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５-３．各対策技術の導入効果評価方法 

主なヒートアイランド対策について、「対策技術評価指標」の定量化方法を検討するとと

もに、指標を算定するために必要なデータの整備状況と整備上の課題の整理を行った。 

 
5-3-1. 建物緑化（屋上緑化、壁面緑化） 

１）対策技術評価指標 

  ①建物緑化の効果を測る指標 
前節で示した対策技術評価指標のうち、建物緑化に関係してくるものは以下のもの

である。 

建物内部への熱貫流量Ｇ 

大気への顕熱Ｈ・潜熱L 
大気への 

赤外放射量 Ｉ 

植裁層 
屋上面 

日射の反射Ｓ 

 
         図 5.5 建物緑化の効果を測る指標  

 
 ②各指標に関連する技術仕様 
   図 5.5 のように屋上緑化を１つの層とみなしてモデル化すると、それぞれの対策

技術評価指標を算定する式及び算定に必要なパラメータは以下のように整理でき

る。各パラメータは、素材固有の物性値と、外部から条件として与えられるもの

がある。例えば、「植裁層から大気へ放出される顕熱・潜熱量」の場合は、植裁層

固有の物性データとして、植裁層の対流熱伝達率があり、これは植裁表面の風速

がパラメータになると考えられる。また、気温は別途計算条件として与えられる

ものであり、植裁層の温度も実測等により与えることが可能である。また、植裁

層表面での熱収支計算を行うことにより、日射量、植裁の熱伝導率などから植裁

1)植裁層から大気に放出される顕熱・潜熱量 
2)植裁層から大気への日射の反射・赤外放射量 
3)建物内部への熱貫流量 
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層表面温度を計算することも可能である。 
 

(a)「植裁層から大気に放出される顕熱・潜熱量」の計算に必要なパラメータ 

（物性データ） 
 ・対流熱伝達率 
（付与データ） 
 ・気温 
 ・植裁層の表面温度 
  

（物性データ） 
 ・湿気伝達率 
 ・蒸発効率 
（付与データ） 
 ・大気中の水蒸気圧 
 ・植裁層の飽和水蒸気圧（植裁層温度より計算） 
 
 

植裁層からの顕熱量Ｈ ＝ ΣＡi・αi・（Ｔa－Ｔi） 
 
ｉ：植裁種類（植物種、土壌種、施工方式など） 
Ａi：植裁ｉの面積［ｍ2］ 
αi：植裁層の対流熱伝達率［Ｗ／（ｍ２・Ｋ）］ 
Ｔa：建物等近傍の温度境界層外側の気温［Ｋ］ 

      Ｔi ：植裁層表面の温度［Ｋ］ 

植裁層からの潜熱Ｌ ＝ ΣＡi・ａwi・βi・ｌ・（ｆa－ｆsi） 
 
ｉ：植裁種類（植物種、土壌種、施工方式など） 
Ａi：植裁ｉの面積［ｍ2］ 
ａwi：湿気伝達率［Ｗ／（ｍ２・ｓ・kPa）］ 
βi：蒸発効率［－］ 
ｆa：大気中の水蒸気分圧［ｋＰａ］ 

      ｆsi：植裁ｉ表面の飽和水蒸気圧［ｋＰａ］ 
      ｌ：蒸発潜熱＝2.5×106［Ｊ／kg］ 
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(b)「植裁層から大気への日射の反射・赤外放射量」の計算に必要なパラメータ 

（物性データ） 
  ・短波反射率 
 （付与データ） 
  ・日射量 
 

（物性データ） 
・長波放射吸収率 

（付与データ） 
 ・植裁層表面温度 
 

(c)「建物内部への熱貫流量の変化」の計算に必要なパラメータ 

短波放射Ｓ ＝ ΣＡi・ａi・Ｅ 
 

ｉ：植裁種類（植物種、土壌種、施工方式など） 
Ａi：植裁ｉの面積［ｍ2］ 
ａi：短波反射率［－］ 
E：日射量［Ｗ／ｍ2］ 

 

長波放射Ｉ ＝ ΣＡi・εi・σ・Ｔi４ 
 
ｉ：植裁種類（植物種、土壌種、施工方式など） 
Ａi：植裁ｉの面積［ｍ2］ 
εi：長波放射吸収率［－］ 
σ：ステファン・ボルツマン定数 

5.67×10－8［Ｗ／（ｍ２・Ｋ４）］ 
      Ｔi ：植裁層表面の温度［Ｋ］ 

建物内部への熱貫流量Ｇ＝ΣＡi・Ｋi・（Ｔin－Ｔout） 
     

ｉ：植裁種類（植物種、土壌種、施工方式など） 
Ａi：植裁ｉの面積［ｍ2］ 
Ｋi：熱貫流率［Ｗ／（ｍ２・Ｋ）］ 

      Ｔin ：建物室内温度［℃］ 
Ｔout：植裁層表面の温度［℃］  

  



 146

 
（物性データ） 
・熱貫流率 
 ここでの熱貫流率は、植裁（植物＋土壌）層の熱貫流率と建物壁面素材の熱

貫流率を合成したものである。素材の熱貫流率は、素材の熱伝導率、素材厚さ、

素材の熱伝達率の関数である。 
     （付与データ） 

・植裁層温度 
・室内温度 

 
③対策評価に必要なパラメータ 

以上より、計算条件として与えられる気象データなどの要素を除いて、屋上緑化

技術の効果を算出するために必要な固有の物性データは以下のようにまとめるこ

とができる。 
・植裁層から大気への対流熱伝達率（風速のパラメータ） 
・湿気伝達率 
・蒸発効率 
・短波反射率（吸収率） 
・長波吸収率 
・植裁層・壁面の熱貫流率（素材の熱伝導率、素材厚さ、素材の熱伝達率） 

 
④対策の分類 

屋上緑化を評価するためのデータを収集する場合、屋上緑化を熱環境という視

点から分類する必要があると考えられる。熱環境という視点で屋上緑化を分類す

る場合、屋上緑化の保水性、断熱効果、遮光効果などの物理量を支配する要素は、

以下の２つであると考えられる。 
・植裁層の分類（植物の種類・密度） 
・盛土層の分類（土壌の種類・量） 

     それぞれにおいて、分類案を考えると以下のようになる。 
     （植裁層の分類） 

・高木 
・中低木 
・草花 
・芝 
・薄層緑化（セダム類など） 
・複合（数種類の組合せ） 
・壁面緑化 
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     （土壌層の分類） 
      ・一般的な盛土 

    ・薄層緑化 
 
２）対策導入効果 

 対策導入による効果とその指標、さらに指標を計算するために必要なパラメータ

の変化の関係を整理すると以下のようになる。例えば、「蒸発潜熱の増加による大気

中への顕熱の低減」の効果を測るには、「植裁層から大気に放出される顕熱量の減少」

状況と、「植裁層から大気に放出される潜熱量の増加」状況をみればよく、対策とし

ては、植裁層により屋上温度を低減させ、「蒸発効率」が高い対策ほど効果が大きい

ことがわかる。 

 

          表 5.2 屋上緑化の対策導入効果 

  実際の効果 対策技術評価指標での評価 対策導入による 
算定パラメータの変化 

「植裁層から大気に放出さ

れる顕熱量」の減少 

 

(通常の建物壁面温度と比較

して)「植裁層温度」の減少 
蒸発潜熱の増加によ

る大気中への顕熱の

低減 
「植裁層から大気に放出さ

れる潜熱量」の増加 
(通常の建物壁面と比較して)
「蒸発効率」の増加 

「植裁層から大気に放出さ

れる短波放射量」の低減 
(通常の建物壁面と比較して)
「短波反射率」の減少 

遮光、照り返しの低減

による屋上の体感温

度の低減 「植裁層から大気に放出さ

れる長波放射量」の低減 

(通常の建物壁面温度と比較

して)「植裁層温度」の低減 
断熱効果による空調

エネルギーの削減 
「建物内部への熱貫流量」の

低減 
(通常の建物壁面と比較して)
「（植裁層＋壁面の）熱貫流

率」の低減 
 
 

