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２-４．都市環境気候図作成のケーススタディ 

   

2-4-1.ケーススタディの対象および検討事項 

１）ケーススタディの対象 

 本調査においては、市区町村レベルの都市環境気候図の作成対象地域として東京都港区を

選定した。さらに、港区を含む都道府県スケール、圏域スケールの都市環境気候図の作成対

象として、それぞれ東京都 23 区と首都圏を選定してケーススタディを行った。 
 なお、対象地域の選定に当たっては、①ヒートアイランド現象による夏季の気温上昇が発

生している首都圏の都心部に位置している、②東京湾に面するとともに地域内に大規模な緑

地が点在しており、海風や緑地などの自然資源の潜在的な活用可能性が高い、③都市気候特

性に関する地理情報データの整備が進んでいる、といった点を考慮した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.5 都市環境気候図の作成対象 

 東京都港区をケーススタディの対象地域として選定し、夏季の熱環境の改善を目的とし

て、港区と東京都 23 区、首都圏の 3 つのスケールで要素図および大気・熱汚染図を作成

し、高温域の出現状況や卓越風の発生状況、気流に影響を及ぼす地形や構造物の分布状況

について把握した。 

圏域スケール：首都圏 

都道府県スケール：東京 23 区

市区町村スケール：港区
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２）ケーススタディの検討内容 

 本調査におけるケーススタディについて、作成した都市環境気候図の概要とその目的を図

2.6 に示す。 
 

図2.6 都市環境気候図のケーススタディ検討内容 

 

 また、各スケールにおける検討事項を示すと以下のようになる。 

建物分布図建物分布図

•建築配置
•建物高さ分布
•天空率分布
•粗度長分布

植生・水面分布図植生・水面分布図

•植種別分布
•水面分布

気温分布図気温分布図

•夏季平均気温
•夏季最高・最低気温
•冬季平均気温
•真夏日・熱帯夜出現数

【作成する都市環境気候図】

•気温分布から見た、広域における対象地
区周辺の気温水準の把握
→ヒートアイランド現象の確認、対象地区
　 周辺地域の熱環境の比較

排熱分布図排熱分布図

•顕熱分布

•東京23区の風況の把握

→風利用のポテンシャルの確認
•東京23区の気温分布および季節変動の

　把握
→対象地区と周辺地域の気温変動の比較
•東京23区の排熱分布状況の把握

→気温上昇への影響因子の把握、対象地
　 区と周辺地域の比較

【都市環境気候図作成の目的】

•対象地区の気温分布・風況の把握
•対象地区の排熱分布状況の把握
→気温上昇への影響因子の把握
•植生および水面分布の把握
→微気象緩和への影響因子（蒸発散作用
など）としての確認
•標高、建物の配置および高さ分布
→都市内の気流への影響因子（オープンス
ペースおよび障壁の分布状況）の把握

