立ち上った後の平均風速を目標風速とし，この 2つの

パラメータを 2～8m/s，0.2~1.0 秒で変えながら実験お

よび計算を行った。本研究では開始風速は無風，風向

は梁間方向からに固定している。風洞実験では後述の

翼列の回転により流入風を生成し，数値計算では実験

で生成した流入風を，以下の三次式で近似して用いて

いる。 

ここで，𝑡：時刻 [sec]，𝑈(𝑡)：時刻𝑡での風速 [m/s]，

𝑈𝑡：目標風速 [m/s]，𝑡𝑟：立ち上がり時間 [sec]である。 

𝑈(𝑡) = −2𝑈𝑡 ∙ (𝑡 𝑡𝑟⁄ )3 + 3𝑈𝑡 ∙ (𝑡 𝑡𝑟⁄ )2 (1) 
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図 1 切妻屋根建物寸法 

図 2 風洞実験と数値流体計算での流入風速 
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３．突風風洞を用いた風力測定実験 

３．１ 実験装置概要 

図 3 に風力測定実験での風洞配置図を示す。実験は

九州大学大学院人間環境学研究院のエッフェル型吸込

式風洞を用いて行った。風洞断面内での各計測器の配

置を図 3に示す。測定部断面寸法は 1.5m×1.5m，計測

部全長は 3.0m，測定部前面の風速調整部は 2.0m であ

る。本風洞は測定部下流に翼列を設置し，風洞ファン

を稼働させた状態で翼列を閉じることで測定部内を無

風状態にする。その状態から翼列を回転することで測

定部内に風が通り，短時間で風速が立ち上がる突風を

生成することができる。風速の立ち上がり時間は翼列

の回転時間で制御し，翼列の回転時間は 0.2～5.0秒の

間で調整ができる。風速測定には超音波風速計と熱線

風速計を併用し，模型に作用する力の測定には動的空

気力天秤を用いた。サンプリング周波数はともに

1000Hz である。図 4に計測模型の配置を示す。動的空

気力天秤の計測方向は風流れ方向 FX，流れ直交方向

FY，鉛直方向 FZであるが，突風風洞実験では突風の発

生時に風洞内に急激な風速変化によって静圧変動が生

じるため，動的空力天秤の FZ方向には瞬間的に大きな

信号が発生する。そのため，計測模型の下面を端版に

設置をすると計測模型に作用する揚力が突風による静

圧変動の影響を受けて正確に測定できない。そこで，

竹内らの行った突風を受ける車両形状模型の揚力測定

実験手法 6,7)を参考に，端板に垂直に立てて疑似床面を

固定した。計測模型は垂直方向に立て，疑似床板に近

接させて，静圧変動の影響を受けない風流れ方向 Fx

を抗力，流れ直交方向 FYの力を揚力とした。 

３．２ 実験結果 

図 5 に風速と風力の時刻歴波形を示す。模型は 1/2

勾配の切妻屋根で目標風速 4m/s，立ち上がり時間 0.2

秒での結果である。図 5に示すように抗力，揚力とも

に風力のオーバーシュート現象が確認できる。しかし

ながら抗力と揚力ではピークの発生のタイミングは異

なり，抗力は風速が立ち上がっている途中で，揚力は

風速が立ち上がり終えた付近で発生している。 

図 6に無次元立ち上がり時間とオーバーシュート係

数との関係を示し，1/2勾配と 1/4勾配屋根の実験結果

の比較を行う。オーバーシュート係数とは風力のピー

ク値定常値の比であり，無次元立ち上がり時間：𝑡𝑟
′と

は以下のように定義される 7)。 

𝑡𝑟
′ =

𝑈𝑡 ∙ 𝑡𝑟

𝑑
 (2) 

ここで，𝑑：代表長さ [mm]である。 

図 6 (a) 抗力のオーバーシュート係数の関係を見る

とオーバーシュート係数は無次元立ち上がり時間によ

って一つのパターンで整理でき，両勾配とも無次元立

ち上がり時間が増加するとオーバーシュート係数が減

少する傾向が見られる。図 6 (b) 揚力でもその傾向は

同様であるが，無次元立ち上がり時間 10～20の範囲で

は，1/4 勾配屋根のオーバーシュート係数は変化せず

横ばいになっており，屋根勾配の違いがオーバーシュ

ート係数の減少率に影響を与えることが分かる。 

 

４．数値流体計算 

４．１ 計算条件 

図 7に数値計算の解析領域と各壁面の境界条件を示

す。計算には市販の数値流体計算ソフトを用い，非定
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常計算を行った。乱流モデルには LES/Smagorinsky モ