３）今後の課題 

①評価上の課題 

今回のまとめでは、屋上緑化について、植物、土壌を含めた単一層としてみな

して、そこでの熱収支により評価している。一方、樹木モデルなど、樹冠の形状、

葉密度、高さなど、植裁層内部空間をより詳細にモデル化している方法も数多く

研究されている。屋上緑化についても植裁層、土壌層と防水層などに分けて、そ

れぞれの物性値に基づき詳細な評価を行うことも考えられる。 
しかし、一方で詳細な評価を行おうとすれば、必要となるパラメータも多くな

り、実際の計算に必要なデータがほとんど揃っていないという状況になってしま

うと考えられる。 
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     今後の検討ポイントとしては、屋上緑化をどれくらいの細かさでモデル化する

かを以下の視点から判断する必要があると考えられる。 
・ＵＣＳＳなどのシミュレーションにおいて必要となるデータ項目、区分 
・パラメータを実測する場合の実験・実測の実施可能性 
・メーカー等に依頼できるようにするための実測方法の標準化の可能性 
・効果を評価するうえで、大きな誤差を生じない方法（精度の保証） 

 
②各パラメータのデータ整備上の課題 

それぞれのパラメータについて、データの整備上の課題をまとめると以下のよ

うになる。 

(a)植裁層から大気への対流熱伝達率 

植裁表面と空気との熱交換の程度をあらわす係数。風速、植裁層の形状によ

り変動すると考えられる。 
データ整備上の課題は、以下のとおりである。 
 ・植裁の形状などをどのように表現するか。計測手法を統一する場合、どの

ように形状を標準として規定するかなどの検討が必要である。 
 ・土壌面などからの熱伝達をどのように組み入れるか検討が必要である。 
 

(b)湿気伝達率 

植裁表面と空気との湿気交換の程度をあらわす係数。風速、植裁層の形状が

パラメータになると考えられるが、知見の蓄積が不足している。 
データ整備上の課題は、以下のとおりである。 
 ・湿気伝達率に関係してくる要因を明確にする。 
・測定手法などについて調査する。 

 ・土壌面などからの湿気伝達をどのように組み入れるか検討する。 
 

(c)蒸発効率 

水面の蒸発量を１とした場合の、植裁からの蒸発量の比。土壌の保水量、植

裁量などで変動する。実測方法としては、植裁層・土壌層を切り取りアクリル

製容器にいれ、重量変化を計測し、また同様の容器に水を入れ蒸発量を測定し、

両者より蒸発効率を算定する方法などがある。 
データ整備上の課題は、計測手法を統一する場合、保水量などのパラメータを

どのように規定するかを検討する必要があることである。 
 

(d)短波反射率（吸収率） 

植裁表面の短波反射率である。植裁密度、植裁量（季節での変動）により変

動すると考えられる。 
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データ整備上の課題は、以下のとおりである。 
 ・反射率の入射角依存性に関して、計測手法を統一する場合、測定条件をど

のように規定するか検討する必要がある。 
・季節での変動などを考慮する必要がある。 
 

(e)長波吸収率 

植裁表面の長波吸収率は、短波吸収率と同様に、植裁密度、植裁量（季節で

の変動）により変動すると考えられる。 
データ整備上の課題は、以下のとおりである。 
 ・放射率の入射角依存性に関して、計測手法を統一する場合、測定条件をど

のように規定するか明確にする必要がある。 
・季節での変動などを考慮する必要がある。 
 

(f)壁面の熱貫流率（素材の熱伝導率、素材厚さ、素材の熱伝達率） 

 植裁表面から壁を通して建物内部（外部）への熱の貫流率であり、外部から

内部へ貫流する場合と内部から外部へ貫流する場合で値が異なる。 
データ整備上の課題は、以下のとおりである。 
 ・土壌層などは、保水量により熱伝導率などが大きく変動してくると考えら

れ、保水量の状況別に検討を行う必要がある。 
・計測手法を統一する場合、土壌層の厚さなどの測定条件をどのように規定

するかを明確にする必要がある。また、土壌や植裁別の熱伝導率から算定

できるように、土壌、植物、防水層などの個別データを整備することも必

要である。 
 

以上で示したように、蒸発効率など算定に必要なパラメータは、特定の条件で

の実測事例の研究報告はあるが、体系的な整備されていない状況である。また、

各項目の数字は、さらに細かい条件により変動するために一定値に定まらない。

例えば対流熱伝達率は風速や植裁形状により変化する。このようなパラメータの

変化を踏まえた原単位式を策定出来るほどのデータの蓄積、整備が行われていな

い状況である。 
今後は、それぞれの植裁種類において、植裁量や土壌厚さ、土壌種類、防水層

の状況など、細かい条件設定でデータを蓄積していく方法を検討する必要がある

と考えられる。 
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5-3-2. 都市緑化（公園整備、街路樹整備等） 

１）対策技術評価指標 

   ①都市緑化の効果を測る指標 

前節で示した対策技術評価指標のうち、都市緑化に関係してくるものは以下のも

のである。 

 

地中への蓄熱量Ｇ 

大気への顕熱Ｈ・潜熱L 
日射の反射Ｓ 

地表面 
植裁 

大気への 

赤外放射量 I 

 
          図 5.6 都市緑化の効果を測る指標  

 
   ②各指標に関連する技術仕様 

   図 5.6 のように緑地を植裁、土壌合わせて１つの層とみなしてモデル化すると、

それぞれの対策技術評価指標を算定する式及び算定に必要なパラメータは以下の

ように整理できる。各パラメータは、素材固有の物性値と、外部から条件として

与えられるものがある。例えば、「植裁層から大気に放出される顕熱・潜熱量」の

場合は、植裁層固有の物性データとして、植裁層の対流熱伝達率があり、これは

植裁表面の風速がパラメータになると考えられる。また、気温は別途計算条件と

して与えられるものであり、植裁層の温度も実測等により与えることが可能であ

る。また、植裁層表面での熱収支計算を行うことにより、日射量、植裁の熱伝導

率などから植裁層表面温度を計算することも可能である。 
 

1)植裁層から大気に放出される顕熱・潜熱量 
2)植裁層から大気への日射の反射・赤外放射量 
3)地表面、植裁の蓄熱量（熱容量） 
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(a)「植裁層から大気に放出される顕熱・潜熱量」の計算に必要なパラメータ 

（物性データ） 
 ・対流熱伝達率 
（付与データ） 
 ・気温 
 ・植裁層の表面温度 
  

（物性データ） 
 ・湿気伝達率 
 ・蒸発効率 
（付与データ） 
 ・大気中の水蒸気圧 
 ・植裁層の飽和水蒸気圧（植裁層温度より計算） 
 
 

植裁層からの顕熱量Ｈ ＝ ΣＡi・αi・（Ｔa －Ｔi） 
 
ｉ：植裁種類（植物種、土壌種、施工方式など） 
Ａi：植裁ｉの面積［ｍ2］ 
αi：植裁層の対流熱伝達率［Ｗ／（ｍ２・Ｋ）］ 
Ｔa：緑地近傍の温度境界層外側の気温［Ｋ］ 

      Ｔi ：植裁層表面の温度［Ｋ］ 

植裁層からの潜熱Ｌ ＝ ΣＡi・ａwi・βi・ｌ・（ｆa－ｆsi） 
 
ｉ：植裁種類（植物種、土壌種、施工方式など） 
Ａi：植裁ｉの面積［ｍ2］ 
ａwi：湿気伝達率［Ｗ／（ｍ２・s・kPa）］ 
βi：蒸発効率［－］ 
ｆa：大気中の水蒸気分圧［ｋＰａ］ 

      ｆsi：植裁ｉ表面の飽和水蒸気圧［ｋＰａ］ 
       ｌ：蒸発潜熱＝2.5×106［Ｊ／kg］ 
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(b)「植裁層から大気への日射の反射・赤外放射量」の計算に必要なパラメータ 

（物性データ） 
  ・短波反射率 
 （付与データ） 
  ・日射量 
 

（物性データ） 
・長波放射吸収率 

（付与データ） 
 ・植裁層表面温度 
 
  

短波放射Ｓ ＝ ΣＡi・ａi・Ｅ 
 

ｉ：植裁種類（植物種、土壌種、施工方式など） 
Ａi：植裁ｉの面積［ｍ2］ 
ａi：短波反射率［－］ 
E：日射量［Ｗ／ｍ2］ 

 

