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３-２．東京 23 区への適用 

3-2-1.シミュレーションケースの設定 

 
 １）ケース設定に関わる主なデータとパラメータ 

(1)土地利用及び建物・道路等の形状は東京都ＧＩＳデータ（1996 年）から把握した（土

地利用は細密数値情報（10m メッシュ土地利用、1994 年））。緑地については「東

京都植生分布図（1990 年代）」及び「街路樹マップ（2001 年）」から把握した。 
(2)(1)のデータを 500ｍメッシュ（250,000 ㎡）を単位として内部を以下の指標で平均

化して入力データとした。 
    ・建物 
      建物面積率：メッシュ内の建物面積の占有率(%) 
      建物高さ：各階 4ｍと仮定したメッシュ内平均建物高さ(m) 
      建物幅：建物を直方体と仮定した時のメッシュ内平均建物幅(m) 
    ・水面、裸地等の面積 
      水面面積率：河川、海、池などの占有率(%) 
      裸地面積率：畑、裸地など芝生相当の水分蒸発がある地表面の占有率(%) 
    ・アスファルトの面積 
      アスファルト面積率：アスファルト、コンクリートなど不透水性の地表面の

占有率(%)。 
注）建物面積率＋裸地面積率＋水面面積率＋アスファルト面積率＝１ 

   ・樹木 
      樹木面積率：樹冠を地面に垂直投影した面積のメッシュ内占有率（建物面積

率や裸地、アスファルト面積率とは独立） 
      樹木高さ：10ｍ、15ｍで設定 
  (3)メッシュごとの人工排熱計算 
    ・事業所排熱：環境省「大気汚染物質排出総合調査（1996 年）」による燃料使用量、

排ガス量から事業所ごとに顕熱と潜熱に分けて推計した。なお、潜熱は高発熱量

と低発熱量の差を潜熱とした。 
    ・自動車排熱：幹線道路と非幹線道路に分け、幹線道路の排熱は「道路交通セン

サス（1997 年）」に基づくメッシュ別車種別走行台 km と燃料消費率から求めた

排熱原単位から顕熱と潜熱に分けて推計した（潜熱の計算法は事業所と同じ）。

非幹線道路の排熱は「都市内自動車交通量及び自動車排ガス量算出調査（東京都、

 東京 23 区を対象に、「自然状態」「現況」「対策」の３ケースを設定した。「自然状態」

では対象地域が自然の土壌（裸地）と樹林に覆われているケースを、「対策」ではセンタ

ーコアと呼ばれる都心部に屋上緑化、壁面緑化、保水性舗装などを施したケースを設定し

た。 
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1992 年４月）」に示される 23 区内非幹線道路走行台 km をコントロールトータ

ルとし、デジタル道路地図から求めたメッシュ別非幹線道路延長によりメッシュ

別走行台 km を求めた（燃料消費率から求めた排熱原単位から推計）。なお、夏

季のクーラー使用を想定し燃料消費を 30％増とした（注１）。 
   （注１） 

一般的な自動車の燃料消費：23 区内の平均速度は 17.5km/h（道路交通セ

ンサス（1997 年））とし、平均的な燃費を 8km/㍑とすると、一般的な自

動車の燃料消費量は 2.18 ㍑／h である。 
エアコン使用による燃料消費：一般的に 1 時間当たり 0.7 ㍑／h 
よって、エアコンによる燃料消費の増加分を 0.7／2.18≒30％とした。 
（一般的な自動車として排気量 2,000cc クラスを想定） 