デル（Cs=0.1）を用い，時間刻みは 0.001秒で 2,000step

計算し，図 2 に示す流入風速は 100step 目から立ち上

げた。差分法は２次精度多次元差分スキーム（MARS

法）とした。セルは建物付近を 1 辺 5mm のトリムセ

ルとし，建物表面は厚さ 1mmの層を 5層重ねている。

風洞実験では模擬床面との干渉を避けるため模型との

間にわずかな隙間を設けたが，数値計算モデルでは模

型と地表面の隙間は再現していない。 

４．２ 建物周りの圧力分布の時刻歴変化 

図 8と図 9に各時刻での建物桁行方向中央位置での

風圧係数分布を示す。このとき流入風には式(1)で示す

ような 3次関数で近似したものを用いた。数値計算で

求めた圧力は流れ方向風上壁面位置での静圧を基準と

した差圧なので，速度圧で除すことで無次元化し風圧

係数とした。図 8 が 1/2 勾配屋根での，図 9 が 1/4 勾

配屋根での結果である。図 9 の 1/2 勾配屋根に着目す

ると，図 8 (a)の無風状態から風速が立ち上がり始め，

流れ方向に静圧の勾配が発生する。この静圧勾配は加

速度に比例し，加速度が最大となる図 8 (b)で抗力のピ

ークが生じる。その時，風上屋根面の軒先と棟部風下

側で小さな渦が発生している。この渦は徐々に大きく

なり，中心部の圧力が低下して，図 8 (c)のような圧力

分布となる。1/2 勾配の場合は棟部風下側の渦が大き

く，これが揚力のピークに大きな影響を及ぼすと考え

られる。この渦は屋根面に沿って風下側に移動し，図

図 8 切妻屋根建物（1/2 勾配）周りの各時刻での風圧係数分布（目標風速 2m/s，立ち上がり時間 0.2 秒） 
(b) 抗力のピーク（0.1 秒） (c) 揚力のピーク（0.2 秒） (d) 定常状態への移行（0.3 秒） 

図 9 切妻屋根建物（1/4 勾配）周りの各時刻での圧力分布（目標風速 2m/s，立ち上がり時間 0.2 秒） 
(a) 無風状態（0.0 秒） (b) 抗力のピーク（0.1 秒） (c) 揚力のピーク（0.2 秒） (d) 定常状態への移行（0.3 秒） 
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8 (d)では屋根面から剥離する。一方， 1/4 勾配屋根で

は抗力のピークが発生する図 9(b)までは図 8 と同様の

風圧係数分布であるが，図 9 (c)に示すように，風上屋

根面の軒先で発生する渦のサイズが大きく，中心の圧

力が低い。1/2 勾配屋根の場合と同様に，この渦は屋

根面に沿って風下側へと移動するが，1/2 勾配の場合

ほど早く剥離せず，図 9 (d)に示すように，風速の立ち

上がりから 0.3 秒後は，形を崩しながらも屋根面に付

着している。 

図 10に立ち上がり時間が 0.6秒の揚力のピーク時の

圧力分布を示す。図 10(a)に示すように立ち上がり時間

が長くなると 1/2 勾配屋根の棟部の渦はあまり発達せ

ず，軒先部にのみ渦は発生する。図 10(b)の 1/4勾配屋

根の軒先の渦は立ち上がり時間の影響は少なく立ち上

がり時間が 0.2 秒と同程度の渦が発生する。図 6 (b)で

示した，1/4 勾配屋根のみ揚力のオーバーシュート係

数の減少率が横ばいになったのは，この渦の発生の違

いのためと考えられる。 

 

５．まとめ 

本研究では，短時間で立ち上る突風を受けて切妻屋

根建物に作用する非定常風荷重の特性を明らかにする

ため，屋根勾配の違いに着目して突風生成可能な風洞

を用いた風力測定実験と数値計算を行った。その結果，

以下の知見が得られた。 

風洞実験では， 

1. 地表面に接した構造物においても，抗力と揚力

のオーバーシュート現象が確認された。 

2. 風力のピーク値と定常値の比であるオーバー

シュート係数を無次元立ち上がり時間で整理

すると，オーバーシュート係数は一つのパター

ンで整理できた。 

3. 無次元立ち上がり時間が増加するとオーバー

シュート係数は減少する傾向にあり，その減少

の様子は勾配によって異なった。 

数値計算では， 

4. 抗力のピークは静圧勾配が最大となるタイミ

ングで発生し，屋根勾配による影響は少ない。 

5. 揚力のピークは物体の隅角部に生じる渦によ

って引き起こされ，渦の大小や強さは屋根勾配

によって変化し，1/2 勾配よりも 1/4 勾配の方

が渦の剥離がしにくく，立ち上がり時間が長く

なっても発生する。 
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図 10 揚力のピーク時での風圧係数分布 

（目標風速 2m/s，立ち上がり時間 0.6 秒） 

(a) 1/2 勾配屋根 

(b) 1/4 勾配屋根 
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