
Akira Saida, Naoto Takahashi, Tateki Ishida 

平成27年度 

冬期道路管理等の適正化に資する広域日射遮蔽

計算手法の開発 
 

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所 寒地交通チーム ○齊田  光 

                               高橋 尚人 

                                        石田  樹 

 

 本研究では，路面や舗装等の凍結・積雪の発生に大きく関与している日照時間や日射遮蔽状

況を地域を問わず広範囲，高速かつ正確に計算する手法を提案するとともに，提案法の計算精

度および計算時間について検証を行った．その結果，提案法は日本全国において適用可能であ

り，さらに従来のデジタル地形データを用いた手法と比較して高い計算精度と20倍以上の計算

速度を有することが示された． 
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1.  はじめに 

  

日本の約6割を占める積雪寒冷地域では，降雪や温度

低下に起因する様々な問題が生じており，土木分野にお

いても路面状態悪化に伴うスリップ事故の増加，積雪に

よる車両の立ち往生・通行止めや凍結による舗装等の損

傷など冬期特有の気象条件による問題が多発している． 

冬期における路面や舗装，地盤などの凍結や積雪が発

生する原因は多岐にわたるが，これらの中でも日射によ

る影響は非常に大きいことが知られている．例えば，既

往の研究では日射遮蔽の有無によって路面温度が数℃以

上変化することが報告されており1)，路面における日照

時間の長短と路面凍結，積雪や冬期交通事故発生リスク

の間には何らかの関係があると考えられている．このた

め，日射遮蔽状況を広範囲にわたり計算することが可能

となれば，路面凍結や積雪が発生しやすい危険区間の特

定による効率的な交通事故対策の実施や凍結による舗装

損傷リスクの推定など冬期道路管理をはじめとした様々

な分野において有益な情報を提供できる可能性がある． 

一方で，広範囲にわたり高精度な日射遮蔽計算を行う

ためには計算対象地点周辺の地形や建築物を考慮するこ

とが必要不可欠となる．しかしながら，従来の手法では

日射遮蔽計算に非常に長い時間を要し高精度な計算が可

能な地域も限られているため，日射遮蔽状況や日照時間

データを冬期道路管理などに活用するなどの試みはこれ

までほとんど行われていなかった． 

そこで本研究では，日射遮蔽状況や日照時間データを

実用的な手法・費用で計算し得られたデータを冬期道路

分野をはじめとする様々な分野で活用することを目的と

して，広範囲を対象とした高速かつ正確な日射遮蔽計算

手法を構築する．そのために，日本全国で整備されてい

るデジタル住宅地図データおよび数値標高データを用い

た日射遮蔽計算手法を構築し，計算精度および計算時間

について検討を行ったので結果を報告する． 

 

 

2.  既往の広域日射遮蔽計算手法の特徴および課題 

 

(1) 地形が日射遮蔽に及ぼす影響の計算手法 

日射遮蔽状況は計算対象地点周辺の地形形状の影響を

受けるため，山地などにおいて日射遮蔽状況を正確に計

算するためには高い解像度を有する地形データを用いる

必要があることが示されている2)．また，既往の研究で

は河川管理等に用いられている航空レーザ測量データ

（LPデータ）を用いることで，地形による日射遮蔽の

状況を正確に計算できることが示されている3)．しかし

ながら，LPデータの整備範囲は河川付近などのごく限

られた地域に留まっており，その範囲外にある地域の日

射遮蔽計算を高精度に行うことは困難である． 

そこで，本研究では日本全国で整備されている国土地

理院基盤地図情報10m数値標高データに着目し，本デー

タを用いた場合の日射遮蔽計算精度について検討した． 

 

(2) 建築物が日射遮蔽に及ぼす影響の計算手法 

 計算対象地点近傍に建築物が存在する場合は，地形に

加えて建築物の影響を考慮した日射遮蔽計算が必要不可

欠となる．従来の手法では，地形に加えて建築物高さ情

報を含むデジタル地表モデル（DSM）を用いて建築物

の 3次元形状を表現することで，建築物が日射遮蔽に及

ぼす影響を計算可能であることが示されている 3) 4)．一
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方で，この手法は高い空間解像度の DSM が必要なため

計算に長時間を要することや，計算に必要となる DSM

の整備範囲が限られているなどの理由により，広範囲に

わたり建築物の影響を考慮した日射遮蔽計算を行うこと

は困難であった． 

 本研究で提案する手法では，建築物データとして

DSM に替えてデジタル住宅地図に含まれる建築物形状

データを用いることで，建築物による日射遮蔽計算を広

範囲，高速かつ高精度に行う手法の構築を試みた． 

 