長波放射Ｉ ＝ ΣＡi・εi・σ・Ｔi４ 
 
ｉ：植裁種類（植物種、土壌種、施工方式など） 
Ａi：植裁ｉの面積［ｍ2］ 
εi：長波放射吸収率［－］ 
σ：ステファン・ボルツマン定数 

5.67×10－8［Ｗ／（ｍ２・Ｋ４）］ 
      Ｔi ：植裁層表面の温度［Ｋ］ 
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(c) 「地表面、植裁の蓄熱量（熱容量）」の計算に必要なパラメータ 

 （注）蓄熱量の評価方法についての検討が必要 
       →本来非定常の計算を行う必要があるが、非定常計算を行わないで評価を

する場合の方法を検討する必要がある。上記は昼夜の温度差から蓄熱量

を計算する案である。 
（物性データ） 
・土の熱容量（比熱） 
・土壌密度 
・植裁の熱容量（比熱） 
・植裁密度 

     （付与データ） 
・植裁量 
・夕方の地面・植裁温度 
・早朝の地面・植裁温度 

      ・地面深さ 
 
③対策評価に必要なパラメータ 

以上より、緑地の効果を算定するために必要な都市緑化技術に固有の物性デー

タは、以下のようにまとめることができる。 
・植裁層から大気への対流熱伝達率（風速のパラメータ） 
・湿気伝達率 

地表面・植裁の蓄熱量Ｑ＝ 地面の蓄熱量 ＋ 植裁の蓄熱量 
＝Ag・Ｄg・ρｇ・Ｃg・（Ｔ2－Ｔ1） 

            ＋ Ｖ・ρ・Ｃ・（Ｔ2－Ｔ1） 
 
        Ａg：地表面面積［ｍ２］ 
        Ｄg：地面深さ［ｍ］（熱が蓄えられる深さ） 
        ρｇ：土壌密度［ｋｇ／ｍ３］ 

Ｃｇ：土壌の熱容量（比熱）［Ｊ／Ｋ・kg］ 
Ｔ2：夕方の地面・植裁温度［℃］ 
Ｔ1：早朝の地面・植裁温度［℃］ 
 
Ｖ：植裁量［ｍ３］ 
ρ：植裁密度［ｋｇ／ｍ３］ 
Ｃ：植裁の熱容量（比熱）［Ｊ／Ｋ・kg］ 
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・蒸発効率 
・短波反射率（吸収率） 
・長波吸収率 
・土・植裁の熱容量（比熱） 

  
④対策の分類 

都市緑化を評価するためのデータを収集する場合、都市緑化を熱環境という視

点から分類する必要があると考えられる。熱環境という視点で都市緑化を分類す

る場合、緑化の物理量に支配的に関連する要素は、植裁層の種類と密度であると

考えられる。この視点で以下のような分類を提案する。 
（植裁層の分類） 

∙  高木 
∙  中低木 
∙  草花 
∙  芝 
∙  複合（数種類の組合せ） 

     
２）対策導入効果 

 対策導入による効果とその指標、さらに指標を計算するために必要なパラメータ

の変化の関係を整理すると以下のようになる。例えば、「蒸発潜熱の増加による大気

中への顕熱の低減」の効果を測るには、「植裁層から大気に放出される顕熱量の減少」

状況と、「植裁層から大気に放出される潜熱量の増加」状況をみればよく、対策とし

ては、植裁層により地表面温度を低減させ、「蒸発効率」が高い対策ほど効果が大き

いことがわかる。 

          表 5.3 都市緑化の対策効果 

  実際の効果 対策技術評価指標での評価 対策導入による 
算定パラメータの変化 

「植裁層から大気に放出さ

れる顕熱量」の減少 

 

（人工被覆面温度と比較し

て）「植裁表面温度」の低減 
蒸発潜熱の増加によ

る大気中への顕熱の

低減 
「植裁層から大気に放出さ

れる潜熱量」の増加 
（人工被覆面と比較して）

「蒸発効率」の増加 
「植裁層から大気に放出さ

れる短波放射量」の低減 
（人工被覆面と比較して）

「短波反射率」の減少 
遮光、照り返しの低減

による体感温度の低

減 「植裁層から大気に放出さ

れる長波放射量」の低減 

（人工被覆面温度と比較し

て）「植裁層温度」の減少 
地表面の蓄熱による

夜間の大気への顕

熱・赤外放射の低減 
（熱帯夜の減少） 

「地表面、植裁の蓄熱量（熱

容量）」の減少 

（人工被覆面と比較して）

「（植裁層＋地面の）熱容量」

の低減 
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３）今後の課題 

   ①評価上の課題 
     前項の「建物緑化」で述べたことと同様に、植裁空間などをどの程度詳細にモ

デル化するかを検討する必要がある。 
    

②各パラメータのデータ整備状況と課題 
 各パラメータのデータの整備状況については、熱容量以外のパラメータの状況

は、前項の「建物緑化」と同様である。熱容量についてのデータの整備状況は以

下のようになっている。 
 

（土・植裁の熱容量（比熱）） 

土や植物が熱を蓄える能力を示す指標である。土や植物を１℃温度を上昇させ

るために必要なエネルギー量で示される。土の場合などは、保水量によって熱容

量は大きく変動するため、保水状況別のデータが必要であるが、体系的な整備が

行われていない状況である。 
      

評価に必要な各パラメータについて、個別の研究事例などはあるものの、全般的

に、体系的なデータ整備が行われていない状況である。また、各パラメータの数字

が条件等により変動するため、一定値に定まらない場合も多いと考えられる。例え

ば熱伝達率は風速や植裁形状により変化する。このようなパラメータの変化を踏ま

えた原単位式の策定を目指してデータの蓄積、整備を行っていく必要があると考え

られる。 
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5-3-3. 建材・舗装材 

１）対策技術評価指標 

   ①保水性建材・透水性建材の効果を測る指標 
前節で示した対策技術評価指標のうち、保水性建材・透水性建材に関係してくる

ものは以下のものである。 

 

建物内部への熱貫流量Ｇ 

大気への顕熱Ｈ・潜熱L 
日射の反射Ｓ 

壁体 

屋内 

蓄熱 

大気への 

赤外放射量 Ｉ 

 
      図 5.7 建材の効果を測る指標（建物壁面の場合）  

 
②各指標に関連する技術仕様 

 図 5.7 のように建物壁面をモデル化すると、それぞれの対策技術評価指標を算

定する式、及び算定に必要なパラメータは以下のように整理できる。各パラメー

タは、素材固有の物性値と、外部から条件として与えられるものがある。例えば、

「建材表面・舗装面から大気に放出される顕熱・潜熱量」の場合、建材・舗装材

固有の物性データとしては、素材表面の対流熱伝達率があり、これは素材表面の

風速がパラメータになると考えられる。また、気温は別途計算条件として与えら

れるものであり、素材表面の温度も実測等により与えることが可能である。また、

素材表面での熱収支計算を行うことにより、日射量、建材・舗装材の熱伝導率な

どから素材表面温度を計算することも可能である。 

 

1)建材表面・舗装面から大気に放出される顕熱・潜熱量 
2)建材表面・舗装面から大気への日射の反射・赤外放射量 
3)建物内部への熱貫流量 
4)建材・舗装材の蓄熱量（熱容量） 
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(a)「建材表面・舗装面から大気に放出される顕熱・潜熱量」の計算に必要なパラ

メータ 

 
（物性データ） 
 ・対流熱伝達率 
（付与データ） 
 ・気温 
 ・素材の表面温度 
 

 
（物性データ） 
 ・湿気伝達率 
 ・蒸発効率 
（付与データ） 
 ・大気中の水蒸気圧 
 ・素材の飽和水蒸気圧（素材表面温度より計算） 
 

建材表面・舗装面から顕熱量Ｈ ＝ ΣＡi・αi・（Ｔa－Ｔi） 
 
ｉ：素材種類（建材、舗装材など） 
Ａi：素材ｉの面積［ｍ2］ 
αi：素材表面の対流熱伝達率［Ｗ／（ｍ２・Ｋ）］ 
Ｔa：建物等近傍の温度境界層外側の気温［Ｋ］ 