【
圏
域
ス
ケ
ー
ル
】

【
都
道
府
県
ス
ケ
ー
ル
】

【
市
区
町
村
ス
ケ
ー
ル
】 考察図考察図

•都市熱環境の改善方策の
提示

→都市内の自然資源の活用

排熱分布図排熱分布図

•顕熱分布

気温分布図気温分布図

•夏季平均気温
•夏季最高・最低気温平均
•冬季平均気温
•冬季最高・最低気温平均

気流分布図気流分布図

•風速級数別風配図
（時刻別・季節別）

気温分布図気温分布図

•夏季平均気温
•夏季最高・最低気温平均
•30℃超時間数

気流分布図気流分布図

•風速級数別風配図
（時刻別・季節別）

気温分布図気温分布図

•夏季平均気温
•夏季最高・最低気温平均
•30℃超時間数

気流分布図気流分布図

•風速級数別風配図
（時刻別・季節別）

地形図地形図

•標高図
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(1) 圏域スケール 

・ 広域からみた対象地区周辺の気温分布を地図化して、ヒートアイランド現象の発生

状況を確認し、熱環境改善の必要性の検討材料とする。 
(2) 都道府県スケール 

・ 対象地区周辺の気温分布を地図化し、ヒートアイランド現象の発生状況の確認と熱

環境改善の必要性の検討を行う。 
・ 対象地区とその周辺地域における季節別や時刻別の風況を地図化し、熱環境改善に

利用可能な卓越風を把握する。 
・ 対象地区とその周辺地域における人為的な排熱発生分布を地図化し、気温上昇への

影響因子について周辺地区との比較を行う。 
(3) 市区町村スケール 

・ 対象地区の気温分布を地図化し、ヒートアイランド現象の発生状況の確認と熱環境

改善の必要性を検討する。 
・ 対象地区における季節別や時刻別の風況を地図化して、熱環境改善に利用可能な卓

越風を抽出・把握を把握する。 
・ 対象地区内の人為的な顕熱排熱発生分布を地図化し、熱環境改善対象の抽出を検討

する。 
・ 対象地区およびその周辺地域の植生および開水面の分布状況の地図化し、微気象緩

和作用のある気候要素の分布状況を把握する。 
・ 建物高さの分布より対象地区内における地表の起伏分布を地図化し、風の通り道と

なり得るオープンスペースの分布状況を把握する。 
 

本ケーススタディにおいて作成した都市環境気候図の一覧を表 2.5 に示す。 
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表2.5 ケーススタディにおいて作成した都市環境気候図（要素図、大気・熱汚染図）の一覧 

首都圏：圏域スケール 東京都 23 区：都道府県スケール 東京都港区：市区町村スケール 

1) 気温分布図 

① 最高気温分布図（2月・8月、1998～2000年平均） 

→図2.8(1)、図2.8(6) 

② 最低気温分布図（2月・8月、1998～2000年平均） 

→図2.8(29、図2.8(7) 

③ 平均気温分布図（2月・8月、1998～2000年平均） 

→図2.8(3)、図2.8(8) 

④ 真夏日出現日数分布図（1998～2000年平均） 

→図2.8(4) 

⑤ 熱帯夜出現日数分布図（2000年） 

→図2.8(5) 

 

1) 気温分布図 

① 最高気温分布図（2月・8月、1998・1999年平均） 

→図2.9(1)、図2.9(4) 

② 最低気温分布図（2月・8月、1998・1999年平均） 

→図2.9(2)、図2.9(5) 

③ 平均気温分布図（2月・8月、1998・1999年平均） 

→図2.9(3)、図2.9(6) 

2) 気流分布図 

① 風速別風配図－8月 

（終日・昼間・夜間、1998・1999年平均） 

→図2.９（７）、図2.9(8)、図2.9(9) 

② 風向・風速平均場図－8月 

（終日・昼間・夜間、1998・1999年平均） 

→図2.9(10)、図2.9(11)、図2.9(12) 

3) 気温・気流分布図 

① 気温分布および風向・風速場（1998年8月代表日） 

→図2.9(13) 

4) 排熱分布図 

① 人工排熱密度分布図（500ｍメッシュ） 

→図2.9(14) 

 

1) 気温分布図 

① 最高気温分布図（8月、1998・1999年平均） 

→図2.10(1) 

② 最低気温分布図（8月、1998・1999年平均） 

→図2.10(2) 

③ 平均気温分布図（8月、1998・1999年平均） 

→図2.10(3) 

④ 30℃超時間数分布図（8月、1998・1999年平均） 

→図2.10(4) 

2) 気流分布図 

① 風速別風配図－8月 

（終日・昼間・夜間、1998・1999年平均） 

→図2.10(5)、図2.10(6)、図2.10(7) 

② 風向・風速平均場図－8月 

（終日・昼間・夜間、1998・1999年平均） 

→図2.10(8)、図2.10(9)、図2.10(10) 

3) 地形図 →図2.10(11) 

4) 植生・水面分布図 →図2.10(12) 

5) 建物分布図 

① 建物分布図（ポリゴンデータ） →図2.10(13) 

② 建物平均高さ分布図（100ｍメッシュ） →図2.10(14) 

③ 天空率分布図（100mメッシュ） →図2.10(15) 

④ 粗度長分布図（100mメッシュ） →図2.10(17) 

