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図１ 1999 年 7 月 21 日 16 時降水量

図２ 1999 年 7 月 21 日 12 時降水量

【文献 Ｋ－１】 

「都市環境とヒートアイランド ヒートアイランドの実態と影響」 

東京都立大学 三上岳彦 

環境管理(産業環境管理協会)，vol.39，No.6，551-555 (2003) 

 
近年、都市域で夏季の集中豪雨が増えているといわれるが、その実態や発生メカニズム

については十分解明されていない。形成されたヒートアイランドの中心部で上昇流が生じ

て対流活動が活発になりやすくなる可能性はあるが、それだけで豪雨が降るか疑問である。 
そこで、気象庁アメダス（AMeDAS）観測記録を用いて、1999年 7月 21日に東京首都

圏で発生した短時間強雨（都市型豪雨）の事例をもとに、豪雨発生メカニズムの解明を試

みた。その結果、東京区部に中心を持つ短時間強雨の発生には、発生前のヒートアイラン

ド現象の形成や多方向からの海風の収束が重要な役割を果たしていることが示唆された。 
 

(1) 都市型豪雨発生時の 1時間降水量分布（図１） 
練馬観測点で 1時間 91mmに達する強雨。一
方、都内でも他の観測点では全く降水がなく、

練馬付近に降水が集中して発生している。 
 
 
 
 
 
 
(2) 短時間強雨発生の 1999年 7月 21日の正午～16時(発生時間)の気温と風の場 
東京首都圏で発生した短時間強雨（都市型豪雨）の事例をもとに、豪雨発生のメカニ

ズムを解析したところ、以下のように豪雨発生前後の気温・風の場の経過の特徴をみる

ことができた。 
① ヒートアイランド現象（中心部 33.5℃）の
発生と湾岸付近での風の収束 
（1999年 7月 21日 12：00）（図２） 
・ 東京練馬付近に 33.5℃の高温域があり、
ヒートアイランドの中心になっている。 

・ 東京湾岸部は 30℃で 6m/sec.の南よりの
風が吹き込んでいる。 

・ 練馬付近では西よりの風が吹いていて湾

岸部で収束している。 
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図６ 1999 年 7 月 21 日 16 時降水量

図３ 1999 年 7 月 21 日 13 時降水量 

図４ 1999 年 7 月 21 日 14 時降水量

図５ 1999 年 7 月 21 日 15 時降水量

② 内陸部と湾岸部との気温差の拡大による海

風の強化 
（1999年 7月 21日 13：00）（図３） 
・ 新木場の気温は 29℃に低下している。 
・ 練馬付近では 33.5℃で変化していない。 
・ 内陸部と湾岸部の気温差が拡大している。 
・ 練馬付近で風系が南よりに変化している。 

③ 暑熱化された都心部への 3 方向からの海風
の収束による上昇気流の強化 
（1999年 7月 21日 14：00）（図４） 
・ 練馬付近ではほぼ 33.5℃で変化なし。 
・ 東京湾からの海風、相模湾からの海風、

鹿島灘方面からの北東の海風が吹き込

むようになり、3 つの海風が練馬付近で
収束し、上昇流が強化されている。 

④ 湾岸部での気温低下によるさらなる海風の

強化（1999年 7月 21日 15：00）（図５） 
・ 鹿島灘方面で著しく気温が低下している。 
・ 内陸部との温度差によって海風が強化さ

れた。 
・ 3方向の海風が収束している。 

⑤ ヒートアイランド現象の解消と上昇流の弱

まり、および降水の終了 
（1999年 7月 21日 16：00）（図６） 
・ 練馬付近でヒートアイランドは解消され

ている。 
・ 上昇流の弱まりと降水の終了。 

 
以上より、都市型豪雨は、前線や台風による

豪雨とは異なり、降雨域が非常に狭く、しかも

短時間に大雨を降らせるといった、強雨の時間

的空間的スケールが小さいという特徴があるこ

とが示された。また、東京区部に中心を持つ短

時間強雨の発生には、発生前のヒートアイラン

ドの形成や 3方向からの海風の収束が重要な役
割を果たしていることが示唆された。 
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図１ 東京（破線内）周辺における年間降水量、≧1mm時間※数および≧5mm時間数の分布 

（※1mm 以上の降水があった時間の意味） 

【文献 Ｋ－２】 

「東京における降水の空間偏差と経年変化の実態－都市効果についての検討－」 

気象研究所 藤部文昭 

天気，vol.45，No.1，pp.7-18 (1998) 

 
都市が気象に及ぼす影響の 1つとして、降水の変化が論じられる。暖候期の強い降水や

雷を対象にした報告が多いが、降水に対する都市効果について、肯定的な見解も否定的な

見解もある。これまでの研究では不十分な点が多く、東京の降水についてはなお検証すべ

き余地が残されている。 
そこで、アメダス資料を用いて、東京とその周辺における 1979～1994年の降水量・降

水頻度の分布および 1941～1994年の年降水量・降水日数の経年変化を調べた。その結果、
東京都区内の降水偏差の一部は都市効果によるものかもしれず、暖候期午後の強い降水の

正偏差（周辺よりも多い状態）はヒートアイランドによる対流性降水の増加を反映してい

る可能性があるが、確実な結論を導くまでにはなお慎重な見極めが必要であると考えられ

た。 
 
○降水量・降水頻度分布 
(1) 降水量・降水頻度（図１） 
東京都心～山の手（練馬・世田谷）では正偏差、東京湾岸では負偏差であった。 

 
 