      Ｔi ：素材表面の温度［Ｋ］ 

建材表面・舗装面からの潜熱Ｌ  
＝ ΣＡi・ａwi・βi・ｌ・（ｆa－ｆsi） 

 
ｉ：素材種類（建材、舗装材など） 
Ａi：素材ｉの面積［ｍ2］ 
ａwi：湿気伝達率［Ｗ／（ｍ２・ｓ・kPa）］ 
βi：蒸発効率［－］ 
ｆa：大気中の水蒸気分圧［ｋＰａ］ 

      ｆsi：素材ｉ表面の飽和水蒸気圧［ｋＰａ］ 
       ｌ：蒸発潜熱＝2.5×106［Ｊ／kg］ 



 158

 
(b)「建材表面・舗装面から大気への日射の反射・赤外放射量」の計算に必要なパ

ラメータ 

 

 （物性データ） 
  ・短波反射率 
 （付与データ） 
  ・日射量 

 
（物性データ） 
・長波放射吸収率 

（付与データ） 
 ・素材表面温度 
 
 
 
 

短波放射Ｓ ＝ ΣＡi・ａi・Ｅ 
 

ｉ：素材種類（建材、舗装材など） 
Ａi：素材ｉの面積［ｍ2］ 
ａi：短波反射率［－］ 
E：日射量［Ｗ／ｍ2］ 

 

長波放射Ｉ ＝ ΣＡi・εi・σ・Ｔi４ 
 
ｉ：素材種類（建材、舗装材など） 
Ａi：素材ｉの面積［ｍ2］ 
εi：長波放射吸収率［－］ 
σ：ステファン・ボルツマン定数 

5.67×10－8［Ｗ／（ｍ２・Ｋ４）］ 
      Ｔi ：素材表面の温度［Ｋ］ 
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(c)「建物内部への熱貫流量の変化」の計算に必要なパラメータ 

 

（物性データ） 
・熱貫流率 
 （素材の熱貫流率は、素材の熱伝導率、素材厚さ、素材の熱伝達率の関数で

ある。） 
     （付与データ） 

・素材温度 
・室内温度 

 
(d) 「建材・舗装材面の蓄熱量（熱容量）」の計算に必要なパラメータ 

（注）蓄熱量の評価については、さらなる評価方法の検討が必要である． 

 

（物性データ） 
・素材の熱容量（比熱） 
・素材密度 

     （付与データ） 
・夕方の建材・舗装表面温度 

建物内部への熱貫流量Ｇ＝ΣＡi・Ｋi・（Ｔin－Ｔout） 
     

ｉ：素材種類（建材、舗装材など） 
Ａi：素材ｉの面積［ｍ2］ 
Ｋi：熱貫流率［Ｗ／（ｍ２・Ｋ）］ 

      Ｔin ：建物室内温度［℃］ 
Ｔout：素材表面の温度［℃］  

  

建材・舗装材面の蓄熱量Ｑ＝ Ai・Ｄi・ρi・Ｃi・（Ｔ2－Ｔ1） 
             
        Ａi：素材面積［ｍ２］ 
        Ｄi：素材厚さ［ｍ］ 
        ρi：素材密度［ｋｇ／ｍ３］ 

Ｃi：素材の熱容量（比熱）［Ｊ／Ｋ・kg］ 
Ｔ2：夕方の建材・舗装表面温度［℃］ 
Ｔ1：早朝の建材・舗装表面温度［℃］ 
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・早朝の建材・舗装表面温度 
       
③対策評価に必要なパラメータ 

以上より、計算条件として与えられる気象データなどの要素を除いて、建材・舗

装材に固有の物性データは、以下のようにまとめることができる。 
・素材から大気への対流熱伝達率 
・湿気伝達率 
・蒸発効率 
・短波反射率（吸収率） 
・長波吸収率 
・壁面等の熱貫流率（素材の熱伝導率、素材厚さ、素材の熱伝達率） 
・素材・壁体の熱容量（比熱） 

 
④対策の細分類・詳細分類 

   建材や路盤材の種類は多岐に当たり、施工方法の視点などでも分類する必要が

あると考えられるが、当面は以下の素材のデータを充実させていく必要があると

考えられる。 
    ・アスファルト（通常） 
    ・透水性アスファルト 
    ・保水性アスファルト 
    ・コンクリート 
    ・保水性セラミック建材 
    ・インターロッキングブロック 
     
２）対策導入効果 

 対策導入による効果とその指標、さらに指標を計算するために必要なパラメータ

の変化の関係を整理すると以下のようになる。例えば、「蒸発潜熱の増加による大気

中への顕熱の低減」の効果を測るには、「建材面・舗装面から大気に放出される顕熱

量の減少」状況と、「建材面・舗装面から大気に放出される潜熱量の増加」状況をみ

ればよく、対策としては、保水性建材により建材温度を低減させ、「蒸発効率」が高

い対策ほど効果が大きいことがわかる。 
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         表 5.4 保水性建材等の対策導入効果 

  実際の効果 対策技術評価指標での評価 対策導入による 
算定パラメータの変化 

「建材面・舗装面から大気に

放出される顕熱量」の減少 

 

（通常の建物等表面温度に

比べた）「素材表面温度」の

低減 

蒸発潜熱の増加によ

る大気中への顕熱の

低減 
「建材面・舗装面から大気に

放出される潜熱量」の増加 
（通常の建物等表面に比べ

た）「蒸発効率」の増加 
「建材面・舗装面から大気に

放出される短波放射量」の低

減 

（通常の建物等表面に比べ

た）「短波反射率」の減少 
遮光、照り返しの低減

による体感温度の低

減 
「建材面・舗装面から大気に

放出される長波放射量」の低

減 

（通常の建物等表面温度に

比べた）「素材表面温度」の

低減ン 
断熱効果による空調

エネルギーの削減 
「建物内部への熱貫流量」の

低減 
（通常の建物等表面に比べ

た）「（壁面の）熱貫流率」

の低減 
地表面・建築物の蓄熱

による夜間の大気中

への顕熱・赤外放射の

低減（熱帯夜の減少） 

「建材面・舗装面の蓄熱量

（熱容量）」の減少 
（通常の建物等表面に比べ

た）「熱容量」の低減 

 
 

３）今後の課題 

①評価方法の課題 
本報告では、舗装面、建材面についても緑化と同様に、対象を単一層としてみ

なし、そこでの熱収支により評価している。一方、路面など複層的なモデルを構

築する方法も数多く研究されている。建物壁面についても壁面の複層構造に対し

て、それぞれの物性値に基づき詳細な評価を行うことも考えられる。しかし、一

方で詳細な評価を行おうとすれば、必要となるパラメータも多くなり、実際の計

算に必要なデータがほとんど揃っていないという状況になってしまう。今後は、

路面、壁面をどれくらいの細かさでモデル化するかを以下の視点から判断する必

要があると考えられる。 
・ＵＣＳＳなどのシミュレーションにおいて必要となるデータ項目、区分 
・パラメータを実測する場合の実験・実測の実施可能性 
・メーカー等に依頼できるようにするための実測方法の標準化の可能性 
・効果を評価するうえで、大きな誤差を生じない方法（精度の保証） 

 
②各パラメータのデータ整備上の課題 

それぞれのパラメータについて、データの整備状況等をまとめると以下のよう

になる。評価に必要な各パラメータについて、全般的に、個別の研究事例などは
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あるものの体系的なデータ整備が行われていない状況である。また、各パラメー