 

3.  広域にわたる高精度日射遮蔽計算の方法 

 

(1) 太陽の方位角および高度の計算 

 計算対象地点における太陽の位置は方位角および太

陽高度で表される．は真北を0度とし，時計回り方向

に0度から360度までの範囲で表される．また，は計算

対象地点－太陽間を結ぶ線分と地平面の交差角であり，

太陽が天頂に存在する場合は90度，地平面に存在する場

合は0度となる． 

およびは以下の式で表される． 

 coscoscossinsincos             (1) 
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ここに，：太陽の赤緯，：計算対象地点の緯度，：

計算対象地点の太陽の時角である． 

は以下の式で表される． 

ecossinsin                     (3) 

ここに，s：太陽の黄経および e ：黄道傾斜角である． 

sは長沢による式 5)によって与えられる． 
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ここに，T：時刻変数である． 

Tは2000年1月1日正午からの経過日数をKとしたとき，

以下の式で与えられる． 

25.365/KT       (5) 

は次式で与えられる． 

      (6) 

ここに，：恒星時および：太陽の赤経である． 

は以下の式で表される． 

es costantan        (7) 

地表付近では，大気による屈折のためは式(1)から式

(7)で求めた値よりも大きくなる傾向にある．大気によ

る屈折を考慮した太陽高度’’は次式で与えられる． 

R                      (8) 

))4.4/(6.8tan(

0167.0





R      (9) 

 

(2) 日射遮蔽有無の判別 

 計算対象地点における日射遮蔽の有無は，デジタル地

形データおよびデジタル住宅地図に含まれる建築物形状

データを用いて行われる．従来は地形および建築物形状

を図-1(a)に示すように同一空間解像度の計算要素の集

合体で表現する手法が多く6)，建築物形状を正確に表現

 

図-1 提案法による建築物形状の表現例 
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するためには計算要素の解像度を非常に大きくとる必要

があるため計算に長時間を要する原因の1つとなってい

た．このため，本研究で提案する手法では，地形，建築

物の壁面および屋根形状を図-1(b)および図-1(c)に示す

ように地表データ解像度に依存しない三角形要素で表現

することで高い日射遮蔽計算精度と短い計算時間の両立

を試みた． 

 日射遮蔽の有無は，図-2に示すように太陽-日照時間

計算対象地点を結ぶ線分と日照時間計算対象地点周辺の

全ての三角形要素について交差が生じるかどうかを判別

する．これにより，線分といずれかの三角形要素が交差

した場合は日照時間計算対象地点において日射遮蔽が発

生したと判定する2)． 

 

 

4. 計算精度および計算速度の検証方法 

 

(1) 基盤地図情報10m数値標高データを用いた地形による

日射遮蔽の計算精度検証 

本検証では，3.で提案した手法を用いて，福井県福井

市江守の里における路線（図-3(a)の黒線）の日射遮蔽

状況および日照時間分布を 2015/12/22 0:00から 10分ごと

に 24時間にわたり計算した．日射遮蔽計算の精度は，

LPデータ（空間解像度 10m，図-3(b)参照）を用いた場

合の計算結果を基準として，10m標高データ（空間解像

度 10m，図-3(c)参照）および国土地理院 50m数値標高

メッシュ（50m標高データと呼称，空間解像度 50m，図

-3(d)参照）を用いた計算結果と比較し，検証を行った．  

 

(2) デジタル住宅地図データを用いた建築物による日射

遮蔽計算精度および計算時間の検証 

 本検証では，一般国道230号線 0.9kp～5.9kp（図-4参

照）を対象として日射遮蔽計算精度の検証を行った．検

証では，2008/5/28 8:35に撮影された航空写真を用いて対

象路線の日陰区間を抽出するとともに，提案法を用いて

同時刻における対象路線の日射遮蔽計算を10m間隔で行

い，実際の日陰出現状況と計算による日陰出現状況を比

較することで日陰計算の的中率を求めた．同時に，d = 

15m，25m，50m，100m，200mおよび300mの的中率をそ

れぞれ求め，的中率とdの関係について検証を行った．

計算では，建築物形状データとして株式会社ゼンリンの

 

図-2 日射遮蔽判別の方法 

 

 

 

図-3 日射遮蔽計算 精度検証の対象区間およびデジタル地形データの概要 

 

図-4 日射遮蔽計算精度の検証対象区間 

(a)精度検証の対象区間 (b)LPデータによる 

沿道地物再現状況 

(c)基盤地図情報データによる 

沿道地物再現状況 

(d)50m数値標高メッシュによる 

沿道地物再現状況 
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デジタル住宅地図データを使用した，なお，本検証区間