6) 排熱分布図 

① 人工排熱密度分布図（100ｍメッシュ） →図2.10(18) 
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表2.6 使用したデータと対象スケールとの対応 

各スケールとの対応* 

区 分 データ名称 
入手分
年次 

データ
種類 

データ内容 圏域 

（首都圏）

都道府県

(東京23区)

市区町村 

（港区） 

時刻別風向（16 方位）・風速データ 
○ 

(118) 
○ 
(4) 

× 
(0) 

時刻別気温データ 
○ 

(118) 
○ 
(4) 

× 
(0) アメダス統計年報 

1998 
1999 
2000 

ポイント

時刻別日照時間 
○ 

(117) 
△ 
(3) 

× 
(0) 

時刻別風向（16 方位）・風速データ  ○ 
(28) 

○ 
(2) 

大気環境時間値データ（東京都） 
1998 
1999 
2000 

ポイント
時刻別気温データ  ○ 

(28) 
○ 
(2) 

時刻別風向（16 方位）・風速データ   ○ 
(5) 

大気環境時間値データ（港区） 
1998 
1999 
2000 

ポイント
時刻別気温データ   ○ 

(4) 

気象 

東京都立大学・三上研究室（2000）： 

首都圏高密度温湿度観測データ 

1998 
1999 

ポイント 時刻別気温データ  ○ 
(43) 

○ 
(3) 

標高 数値情報メッシュ標高 － メッシュ 50m メッシュ標高   ○ 

土地利用 
東京都都市計画ＧＩＳデータ 

平成 8・9 年土地利用現況 

1996 
1997 

ポリゴン 土地利用用途（30 分類）  ○ ○ 

土地被覆 東京植生分布図 1996 ポリゴン 植生区分（74 分類）  ○ ○ 

建築物 
東京都都市計画ＧＩＳデータ  

平成 8・9 年建物用途現況 

1996 
1997 

ポリゴン
建物用途（30 分類）、建物階数、 
建物構造（4 分類） 

  ○ 

交通 道路交通センサスデータ 1999 ライン 
種類別交通量（12h・24h、平日・休日）、混雑度、路
面種類（6 分類） 

  ○ 

     *  凡例 ○：適用 △：必要に応じて適用 ×：データ無 
            括弧内数値：エリア内の観測地点数 
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３）使用したデータの概要 

 使用したデータの一覧を表 2.6 に示す。各データの概要は以下の通りである。 
 

(1) 気象関連データ 

 気象のうち風況に関するデータについては、3 つの対象スケールを考慮してアメダス統計

年報、東京都が管理する大気環境常時測定局の一般環境測定局の大気環境時間値データ、港

区が管理する環境測定局の大気環境時間値データを使用した。 
 大気環境常時測定局の風況データについては、その観測目的によっては本調査において必

要とされる空間代表性を持たないデータも含まれている可能性がある。本調査では港区環境

測定局とその周辺の構造物の位置関係や風向出現状況について確認を行い、周辺の構造物に

よって影響を受けていると見られる一の橋測定局および麻布測定局については、風況データ

の分析対象から除外することとした。なお、大気環境常時測定局のデータを使用する際には、

大気汚染物質や気温等のデータについても、同様の検討を行う必要がある。 
港区環境測定局の位置情報を表 2.7 および図 2.7 に示す。 

表2.7 港区環境測定局の位置情報 

測定局名 区分 住所  緯度 経度 
風速計

高度[m]

一の橋 自動車排ガス局 港区東麻布 3-9-1 (一の橋公園内) 35.652500 139.741111 6.0

赤坂 自動車排ガス局 港区赤坂 7-3-39 (高橋是清翁記念公園内) 35.670278 139.724444 15.1

芝浦 自動車排ガス局 港区海岸 2-1-27 (末広橋児童遊園脇) 35.645556 139.761111 11.1

麻布 一般局 港区西麻布 3-12-1 (笄公園内) 35.653333 139.727500 15.1

港南 一般局 港区港南 4-3-29 (港南幼稚園内) 35.626389 139.751944 8.0

 

図2.7 港区環境測定局の分布 
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 気温については、前述のアメダス統計年報、東京都が管理する大気環境常時測定局の一般