タの数字が条件等により変動するため、一定値に定まらない場合も多いと考えら

れる。例えば対流熱伝達率は風速や表面形状により変化する。このようなパラメ

ータの変化を踏まえた原単位式の策定を目指してデータの蓄積、整備を行ってい

く必要がある。 
 

(a)素材表面から大気への対流熱伝達率 

素材表面と空気との熱交換の程度をあらわす係数である。風速、素材表面の

粗度などがパラメータになると考えられる。 
データ整備上の課題としては、素材表面の形状、粗度などをどのように表現

するか、計測手法を統一する場合、どのように形状を標準化するかなどがあげ

られる。 
 

(b)湿気伝達率 

素材表面と空気との湿気交換の程度をあらわす係数である。風速、素材の形

状がパラメータになると考えられるが、不明な部分もあり、湿気伝達率に関係

してくる要因を明確にすることが必要である。また、測定手法などについて調

査する必要がある。 
 

(c)蒸発効率 

水面の蒸発量を１とした場合の、素材からの蒸発量の比である。素材内の保

水量によって数値が大きく変動する。測定方法としては、素材ブロックを保水

状態にし、重量変化を計測し、さらに同様のブロック形状容器に水を入れ蒸発

量を測定し、両者より蒸発効率を算定する方法などがある。 
データ整備上の課題としては、計測手法を統一する場合に、保水量などのパ

ラメータをどのように規定するかなどが考えられる。 
 

(d)短波反射率（吸収率） 

素材表面の短波反射率である。素材の着色状況、素材面の湿潤状態などがパ

ラメータとなる。データ整備上の課題としては、反射率の入射角依存性に関し

て、計測手法を統一する場合、測定条件をどのように規定するかなどが考えら

れる。 
 

(e)長波吸収率 

素材表面の長波吸収率である。素材の着色状況などにより変化する。データ

整備上の課題としては、放射率の入射角依存性に関して、計測手法を統一する

場合、測定条件をどのように規定するかなどが考えられる。 
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(f)壁面等の熱貫流率（素材の熱伝導率、素材厚さ、素材の熱伝達率） 

建物壁面の場合、素材表面から壁を通しての建物内部への熱の貫流率であり、

外部から内部へ貫流する場合と内部から外部へ貫流する場合とで値が異なる。 
データ整備上の課題としては、以下のようなものが考えられる。 
・保水性建材などは、保水量により熱伝導率などが大きく変動してくると考

えられる。保水量をパラメータとして設定する方法の検討が必要である。 
・計測手法を統一する場合、路面構造などの測定条件の規定方法、あるいは、

路面を構成する素材、土壌の熱伝導率から算定できるように、路盤材、土

壌などの個別データの整備を検討する必要がある。 
 
(g)素材の熱容量（比熱） 

素材が熱を蓄える能力を示す指標である。土や植物を１℃温度を上昇させる

ために必要なエネルギー量で示される。保水量などにより、熱容量は大きく変

動すると考えられるため、保水状況別のデータ整備を検討していく必要がある。 
 

 
 



 164

5-3-4. 高反射性・遮熱塗料 

 １）対策技術評価指標 

  ①高反射性塗料・遮熱塗料の効果を測る指標 

前節で示した対策技術評価指標のうち、高反射性・遮熱塗料に関係してくるものは

以下のものである。 

 

建物内部への熱貫流量Ｇ 

日射の反射Ｓ 

壁体 

屋内 

塗装面 

大気への 

赤外放射量 Ｉ 

 
       図 5.8 高反射性・遮熱塗料の効果を測る指標 

 
②各指標の関連する技術仕様 

 各対策技術評価指標の算定式、及び算定に必要なパラメータを整理すると以下

のようになる。パラメータは、素材固有の物性値と外部から条件として与えられ

るものがある。 

 

(a)「塗装面から大気への日射の反射・赤外放射量」の計算に必要なパラメータ 

1)塗装表面から大気への日射の反射・赤外放射量 
2)建物内部への熱貫流量 

短波放射Ｓ ＝ ΣＡi・ａi・Ｅ 
 

ｉ：塗料種類 
Ａi：塗料ｉの面積［ｍ2］ 
ａi：短波反射率［－］ 
E：日射量［Ｗ／ｍ2］ 
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 （物性データ） 
  ・短波反射率 
 （付与データ） 
  ・日射量 

 
（物性データ） 
・長波放射吸収率 

（付与データ） 
 ・塗料表面温度 
 
 

(b)「建物内部への熱貫流量の変化」の計算に必要なパラメータ 

 

（物性データ） 
・熱貫流率 
 ここでの熱貫流率は、塗料層の熱貫流率と建物壁面素材の熱貫流率を合成し

たものである。素材の熱貫流率は、素材の熱伝導率、素材厚さ、素材の熱伝達

長波放射 Ｉ ＝ ΣＡi・εi・σ・Ｔi４ 
 
ｉ：塗料種類 
Ａi：塗料ｉの面積［ｍ2］ 
εi：長波放射吸収率［－］ 
σ：ステファン・ボルツマン定数 

5.67×10－8［Ｗ／（ｍ２・Ｋ４）］ 
      Ｔi ：塗装表面の温度［Ｋ］ 

建物内部への熱貫流量Ｇ＝ΣＡi・Ｋi・（Ｔin－Ｔout） 
     

ｉ：素材種類（建材、舗装材など） 
Ａi：素材ｉの面積［ｍ2］ 
Ｋi：熱貫流率［Ｗ／（ｍ２・Ｋ）］ 

      Ｔin ：建物室内温度［℃］ 
Ｔout：素材表面の温度［℃］  
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率の関数である。 
     （付与データ） 

・素材温度 
・室内温度 

 
③対策評価に必要なパラメータ 

以上より、計算条件として与えられる気象データなどの要素を除いて、高反射

性・遮熱塗料に固有の物性データは、以下のようにまとめることができる。 
  ・短波反射率（吸収率） 

・長波吸収率 
・壁面等の熱貫流率（素材の熱伝導率、素材厚さ、素材の熱伝達率） 

 
    ④対策の細分類・詳細分類 

 分類としては大きく分けて以下のようになると考えられる。商品によっては、複

合的な機能を持っているものもある。 
・通常塗料 
・高反射性塗料 
・遮熱塗料 
・複合（高反射性＋遮熱） 

 
２）対策導入効果 

 対策導入による効果とその指標、さらに指標を計算するために必要なパラメータ

の変化の関係を整理すると以下のようになる。例えば、「反射率の増加による壁面表

面温度の抑制」の効果を測るには、「塗料面から大気に放出される短波放射量の増加」

状況をみればよく、対策としては、高反射性塗料により反射率が向上されるものほ

ど効果があることがわかる。 

         表 5.5 保水性建材等の対策導入効果 

実際の効果 対策技術評価指標での評価 対策導入による 
算定パラメータの変化 

「塗装面から大気に放出さ

れる短波放射量」の増加 
（通常壁面と比較して）「短

波反射率」の増加 
反射率の増加による

壁面表面温度の抑制 
「塗装面から大気に放出さ

れる長波放射量」の低減 

（通常壁面温度と比較して）

「建材表面温度」の低減 
断熱効果による空調

エネルギーの削減 
「建物内部への熱貫流量」の

低減 
（通常壁面と比較して）

「（壁面の）熱貫流率」の低

減 
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３）今後の課題 

①評価上の課題 
それぞれの製品において、導入効果などのデータが示されているが、今後は計

測手法、評価条件等の細かい設定の統一を行う必要があると考えられる。 
 
②各パラメータのデータ整備上の課題 

それぞれのパラメータについて、データの整備上の課題をまとめると以下のよう

になる。 
(a)短波反射率（吸収率） 

塗装表面の短波反射率である。表面の着色や、湿潤状態により変動する。反

射率の入射角依存性に関して、計測手法を統一する場合、測定条件をどのよう

に規定するかを検討する必要がある。 
 

(b)長波吸収率 

塗装表面の長波吸収率である。表面の着色状況により変動する。放射率の入

射角依存性に関して、計測手法を統一する場合、測定条件をどのように規定す

るかを検討する必要がある。 
 

(c)壁面の熱貫流率（素材の熱伝導率、素材厚さ、素材の熱伝達率） 

 素材表面から壁を通して建物内部への熱貫流率である。外部から内部へ貫流

する場合と内部から外部へ貫流する場合で値が異なる。 
データ整備上の課題としては、計測手法を統一する場合の測定条件の規定方

法などがある。 
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5-3-5. 水面整備 

１）対策技術評価指標 

  ①水面整備の効果を測る指標 
    前節で示した対策技術評価指標のうち、水面整備に関係してくるものは以下のも

のである。 

水中での蓄熱量Ｑ 

大気への顕熱Ｈ・潜熱L 

日射の反射Ｓ 

水面 

大気への 

赤外放射量 Ｉ 

 
           図 5.9 水面の効果を測る指標  

 
②各指標に関連する技術仕様 
 各対策技術評価指標の算定式、及び算定に必要なパラメータを整理すると以下

のようになる。各パラメータは、素材固有の物性値と、外部から条件として与え

られるものがある。 

 