    ・事務所・家庭：足永らによる建物用途別・規模別（床面積）の熱源システム（直

焚冷温水機／ビル用マルチ／空冷ＨＰチラー／蒸気吸収＋ボイラー／給湯ボイ

ラー／ルームエアコン）の類型化、関数化された原単位とメッシュ別延床面積に

より顕熱と潜熱に分けて推計した（注２）。 
（注２） 

「冷熱源機器の導入割合を考慮した空調システムおよび関連機器の地域排熱

に関する研究」足永他，空気調和・衛生工学会論文集、2002 年７月（投稿中） 
    ・地域冷暖房：田口、足永らによる熱源システム別排熱原単位と供給エリア内の

需要量から推計した排熱量を熱源システムが位置するメッシュにデータ入力し

た（注３）。(W／㎡) 
     （注３） 

「都市排熱分析のための地域熱供給施設の熱代謝構造に関する研究」田口他、

空気調和・衛生工学会講演会講演論文集、2002 年 9 月（投稿中） 
  (4)気象データ 

    ・風向風速：1997～1999 年のアメダスデータより夏季（6 月～9 月）の典型的な夏

日（天気図よりモデル都市が太平洋高気圧に覆われた晴天、弱風日）を選定し、

アメダス練馬の平均風速をモデルの境界条件として与えた（土地利用からべき乗

則で補正）。 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1 練馬の風速時間変動（アメダス観測年報より作成） 
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   ・海水面温度：海水面温度は海上保安庁水路部のデータベースより 8 月の海

水面温度を用いた。 
 
 ２）ケース設定の概要 

シミュレーションを行った 3 ケースの概要を表 3.1 に示す。また、表 3.2 にこれらの

設定に対応する面積、総排熱量の計算結果を示す。 
「自然状態」は当該地域の本来ある自然の熱収支や風、気温分布を見るために行い、

「現況」は現状を把握しヒートアイランドの実態とその因果関係（地表面被覆による顕

熱・潜熱、人工排熱による顕熱・潜熱、風による移流など）を把握すると共に、自然状

態から現況がいかに乖離した状態にあるかを把握することを目的とした。これに対して

「対策」は最近自治体でも実験や制度化に向けた検討が行われている保水性舗装や屋上

緑化など現実的な対策を取り上げ、また設定割合についても東京都などの事例を参考に

ある程度実現性のある対策を設定した。 
 
表 3.1 東京 23 区シミュレーションケース概要 

ケース 内容 
自然状態 地表面がすべて自然の土壌で覆われ、標高 10ｍ以上の丘陵地はその 80％が

高さ 15ｍの樹木で覆われ、標高 10ｍ未満の低地部はその 50％が高さ 10ｍ

の樹木で覆われている状態を仮定 

現況 現況の建物、道路に樹木面積を重ね、建物の用途・規模別排熱、事業所排

熱、自動車排熱、事務所・家庭排熱を加えた 
対策 センターコア内の建物屋上の 30％を緑化、同壁面の 30％を緑化、同アスフ

ァルト部分の 20％を保水性舗装 
センターコア外の建物屋上の 20％を緑化 

注）センターコア：環状６号（山手通り）～荒川ラインで区切られる東京都心部 
 

 
 



 86

表 3.2 東京 23 区シミュレーションケース概要（数値） 

 全体：32.5km×32.5km、500ｍメッシュ、105,625ha 
                                        （上段：ha、下段：全面積に占める割合％） 

建物 ケース 

建物面積 
 

屋上緑化 
建物面積×％ 

壁面緑化 
 

水面面積 
 
 

裸地面積 
 
 

アスファ

ルト面積 
 

樹木面積 
 
 

人工顕熱 
(GJ/day) 
 

人工潜熱 
(GJ/day) 
 

自然状態 － － － 18,643 86,982 － 56,075 － － 
 （％） － － － 17.7 82.3 － 53.1 － － 
現況 23,096 － － 18,642 40,984 22,903 7,733 1,824,147 316,490 
 （％） 21.9 － － 17.6 38.8 21.7 7.3 － － 
対策 23,096 5,161 1,626 18,642 42,189 21,698 7,733 1,706,712 433,924 
 （％） 21.9 4.9 1.5 17.6 39.9 20.5 7.3 － － 
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3-2-2.自然状態シミュレーション結果 

 
 東京 23 区の自然状態を、地表面がすべて自然の土壌で覆われ、標高 10ｍ以上の丘陵地

はその 80％が高さ 15ｍの樹木で覆われ、標高 10ｍ未満の低地部はその 50％が高さ 10ｍの

樹木で覆われている状態（陸域の約 65％が樹木で覆われている状態）を仮定してシミュレ

ーションを行った。 

 結果は図 3.2 に見られるとおり、日中の気温はほぼ全面的に 31℃程度（地上 2.5ｍ）の

一様な分布を示し、夜間は 24℃以下にまで低下し概ね東京湾の海岸段丘と荒川に沿った気

温分布が得られた。低地部と丘陵部の気温差は日中でほとんどなく、夜間で約１℃の差が

見られる。 

 この結果から、東京 23 区の自然状態の気温分布は、大きくは海岸・河川部と丘陵地に

分かれると考えられる。 

 
 