は平野部に位置し，路線周辺の地形による日射遮蔽が殆

ど生じないためデジタル地表データとして解像度が粗い

50m標高データを用いた． 

 また，計算時間の検証では，上記の区間について，道

路周辺地物データとして高解像度地形データ（空間解像

度5m）を用いた場合およびデジタル住宅地図データと

50m標高データを用いた場合について2015/12/22 0:00から

24時間にわたる日陰計算を行い，計算に要した時間を比

較した． 

 

 

 5. 検証結果および考察 

 

(1) 基盤地図情報10m数値標高データを用いた地形による

日射遮蔽の計算精度検証結果 

図-5はLPデータ，10m標高データおよび 50m標高デ

ータを用いたときの路線日照時間分布計算結果 tLP（太

実線），tDEM10（点線）および tDEM50（細実線）をそれぞ

れ示す．なお，灰色区間はトンネルを示す．tLPは短い

距離で大きく変動する傾向にあり，山地のみならず市街

地においても tLPだけが小さくなる地点（2800mおよび

3200m付近）があった． LPデータには建築物高さ情報

が含まれており，tLPは建築物による日射遮蔽が考慮さ

れている． 

tDEM10は山地の大部分で tLPと同様の傾向を示した．し

かしながら，図中 1500m付近のように山地－道路間の

距離が非常に短い地点では tDEM10が tLPより大きくなった．

また，市街地では tDEM10と tLPの間に大きな差が生じた．

10m標高データは建築物形状が含まれておらず，建築物

による日射遮蔽が看過され，tDEM10  > tLPになったと考えら

れる． 

tDEM50は山地の大部分においてtLPおよびtDEM10より大きく

なった．これは山地の規模が比較的小さいため，粗い空

間解像度の地形データでは山地の形状を正確に表現でき

なかったためである．加えて，50m標高データには建築

物形状データが含まれていないため，市街地のtDEM50は

tDEM10と同様な分布の傾向を示した． 

 

(2) デジタル住宅地図データを用いた建築物による日射

遮蔽計算精度および計算時間の検証結果 

 図-6に2008/5/28 8:35の一般国道230号 0.9kp～5.9kpにお

ける日陰分布の計算結果（d = 50m）および航空写真よ

り判別した日陰分布実測結果をそれぞれ示す．図中下部

に示す日陰判別結果は白が日向を，灰色が日陰をそれぞ

れ表す．また，図中に検証対象路線と交差する路線の名

称を示す． 

 

図-5 日照時間空間分布の計算結果 

 

図-6 検証対象路線における日陰分布実測値および計算値 
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 日陰実測値に着目すると，0.9kpから4.1kpの区間では