(a)「水面から大気に放出される顕熱・潜熱量」の計算に必要なパラメータ 

1)水面から大気に放出される顕熱・潜熱量 
2)水面から大気への日射の反射・赤外放射量 
3)水面の蓄熱量（熱容量） 

水面からの顕熱量Ｈ ＝ ΣＡi・αi・（Ｔa－Ｔi） 
 
ｉ：水面種類（河川、池など） 
Ａi：水面ｉの面積［ｍ2］ 
αi：水面の対流熱伝達率［Ｗ／（ｍ２・Ｋ）］ 
Ｔa：水面近傍の温度境界層外側の気温［Ｋ］ 

      Ｔi ：水面の温度［Ｋ］ 
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（物性データ） 
 ・対流熱伝達率 
（付与データ） 
 ・気温 
 ・水面温度 
 

（物性データ） 
 ・湿気伝達率 
 ・蒸発効率 
（付与データ） 
 ・大気中の水蒸気圧 
 ・水面の飽和水蒸気圧 
 

(b)「水面から大気への日射の反射・赤外放射量」の計算に必要なパラメータ 

（物性データ） 
  ・短波反射率 
 （付与データ） 
  ・日射量 
 

水面からの潜熱Ｌ ＝ ΣＡi・ａwi・βi・ｌ・（ｆa－ｆsi） 
 
ｉ：水面種類（河川、池など） 
Ａi：水面ｉの面積［ｍ2］ 
ａwi：湿気伝達率［Ｗ／（ｍ２・ｓ・kPa）］ 
βi：蒸発効率［－］ 
ｆa：大気中の水蒸気分圧［ｋＰａ］ 

      ｆsi：水面の飽和水蒸気圧［ｋＰａ］ 
       ｌ：蒸発潜熱＝2.5×106［Ｊ／kg］ 

短波放射Ｓ ＝ ΣＡi・ａi・Ｅ 
 

ｉ：水面種類（河川、池など） 
Ａi：水面ｉの面積［ｍ2］ 
ａi：短波反射率［－］ 
E：日射量［Ｗ／ｍ2］ 
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（物性データ） 
・長波放射吸収率 

（付与データ） 
 ・水面温度 
  

(c) 「水面の蓄熱量（熱容量）」に関係するパラメータ 

（注）蓄熱量の評価方法についてはさらに検討が必要である． 

 

（物性データ） 
・水の熱容量（比熱） 

     （付与データ） 
・夕方の水面温度 
・早朝の水面温度 

 

③対策評価に必要なパラメータ 

以上より水面整備の効果を算出するためには、水面に固有の物性データとして、

以下のようなものが必要であることがわかる。 

水面の蓄熱量Ｑ＝ Ai・Ｄi・ρi・Ｃi・（Ｔ2－Ｔ1） 
             
        Ａi：水面面積［ｍ２］ 
        Ｄi：水深［ｍ］ 
        ρi：密度［ｋｇ／ｍ３］＝１．０ 

Ｃi：水の熱容量（比熱）［Ｊ／Ｋ・kg］ 
Ｔ2：夕方の水面温度［℃］ 
Ｔ1：早朝の水面温度［℃］ 
 

長波放射Ｉ ＝ ΣＡi・εi・σ・Ｔi４ 
 
ｉ：水面種類（河川、池など） 
Ａi：水面ｉの面積［ｍ2］ 
εi：長波放射吸収率［－］ 
σ：ステファン・ボルツマン定数 

5.67×10－8［Ｗ／（ｍ２・Ｋ４）］ 
      Ｔi ：水面温度［Ｋ］ 
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・水面から大気への対流熱伝達率 
・湿気伝達率 
・蒸発効率＝１ 
・短波反射率（吸収率） 
・長波吸収率 
・水の熱容量（比熱） 

 

④対策の細分類・詳細分類 

   都市に存在する水面としては以下のようなものがある。これら分類ごとにデー

タを整備していくことが理想的であると考えられる。 
・河川 
・湖沼 
・池（自然、人工） 
・水路 
（・水田） 

 
２）対策導入効果 

 対策導入による効果とその指標、さらに指標を計算するために必要なパラメータ

の変化の関係を整理すると以下のようになる。例えば、「蒸発潜熱の増加による大気

中への顕熱の低減」の効果を測るには、「水面から大気に放出される顕熱量の減少」

状況と、「水面から大気に放出される潜熱量の増加」状況をみればよく、対策として

は、水面整備により地表面温度を低減させ、「蒸発効率」が高くなるほど効果が大き

いことがわかる。 

 

         表 5.6 水面整備の対策導入効果 

  実際の効果 対策技術評価指標での評価 対策導入による 
算定パラメータの変化 

「水面から大気に放出され

る顕熱量」の減少 

 

（人工被覆面温度と比較し

て）「水面温度」の低減 
蒸発潜熱の増加によ

る大気中への顕熱の

低減 
「水面から大気に放出され

る潜熱量」の増加 
（人工被覆面と比較して） 
「蒸発効率」の増加 

「水面から大気に放出され

る短波放射量」の低減 
（人工被覆面と比較して）

「短波反射率」の減少 
遮光、照り返しの低減

による体感温度の低

減 「水面から大気に放出され

る長波放射量」の低減 

（人工被覆面温度と比較し

て）「水面温度」の低減 
水面の蓄熱による夜

間の大気への顕熱・赤

外放射の低減（熱帯夜

の減少） 

「水面の蓄熱量（熱容量）」

の減少 

（人工被覆面と比較して）

「熱容量」の低減 
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 ３）データ整備上の課題 

水面の状態などをパラメータ化してデータを整備していくことが理想であるが、

体系的なデータ整備の可能性についてさらに検討を行う必要があると考えられる。

それぞれのパラメータについて、データの状況及び整備上の課題をまとめると以下

のようになる。 

(a)水面から大気への対流熱伝達率 

水面と空気の熱交換の程度をあらわす係数である。風速、水面の波の状況によ

って変動すると考えられる。水面の波などをどのように表現するか。計測手法

を統一する場合、どのように測定条件を規定するかなどを検討する必要がある。 

 

(b)湿気伝達率 

水面と空気の湿気交換の程度をあらわす係数である。風速、水面の波の状況に

よって変動すると考えられる。湿気伝達率に関係してくる要因を明確にし、測

定手法などについて調査する必要がある。 

 

(c)蒸発効率 

水面の蒸発量を１とした場合の、各表面の蒸発量の比。水面の場合、通常 1.0

として計算をする。 

 

(d)短波反射率（吸収率） 

水面の短波反射率は、水面の波の状況などにより変化する。反射率の入射角

依存性に関して、計測手法を統一する場合、測定条件をどのように規定するか

などを検討する必要がある。 
 

(e)長波吸収率 

水面の長波吸収率である。水面の波の状況などにより変化すると考えられる。

放射率の入射角依存性に関して、計測手法を統一する場合、測定条件をどのよ

うに規定するかなどを検討する必要がある。 

 

(f)水面の熱容量（比熱） 

素材が熱を蓄える能力を示す指標である。土や植物を１℃温度を上昇させるた

めに必要なエネルギー量で示される。水の比熱は、「理科年表」等で与えられて

いる。 
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5-3-6. 空調機器 

１）対策技術評価指標 

  ①空調機器の効果を測る指標 
前節で示した対策技術評価指標のうち、空調システムに関する指標は以下のもの

である。 

 
 

②各指標の関連する技術仕様 
各対策技術評価指標の算定式、及び算定に必要なパラメータを整理すると以下の

ようになる。各パラメータは、技術固有の物性値と、外部から条件として与えられ

るものがある。 

 

(a)「空調システムから大気に放出される顕熱・潜熱量」の計算に必要なパラメー

タ 

 

 
 

1)空調システムから大気に放出される顕熱・潜熱量 
2)二酸化炭素排出量 

空調システムからの排熱（顕熱） 
 ＝ 空調排熱 × 空調システム排熱の顕熱比率 

 
空調システムからの排熱（潜熱） 

＝ 空調排熱×（１－空調システム排熱の顕熱比率） 
 

 
空調排熱（冷房） ＝ 空調負荷 × （COP ＋ １）／COP  

 
空調排熱（暖房） ＝ 空調負荷 × １／COP  
※室内を暖房するエネルギーが、最終的に全て排熱となると考えた場合．

 
空調負荷 ＝ 壁から貫流する熱 ＋ 外気取入れによる貫流熱 

＋窓からの日射 ＋ 建物内部機器の発熱 
＋人体からの発熱 ＋ 潜熱負荷 
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（物性データ） 
 ・空調システムの COＰ 
 ・空調システム排熱の顕熱比率 
（付与データ） 
 ・空調負荷 
 