環境測定局の大気環境時間値データ、港区が管理する環境測定局の大気環境時間値データに

加えて、東京都立大学三上研究室が首都圏内の教育施設等を中心に 130 カ所の気温を計測し

た首都圏高密度温湿度観測データを用いた。 
 
(2) 地形関連データ 

 地形データについては、国土地理院が発行している数値地図 50m メッシュ（標高）を用い

て地表面の起伏状況の把握を行った。 
 
(3) 土地利用関連データ 

 土地利用については、東京都都市計画地理情報システムの平成 8・9 年土地利用現況データ

を利用した。 
 
(4) 土地被覆関連データ 

 土地被覆データについては、東京都植生分布図を利用して、緑地や草地、裸地、開水面の

分布を把握した。 
 
(5) 建築物関連データ 

 建築物データについては、東京都都市計画地理情報システムの平成 8・9 年建物用途現況デ

ータを利用して、建物配置や建物用途種別、建物高さに関するデータを抽出した。 
 
(6) 交通関連データ 

 交通関連データについては、道路交通センサスより道路別の交通量を把握し、排熱発生量

の推計に用いた。 
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2-4-2.圏域スケールの都市環境気候図（首都圏） 

 圏域スケールの都市環境気候図では、都道府県を複数含むスケールで気温分布や風況など

を図示することにより、広域な気温分布や気流分布の特徴についての把握が可能となる。こ

のスケールでは微細な気象現象の把握はできないが、最終的な市区町村スケールの検討対象

地区が置かれている広域的な気温や気流の特徴について把握することができる。また、複数

の都道府県にまたがる大気汚染物質の長距離輸送現象についても、圏域スケールの都市環境

気候図によって現状把握が可能となる。 
本調査では、首都圏を対象とした圏域スケールの都市環境気候図として、夏季および冬季

の気温分布図を作成した。夏季を対象とした 8 月の日最高気温平均値分布、日最低気温平均

値分布、平均気温分布を、それぞれ図 2.8(1)、図 2.8(2)、図 2.8(3)に示す。また、暑さを表す

指標として真夏日出現日数（図 2.8(4)）、熱帯夜出現日数（図 2.8(5)）の分布図を作成した。

冬季については、2 月の日最高気温平均値分布、日最低気温平均値分布、平均気温分布を、

それぞれ図 2.8(6)、図 2.8(7)、図 2.8(8)に示す。 
また、各地図について、地図種類、対象スケール、対象期間、使用したデータ、地図の作

成方法や地図から得られる知見等について、あわせて整理した。 
 
首都圏を対象とした都市環境気候図を作成した結果、以下のことが明らかとなった。 
・8 月の気温分布図（図 2.8(1)～(3)）より、東京都心部を中心とする高温域の出現が確認

された。真夏日および熱帯夜の出現数分布図（図 2.8(4)～(5)）からも同様の傾向が見ら

れた。 
・2 月の気温分布図（図 2.8(6)～(8)）より、冬季においても東京都心部を中心とする高温

域の出現が見られた。 
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地図種類 ：気温分布図-日最高気温平均値の分布 

対象スケール ：圏域スケール 

対象期間 ：1998 年 8 月・1999 年 8 月・2000 年 8 月 

使用データ ：アメダス統計年報データ 

 

図2.8(1) 気温分布図-日最高気温平均値の分布 

（圏域スケール、1998年8月・1999年8月・2000年8月） 

 
・8 月の日最高気温平均値の分布を、アメダス統計年報より作成した。各観測点の間の補間

には逆距離加重法を用いた。 
・東京都区部から埼玉県東部を中心に広い範囲で高温域が出現している。 
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地図種類 ：気温分布図-日最低気温平均値の分布 

対象スケール ：圏域スケール 

対象期間 ：1998 年 8 月・1999 年 8 月・2000 年 8 月 

使用データ ：アメダス統計年報データ 

 