 東京 23 区の自然状態を地表面がすべて自然の土壌（裸地）で覆われ、その 65％が樹木

で覆われているとしてシミュレートした結果、都市がない場合の気温分布は概ね地形（海

岸段丘）に沿った分布を示すことがわかった。また、最高気温は昼間でも 31.5℃程度で、

夜間の気温は 24（内陸）～25.5（海岸）℃にまで低下した。 
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図 3.2 気温分布（23 区自然状態） 

 2:00 

 14:00 
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3-2-3.現況シミュレーション結果 
  
 
 
 
 
 
 
１）建物立地状況（図 3.3(1)(2)） 

平成８年の東京都 GIS に基づく現況の建物立地状況を見ると、大手町、有楽町、六

本木、新宿、池袋に高層建物地区が見られる（図 3.3(2)の建物高さ分布）。 
建物の建て詰まり状況（図 3.3(1)のマス目の埋まり方）を見ると、南は大田区、品川

区から、北は板橋区、北区、そして埼玉県へと南北に建物が密集している地域が連続

している。東西方向にも特に鉄道の沿線に建物が密集している。また、皇居や明治神

宮、上野公園、国立自然教育園など、都心部の大規模緑地等が、連続する建物を分離

する役割を果たしている。 

 

 ２）気温分布（図 3.4） 
深夜から朝方にかけては、自然状態の丘陵地、低地に類似した気温分布が多少見ら

れ、荒川などの大規模河川、皇居・赤坂御用地・明治神宮などの緑地がクールスポッ

トを形成している。昼間（10:00～18:00）は、自然状態の傾向とは全く違い、都心を

中心とした同心円状の分布が現れている。つまり、都市（地表面被覆及び人工排熱）

の影響が自然よりも遙かに大きく、人工的なものによって気温分布が形成されている

と考えられる。この中で、明治神宮や皇居は昼間にもクールスポットとして機能して

いる。昼間の高温域は都心から北部、新宿、渋谷方面など広範囲にわたるが、深夜の

高温域は台東、中央、墨田など下町地区（低地部）にある。 
 

 ３）顕熱及び潜熱の分布（図 3.5～3.7） 
図では、地表面からの対流顕熱と建物（事務所・家庭）、事業所（工場）、自動車か

ら排出される人工排熱の顕熱分の合計を顕熱、蒸発潜熱と人工排熱の潜熱分の合計を

潜熱として表している。18:00 の顕熱分布を見ると（図 3.5）、建物面積率が高い地区で

顕熱が高くなっている。港区、中央区、千代田区から台東区にかけての地域、その他、

池袋区、新宿区、渋谷区、品川区と山手線沿線に顕熱を多く放出している地区が存在

する。 
また、潜熱の分布（図 3.6）では、昼間に緑地や河川敷から多く蒸散している。都心

部の緑地以外に見られる潜熱は、比較的規模の大きい施設（事務所、ホテル等）によ

る人工潜熱を表しており、夜間の潜熱は 24 時間稼働の火力発電所、ホテル等の施設に

昼間の気温分布は都心部を中心とした同心円状に高温域が分布しており、先に示した自

然状態の分布とは全く違った様相を示しており、都市化の影響が非常に大きいことを示し

ている。深夜から早朝にかけての分布は自然状態の名残が見られ、高温域は低地部（下町

地区）に分布している。河川や緑地はクールスポットの役割を果たしており、皇居・赤坂

御用地・明治神宮・代々木公園は都心部を横断する連続した緑地帯として重要な役割を果

たしていると考えられる。 
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よる人工潜熱を表している。 
区別大気熱負荷量を見ると（図 3.7）、総排熱量が最も多いのは千代田区で、次いで

中央区、港区と都心３区が上位を占めている。また、中央・千代田区は建物顕熱が大

きい。 
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４）建物立地状況図（23 区現況） 

図 3.3(1) 建物面積率と建物高さ（23 区現況）その 1 

図 3.3(2) 建物面積率と建物高さ（23 区現況）その 2 
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５）気温分布図（23 区現況） 
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図3.4 気温分布の時間変化（23区現況）