 
(b)「空調システムから排出される二酸化炭素」の計算に必要なパラメータ 

（物性データ） 
 ・空調システムの COＰ 
（付与データ） 
 ・空調負荷 

 
③対策の細分類・詳細分類 

一般に用いられている主な空調システムを、熱源の種類により分類すると以下

のようになる。また基本的な熱源構成に加え、蓄熱装置などの設備がつく場合な

どがある。 
【熱源システムの分類】 
Ａ．中央式 

①電動式冷凍機 ＋ ボイラー 方式 
     ・ターボ冷凍機 
    ②吸収式冷凍機 ＋ ボイラー 方式 
     ・蒸気単効用 
     ・蒸気二重効用 
     ・温水吸収式 
    ③吸収冷温水発生機 方式 
     ・直焚冷温水機 
     ④ヒートポンプシステム 
   

Ｂ．個別式 
    ・ヒートポンプパッケージ（ガス、電気） 

空調システムから排出される二酸化炭素 
＝ 空調用エネルギー消費量 × ＣＯ2排出係数 
＝ 空調負荷 ／ ＣＯＰ ×ＣＯ2排出係数 
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【熱源システムのその他の追加選択肢】 

    ・熱回収システム 
    ・蓄熱式空調システム 
    ・太陽熱利用システム 
    ・コージェネレーションシステム 
    ・地域冷暖房システム 
 
２）対策導入効果 

 対策導入による効果とその指標、さらに指標を計算するために必要なパラメータ

の変化の関係を整理すると以下のようになる。例えば、「蒸発潜熱の増加による大気

中への顕熱の低減」の効果を測るには、「空調システムから大気に放出される顕熱量

の減少」状況をみればよく、対策としては、潜熱として排熱する熱源システムの選

択などがある。 

 

          表 5.7 空調システムの対策導入効果 

  実際の効果 対策技術評価指標での評価 対策導入による 
算定パラメータの変化 

「空調システムから大気に

放出される顕熱量」の減少 

 

「空調システム排熱の顕熱

比率」の減少． 
 

蒸発潜熱の増加によ

る大気中への顕熱の

低減 
「空調システムから大気に

放出される潜熱量」の増加 
「空調システム排熱の顕熱

比率」の減少、ＣＯＰの増加

（効率向上）. 
二酸化炭素排出量の

低減 
「空調システムから排出さ

れる二酸化炭素量」の低減 
ＣＯＰの増加（効率向上） 
 

 
 

３）今後の課題 

①データの整備状況 
空調機器の熱源それぞれについて、成績係数（COP）の事例を表 5.8 に示す。

ヒートポンプの成績係数は水を熱源とするか空気を熱源とするか等により異なり、

また各地域の気象条件や活用する未利用エネルギーの特性、構成機器の性能、運

転条件等に基づき変動するので、個別事例に応じて設定しなくてはならない状況

である。今後は、空調種類別の標準的な値を提示できるかどうか検討していく必

要がある。 
 

②データ整備上の課題 
ヒートアイランド対策として評価を行うには、排熱が顕熱での排熱か、潜熱で
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の排熱かを区別する必要がある。冷却塔方式冷凍機、水熱源ヒートポンプ等でも、

必ずしも全ての熱が潜熱や水に排出されているわけではなく、機器駆動排熱、搬

送動力の排熱、配管等からの熱損失は、空気に顕熱として排出されている。この

ため、各システムにおいて、システム全体のエネルギーフローを明確にし、正確

な顕熱と潜熱の比率の検討が必要である。 
   

 
 
      表 5.8 主な空調熱源方式のＣＯＰと顕熱／潜熱比の例 

 
 
 
 

熱源システム 採熱源 放熱方法 放熱器の顕熱／潜熱比
冷熱源 温熱源 冷熱 温熱 冷房時 暖房時 冷房時 暖房時

Ａ．中央式 ①電動式冷凍機＋ボイラー
方式

ターボ冷凍機 温水ボイラー － 空気 3.5 0.85-0.9程度
（低位発熱量

基準）

１／０ －

ターボ冷凍機 蒸気ボイラー － 空気 3.5 0.85-0.9程度
（低位発熱量

基準）

１／０ －

②吸収式冷凍機＋ボイラー
方式

蒸気単効用吸
収式

蒸気ボイラー － 空気（冷却塔） 0.7 0.85-0.9程度
（低位発熱量

基準）

０／１ －

蒸気二重効用
吸収式

蒸気ボイラー － 空気（冷却塔） 1.2程度 0.85-0.9程度
（低位発熱量

基準）

０／１ － 冷水12/7℃

温水吸収式 温水ボイラー － 空気（冷却塔） 0.7 0.85-0.9程度
（低位発熱量

基準）

０／１ －

温水吸収式 太陽熱、排熱 － 空気（冷却塔） ０／１ －
③吸収冷温水発生機　方式 － 空気（冷却塔） 1.0-1.2程度 0.85-0.9程度 ０／１ － 冷水12/7℃ 温水42/47℃

④ヒートポンプシステム 水（河川水、
地下水）

水（河川水、
地下水）

5.0-5.5程度 3.5-4.0程度 ０／１ 冷水12/7℃、

熱源水28/33℃
温水42/47℃、

熱源水15/10℃

水（河川水、
地下水）

水（河川水、
地下水）

5.0-6.0程度 4.0-4.5程度 ０／１ 冷水12/7℃、

熱源水28/33℃
温水42/47℃、

熱源水15/10℃
空気 空気 5.0-5.5程度 3.0-3.5程度 １／０ 冷水12/7℃、

外気温30℃
温水42/47℃、

外気温5℃

空気 空気 3.5-4.0程度 3.0-3.5程度 １／０ 冷水12/7℃、

外気温30℃
温水42/47℃、

外気温5℃
空気 空気 1.0-1.2程度 1.3-1.6程度 １／０ 冷水12/7℃ 温水42/47℃

排熱 空気 5.0-6.5程度 １／０ 冷温同時取出
し時、冷水
10/5℃、温水

45/50℃
Ｂ．個別式 ヒートポンプパッケージ

（ガス、電気）
空気 空気 2.6 １／０ －

水 水→空気（冷
却塔）

０／１ －

空気 空気 1.0 １／０ －

水 水→空気（冷
却塔）

０／１ －

吸収式ヒートポンプ（冷媒
循環）

排熱回収型ヒートポンプ

電動駆動ヒートポンプパッ
ケージ

ガス駆動ヒートポンプパッ
ケージ

水熱源ヒートポンプ（レシ
プロ・スクリュー）

水熱源ヒートポンプ（ター
ボ）
空気熱源ヒートポンプ
(クーリングタワー・ヒー
ティングタワー利用)

空気熱源ヒートポンプ（冷
媒循環）

直焚冷温水機

熱源機器 ＣＯＰ 条件等（還水温／往水温）
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5-3-7. 建物内部の省エネルギー対策（空調以外の建物内部機器） 

 

ヒートアイランド抑制対策として、空調エネルギーの低減があげられるが、前項で

示したように空調システムのシステム的な対応の他に、建物内部の発熱を低減するこ

とでも空調エネルギーの低減が可能である。建物内部の発熱を減少させる主な対策と

しては、高効率照明の利用、省エネ性能の高いＯＡ機器の選定などがある。 
 

１）対策技術評価指標 

   ①省エネルギー対策の効果を測る指標 
前節で示した対策技術評価指標のうち、省エネルギー対策に関する指標は以下の

ものである。 

 
 