 
(2) 降水量と時間（図２～４） 
東京都心を中心として、暖候期の正午～夕方に強い降水の頻度偏差が大きい傾向があ

った。これは主に対流性降水と見なすことができ、強い降水（≧5mm/時）によること
が示唆された。また、この傾向は都心でもっとも明瞭である。都心では経年的にも午後

の降水の比率が増加している可能性がある。なお、対流性降水の偏差が正午～夕方に大

きいことは、ヒートアイランド現象の性質に合致する。 
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図２ 10～3 月、4～9 月および 4～9 月の 12～18 時の降水量の分布 

図３ 降水量と≧1mm 時間数の都区内 5地点における偏差の季節・時間変化 

図４ 降水量・≧1mm 時間数・≧5mm時間数の偏差の日変化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65

図５ 都区内 4 地点の降水量・≧1mm日数の経年変化とそのトレンド 

（+：生データ，○：経年変化率の計算で K=4 までの変動を除いたもの，破線：トレンド） 

(3) 降水の経年変化（図５） 
山の手では降水全般の頻度（≧1mm/時あるいは≧1mm/日）にも正偏差があり、降水
日数の経年増加傾向が認められる。このことから、降水偏差が都市の影響である可能性

は否定できない。しかし、他の研究の知見における降水現象の複雑さを考えれば、山の

手の降水偏差や経年変化を都市効果によるものと断定するのは尚早である。 

 
 
 
 降水の空間的・時間的変動には都市効果だけでなく自然要因も無視できない。したがっ

て、都市効果の有無を判断する際には、偏差や経年変化率の統計的有意性だけでなく、従

来の研究例やヒートアイランド現象の物理的性質との整合性にも注意を向け、慎重に検討

する必要がある。 
以上より、(2)は都市ヒートアイランド現象による対流降水の増加を反映している可能性

があるが、(1)～(3)がすべて都市効果によるものとは考えられず、都市効果については慎重
な見極めが必要である。 
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【文献 Ｋ－３】 

「首都圏における夏期の降水特性の経年変化」 

東京大学気候システム研究センター 佐藤尚毅，高橋正明 

天気，vol.47，No.9，pp.643-648 (2000) 

 
梅雨期から盛夏期にかけて、日本の各地でしばしば集中豪雨が発生する。こうした集中

豪雨は山間部だけでなく都市部においても、都市型洪水という形で大きな被害をもたらし

ている。このような集中豪雨の発生頻度は、気候変動によって変化する可能性があると指

摘されているが、都市部での局地的な降水特性の変化はまだ十分には調べられていない。 
そこで、1976～1997 年の東京首都圏における 8 月の降水特性の経年変化やその原因に

ついて、AMeDAS の降水量や気温、風向・風速データ等を用いて調べた。その結果、都
心では近年、強い降水の割合の増加が明らかとなった。その原因としてはヒートアイラン

ド現象の拡大による積雲対流の強化が考えられたが、降水特性の変化の機構について正確

に理解するためには、さらに詳しいデータ解析が必要であると考えられた。 
 
１）降水の経年変化 
(1) 全降水量の経年変化（図１） 
全降水量（世田谷、東京、新木場、羽田の

4 地点の平均）は、経年変動は大きいが全体
的な増加あるいは減少の傾向は特にみられな

い。 
 
 
 
 
(2) 各階級の降水量が全降水量に占める割合の経年変化（図２） 
毎時 10mm を超える降水の割合は、1980
年代前半までは 20％程度だったのに対し、
1990 年代には 50%程度に増加している。4
地点では毎時 50mm を超える激しい降水が

1990年代から多発していて、強い降水の割合
の増加は、統計学的に有意であると言えた。 

 
 
 
 

図１ 8 月における全降水量の経年変化 

図２ 8 月における降水強度の経年変化 
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(3) 強い降水の割合の変化（図３） 
首都圏の各地点における毎時10mmを超える
強い降水の割合の変化について、1976 年から
1986年の平均と 1987年から 1997年の平均と
の差からみたところ、東京 23 区から横浜にか
けて強い降水の割合が増えている。特に世田谷

では強い降水の割合が 23％から 49％に増えて
いる。一方、首都圏の他の地域では、はっきり

とした増加はみられない。 
 
２）気温の経年変化 
○都市部と郊外の気温差の経年変化（図４） 

8月の都市部の東京、横浜と郊外の水戸では、
特に横浜で水戸との平均気温差が 1980 年代半
ば以降大きくなる傾向にあった。また、東京の

方が横浜よりも高温だが近年ではその差は小さ

くなっており、ヒートアイランドの強化の可能

性が示された。 
 
３）風速の変化 
○都市部と郊外の平均風速の変化（図５） 
平均風速の変化について、1978 年から 1986
年の平均に対する1987年から1997年の平均の
差からみたところ、近年では都心で平均風であ

る南風が弱くなっていることがわかった。その

結果、東京 23 区南部から横浜にかけて、水平
風の収束が生じている。 

 
以上より、都心では強い降水の割合が増加してお

り、その原因として、郊外との気温差の変化や水

平風の収束がもたらすヒートアイランドの強化に

よる上昇気流の局地的な活発化が考えられた。し

かし、気温と降水強度の変動パターンが必ずしも

よく一致しているとはいえず、ヒートアイランド

現象のみによって降水強度が変化しているとは断

言できない。 

図３ 8 月の強い降水(毎時 10mm超)割合の変化 

図４ 8 月の平均気温の差の経年変化 

図５ 8 月の平均風速の変化 

※1976～1986年の平均と 1987～1997年の
平均との差。正の値は強い降水の割合の 
増加を示す。

※東京(実線)と横浜(破線)における平均気温
の値と水戸における値との差。正の値は、

東京、横浜の方が高温であることを示す。

※1978～1986年の平均に対する 1987～ 
1997年の平均の差。矢印の大きさがそれ
ぞれ差のベクトルの方向と大きさを示す。