図2.8(2) 気温分布図-日最低気温平均値の分布 

（圏域スケール、1998年8月・1999年8月・2000年8月） 

 
・8 月の日最低気温平均値の分布を、アメダス統計年報より作成した。各観測点の間の補間

には逆距離加重法を用いた。 
・東京都心部が最も日最低気温平均値が高く、都心部から離れるにつれて日最低気温平均値

が低くなる傾向が見られる。 
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地図種類 ：気温分布図-平均気温の分布 

対象スケール ：圏域スケール 

対象期間 ：1998 年 8 月・1999 年 8 月・2000 年 8 月 

使用データ ：アメダス統計年報データ 

 

図2.8(3) 気温分布図-平均気温の分布 

（圏域スケール、1998年8月・1999年8月・2000年8月） 

 
・ 8 月の平均気温の分布を、アメダス統計年報より作成した。各観測点の間の補間には逆

距離加重法を用いた。 
・ 東京都区部、神奈川県東部、埼玉県東部、千葉県の一部を中心として高温域が形成され

ている。 
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地図種類 ：気温分布図-真夏日出現日数の分布 

対象スケール ：圏域スケール 

対象期間 ：1998～2000 年 

使用データ ：アメダス統計年報データ 

 

図2.8(4) 気温分布図-真夏日出現数の分布 

（圏域スケール、1998年・1999年・2000年） 

 

・ 年間を通じた真夏日（最高気温が 30℃を超える日）の出現日数の分布を、アメダス統計

年報より作成した。各観測点の間の補間には逆距離加重法を用いた。 
・ 東京都の北部から埼玉県、群馬県の南部にかけて、真夏日出現数が多くなっている。 
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地図種類 ：気温分布図-熱帯夜出現日数の分布 

対象スケール ：圏域スケール 

対象期間 ：2000 年 

使用データ ：アメダス統計年報データ 

  

図2.8(5) 気温分布図-熱帯夜出現日数の分布 

（圏域スケール、2000年） 

 
・ 年間を通じた熱帯夜（最低気温が 25℃を超える日）の出現日数の分布を、アメダス統計

年報より作成した。各観測点の間の補間には逆距離加重法を用いた。 
・ 東京都心部が最も熱帯夜の出現日数が多く、都心部から離れるにつれて出現日数は少な

くなる傾向が見られる。 
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地図種類 ：気温分布図-日最高気温平均値の分布 

対象スケール ：圏域スケール 

対象期間 ：1998 年 2 月・1999 年 2 月・2000 年 2 月 

使用データ ：アメダス統計年報データ 

 

図2.8(6) 気温分布図-日最高気温平均値の分布 

（圏域スケール、1998年2月・1999年2月・2000年2月） 

 
・ 2 月の日最高気温平均値の分布を、アメダス統計年報より作成した。各観測点の間の補

間には逆距離加重法を用いた。 
・ 東京都区部と神奈川県の東部・中部、埼玉県の一部、房総半島にかけて日最高気温平均

値が高いエリアが見られる。 
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地図種類 ：気温分布図-日最低気温平均値の分布 

対象スケール ：圏域スケール 

対象期間 ：1998 年 2 月・1999 年 2 月・2000 年 2 月 

使用データ ：アメダス統計年報データ 

 

図2.8(7) 気温分布図-日最低気温平均値の分布 

（圏域スケール、1998年2月・1999年2月・2000年2月） 

 
・ 2 月の日最低気温平均値の分布を、アメダス統計年報より作成した。各観測点の間の補

間には逆距離加重法を用いた。 
・ 東京湾沿岸部の日最低気温平均値が最も高く、内陸部に入るに連れて気温平均が低くな

る傾向が見られる。 
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地図種類 ：気温分布図-平均気温の分布 

対象スケール ：圏域スケール 

対象期間 ：1998 年 2 月・1999 年 2 月・2000 年 2 月 

使用データ ：アメダス統計年報データ 

 

図2.8(8) 気温分布図-平均気温の分布 

（圏域スケール、1998年2月・1999年2月・2000年2月） 

 

・ 2 月の平均気温の分布をアメダス統計年報より作成した。各観測点の間の補間には逆距

離加重法を用いた。 
・ 東京湾沿岸部と房総半島、伊豆半島の平均気温が高く、内陸部に入るに連れて平均気温

が低くなる傾向が見られる。 
 