道路東側に隣接して存在する高層建築物により日陰が断

続的に出現した．他方，4.1kpから5.9kpでは道路中央に

おいて日陰は見られなかった．この区間では，先述の区

間と同様に道路東側に建築物が複数存在するが，建築物

の高さが低いために日陰が道路中央に到達しなかったと

考えられる．  

 日陰計算値は日陰実測値とおおむね一致し，日陰が生

じている区間を良好に再現することができた．1.6kp付

近（図-6(a)）における計算値は実測値と異なり日陰と

なったが，この原因としては，提案法では建築物屋上の

形状を全て陸屋根としており，実際の建築物形状と差異

が生じたため日陰の形状を過大に見積もったためだと考

えられる．また、3.3kp付近（図-6(b)）において計算値

は日向である一方，実測値は日陰であった．これは同地

点の付近に存在する建築物がデジタル住宅地図データ上

では存在しないために日射遮蔽計算が正確に行われなか

ったためと考えられる． 

 以上の結果より，提案法による日射遮蔽計算精度はお

おむね良好である一方で，より高い計算精度が必要な場

合は航空レーザ測量等によって得られたDSMによる屋

上および屋根形状の正確な再現や，実際の建築物の存在

有無を正確に反映した最新のデジタル住宅地図データの

使用が必要であると考えられる． 

 図-7はdと日陰計算的中率および計算時間の関係を示

す．本検証区間における日陰計算の的中率はd = 15mで

89.0%，d = 25mで90.7%であり，dが小さい場合は路面に

影を落としている建築物が考慮されないため的中率が低

下した．また，d ≧ 50mにおける日陰計算的中率は92.8%

で一定となった．この理由としては，本検証の日時にお

ける’が47.5度と大きく，道路から離れた建築物による

日陰が路面に到達しなかったためである． 

なお，本検証は’が大きい日時を対象としているが，

冬期や日の出・日の入り前後など’が小さい時間帯では

道路から離れた建築物が路面日陰計算精度に影響を及ぼ

す可能性がある．図-8に示すような建築物が密集してい

る市街地においては，日陰計算対象路線から離れた建築

物による日陰は日陰計算対象路線により近い建築物に遮

られるため，路面日陰計算精度には大きく影響しないと

推察される．他方，郊外においては道路から離れた建築

物による日陰が路面に到達する可能性が高くなるため，

dをより大きくする必要があると考えられる． 

 計算時間に着目すると，高解像度地形データを用いた

場合（従来法）の計算時間は1785.5秒を要したのに対し，

デジタル住宅地図データおよび国土地理院の50m数値標

高メッシュデータを用いた場合の計算時間はd = 50mの

とき70.8秒であり，後者は前者の4%となった．また，d 

= 100m，d = 200mおよびd = 300mの場合の計算時間はそれ

ぞれ79.2秒，148.4秒および225.0秒であった． 

以上の結果より，日陰計算の精度と計算時間を両立する

ためには市街地でdを50mから100m程度とすることが適

切であると考えられる．  

 

 

6.  おわりに 

  

本研究では冬期道路管理の適正化や冬期交通事故のリ

スクアセスメント等をはじめとする様々な分野で有益な

情報となりうる日射遮蔽状況や日照時間分布を広範囲に

わたり計算するために，基盤地図情報10m数値標高デー

タおよび住宅地図データを用いた広域路面日射遮蔽計算

手法を提案し，計算精度および計算時間について検討を

行った．以下に得られた結果を列挙する． 

 

1) 国土地理院基盤地図情報10m数値標高データを用い

て提案法による日射遮蔽計算を行った場合の平地

および山地付近における計算精度は，従来の国土

地理院50m数値標高メッシュを用いた場合の計算精

 

 

図-8 太陽高度が低い場合の建築物密集地域における 

日射遮蔽状況 

 

 

図-7 dと日陰計算的中率および計算時間の関係 
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度と比較して高く，LPデータを用いた場合の計算

結果と近い傾向を示す． 

2) デジタル住宅地図データに含まれる建築物形状デ

ータを用いた場合の市街地における日陰計算結果

は実際の日陰形状と良好に一致し，本データは日

射遮蔽計算のための入力データとして利用可能で

あることが示された． 

3) デジタル住宅地図データをを用いた場合の日射遮

蔽計算に要する時間は従来法を用いた場合と比較

して大幅に短く，広範囲にわたる日射遮蔽計算を

実用的な時間で計算可能である． 

4) 市街地においては計算対象地点に隣接する建築物

が日射遮蔽に与える影響が非常に大きく，計算実

施時には計算対象地点から100m以上離れた建築物

を考慮する必要性は低い． 

5) 国土地理院基盤地図情報10m数値標高データとデジ

タル住宅地図データに含まれる建築物形状を併用

することで，日本全国において地形に加え建築物

の影響を考慮した高精度な日射遮蔽計算が可能で

ある． 

 

今後は本手法を用いて路面における日照時間と冬期の

交通事故発生状況の関係を定量的に評価するとともに，

冬期路面状態予測手法などへの本手法の適用を試みる． 

 

 参考文献 

 

1) 齊田光，藤本明宏，福原輝幸：沿道構造物が路面温度に

与える影響，土木学会年次学術講演会概要集，VII-076，

pp. 151-152，2010. 

2) 齊田光，藤本明宏，福原輝幸：熱収支法による広域路面

温度予測モデル-乾燥路面の路線温度分布予測-，土木学

会論文集E1（舗装工学），Vol.69，No.1，pp.1-11，2013. 

3) 齊田光，藤本明宏，福原輝幸：地形データ解像度が路線

温度の計算の時間と精度に及ぼす影響，日本雪工学会誌，

Vol.29，No.1，pp.36-45，2013. 

4) Fu, P., and P. M. Rich.：A Geometric Solar Radiation Model with 

Applications in Agriculture and Forestry, Computers and Electronics in 

Agriculture, pp.25-35，2002. 

5) 長沢工：日の出・日の入りの計算 天体の出没時刻の求

め方，地人書館，1999. 

6) 例えば，梅干野晁，浅輪貴史，中大窪千晶：3D-CAD と

屋外熱環境シミュレーションを一体化した環境設計ツー

ル，日本建築学会技術報告集，Vol. 20，pp. 195-198，2004． 

 

 

 

 