②各指標の関連する技術仕様 
各対策技術評価指標の算定式、及び算定に必要なパラメータを整理すると以下

のようになる。各パラメータは、技術固有の物性値と、外部から条件として与え

られるものがある。 
 
(a)「建物内部発熱量（建物内部機器のエネルギー消費量）」の計算に必要なパラ

メータ 

（注）住居でも基本的な考え方は同じである。 
（注）建物内部発熱をエネルギー消費とイコールとし、ひとつにまとめているが、実際は

これらも潜熱と顕熱に分類され、給湯などへ使われるエネルギーは、下水への潜熱

の形での排熱になる。しかし、給湯器の排熱も熱損失など顕熱による排熱もあり、

これらを詳細に区分することがデータ入手可能性などの面から困難であるので、こ

こでは、エネルギー消費量として合わせて考えている。 
 

1)建物内部発熱量（建物内部機器のエネルギー消費量） 
2)（建物内部機器のエネルギー消費に伴う）二酸化炭素排出量 

建物内部発熱量 ＝ 建物内部機器のエネルギー消費量 
 
建物内部機器のエネルギー消費量 

＝ Σ（業務建物エネルギー消費原単位 × 延床面積 ） 
 エネルギー種 

－Σ（ 省エネ対策による効果 × 対策導入量 ） 
対策種類 
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（物性データ） 
 ・業務建物エネルギー消費原単位 
 ・省エネ対策による効果 
（付与データ） 
 ・延床面積 
 ・対策導入量 

 
(b)「（建物内部機器のエネルギー消費に伴う）二酸化炭素排出量」の計算に必要

なパラメータ 

（物性データ） 
 ・業務建物エネルギー消費原単位 
 ・省エネ対策による効果 
（付与データ） 
 ・延床面積 
 ・対策導入量 

 
２）対策導入効果 

 対策導入による効果とその指標、さらに指標を計算するために必要なパラメータの

変化の関係を整理すると以下のようになる。 

      表 5.9 建物内部の省エネルギー対策導入効果 

  実際の効果 対策技術評価指標での評価 対策導入による 
算定パラメータの変化 

空調負荷の低減、空調

排熱の低減 
「建物内部発熱量」の減少 

 
「建物内部機器のエネルギ

ー消費量」の減少（＝省エネ

対策の導入）． 
 

二酸化炭素排出量の

低減 
「（建物内部機器のエネルギ

ー消費に伴う）二酸化炭素排

出量」の低減 

「建物内部機器のエネルギ

ー消費量」の減少（＝省エネ

対策の導入）． 
 

 

二酸化炭素排出量 ＝ 建物内部機器のエネルギー消費量 ×CO2排出係数 
 
建物内部機器のエネルギー消費量 

＝ Σ（業務建物エネルギー消費原単位 × 延床面積 ） 
 エネルギー種 

－Σ（ 省エネ対策による効果 × 対策導入量 ） 
対策種類 
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３）データ整備上の課題 

データ整備上の課題をまとめると以下のようになる。 
・建物内部でのエネルギー消費量のうち、最終的に温水排熱として建物外部へ排出さ

れる量を明確にする必要がある。（給湯熱需要量≠温水排熱量である。） 

・温水排熱などは、建物単位で見る限り大気への顕熱ではないが、下水処理の過程

で大気への顕熱放出になる可能性が高いなど、排熱の最終的な形態も含めて検討

していく必要がある。 
 ・業務建物エネルギー消費原単位 

     既存の原単位データにおいては、延床面積当たりのエネルギー消費量として一

定値で与えられるが、業務用のエネルギー消費は気象要因など、さまざまな要因

で変動するため、これら要因を組み込んだ原単位の構築を検討する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＯＡ機器・照明 電 力 空気への機器排熱 → 空調負荷 

電気ポット等 空気への機器排熱 → 空調負荷 

下水への温水排熱  

給湯器・調理器 ガス・燃料 空気への機器排熱 → 空調負荷 

下水への温水排熱  
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5-3-8. 交通・自動車対策 

 

１）対策技術評価指標 

①運輸対策（自動車対策）の効果を測る指標 

前節で示した対策技術評価指標のうち、運輸対策に関する指標は以下のものであ

る。 

 

②対策導入効果の算定方法 

運輸部門における各対策の効果を、積み上げによる方法で算定する場合、積

み上げ時における削減効果の重複が考えられる。  
      1)輸送量削減効果とエネルギー消費原単位削減効果の重複  
      2)対策間の輸送量削減の重複  
      3)対策間のエネルギー原単位削減効果の重複  
      例）・単体燃費の向上と、高度道路情報システム（ＩＴＳ）などによる平均車

速向上による燃費向上の重複  
     ・単体燃費の向上と、エコドライブなどによる燃費向上の重複  

 
   特に、1)の重複は無視できないほど大きいので、重複を可能な限り除外す

るために、走行量削減量、エネルギー消費率を別々に積算したうえで、最後

に両者を乗ずることで、削減効果を算定する必要がある。  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)自動車からの排熱量 
2)二酸化炭素排出量 
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（対策実施前） 

車種別エネルギー

消費量  
＝  走行量  × 燃 料  

消費率  
 

     対策による走行量の

増減の積算  

 
 
（対策実施後） 

   対策による燃費の向

上の積算  
 

車種別エネルギー

消費量  
＝  走行量  × 燃 料  

消費率  
 

 
                       図 5.10  推計の考え方 

 
③各指標の関連する技術仕様 
各対策技術評価指標の算定式、及び算定に必要なパラメータを整理すると以下の

ようになる。各パラメータは、技術固有の物性値と、外部から条件として与えられ

るものがある。 

 
(a)「自動車からの排熱量」の計算に必要なパラメータ 

自動車からの排熱量 ＝ 自動車からの顕熱排出量  
＋ 自動車からの潜熱排出量 

 
●顕 熱 
自動車からの顕熱排出量［kJ］  

＝Σ（燃料消費率［ｌ/km］×走行量［台ｋｍ］） 
車種、年式 

×燃料発熱量（低位）［kJ／ｌ］ ） 
 
●潜 熱 
自動車からの潜熱排出量［kJ］  

＝Σ（燃料消費率［ｌ/km］×走行量［台ｋｍ］） 
車種、年式 

× （燃料発熱量（高位）－ 燃料発熱量（低位）［kJ／ｌ］ ） 
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（物性データ） 
 ・自動車の燃費（燃料消費率） 
 ・省エネ対策による効果 
（付与データ） 
 ・年間走行距離 
 ・年間走行台数 
・車種別構成比 

 

 
(b)「自動車からの二酸化炭素排出量」の計算に必要なパラメータ 

 

 

２）対策導入効果 

 対策導入による効果とその指標、さらに指標を計算するために必要なパラメータ

の変化の関係を示すと以下のようになる。 

対策を導入した場合の燃料消費率、走行量 
 
○自動車エネルギー消費量 ＝ 燃料消費率 × 走行量 
 

●燃料消費率＝燃料消費率 × （１－単体燃費の向上による燃料消費削減率） 
   (kJ／km)  （kJ／km） 
                           ×（１－エコドライブによる燃料消費削減率） 
                           ×（１－渋滞緩和による燃料消費削減率） 
              × ・・・・ 
 
 
●走行量 ＝ 走行量 － Σ（ 各対策による走行量削減量 ） 
  （ｋｍ） （ｋｍ）     対策ｊ                       （ｋｍ） 
 
                        ｊ：（貨物）モーダルシフト、積載率向上 
                           （旅客）公共交通機関利用、ライフスタイル改善 

○自動車からの二酸化炭素排出量 ＝燃料消費率×走行量×ＣＯ2 排出係数 
 
●燃料消費率、走行量は同上． 
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          表 5.10 運輸対策の導入効果 

  実際の効果 対策技術評価指標での評価 対策導入による 
算定パラメータの変化 

大気への顕熱の低減 「自動車からの排熱量」の減

少 

 

・燃料消費率の低減（燃費の

向上） 
・走行量の低減 

二酸化炭素排出量の

低減 
「自動車からの二酸化炭素

排出量」の低減 
・燃料消費率の低減（燃費の

向上） 
・走行量の低減 

 
 

 ３）今後の課題 
車種別の自動車燃料消費率のデータを保有車ベース、新車ベースの両方で整備

していく必要がある。また各種対策、低公害車等による削減効果について、最新

の情報を収集することも必要である。 
さらに、交通システム、物流システムによる対策効果については、一律な削減

原単位で示すことが困難であるため、正確な評価のためには、実施条件等を考慮

し、交通シミュレーションなどによる評価の可能性を検討する必要がある。 
   


