
 

 

 

 

 

 

 

３．対策効果の評価手法の検討 
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３．対策効果の評価方法の検討 

１）検討の目的 

本項は、ヒートアイランド対策の効果的な実施を支援するため、ヒートアイランド対策種別・

規模等に応じた適切な事前評価手法を整理することを目的とする。 
本調査では、行政や民間事業者から対策や評価の現状を聞き取り、現状における対策実施の課

題を抽出した上で、スケールに応じたヒートアイランド対策を体系的に整理し、今後実務レベル

で求められる可能性のある評価指標を整理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-1 検討フロー 

 

２）各主体におけるヒートアイランド対策の現状整理 

（１）調査概要 

政府ではこれまでにヒートアイランド対策要綱を策定し、主導的に対策を進めてきた。要綱に

おいては、東京や名古屋などの大都市のヒートアイランド現象が顕著であるとの認識ものと、効

果的にかつ柔軟に対策を実施していくことが示されている。また、地方自治体、さらには民間の

事業者においても様々な対策が実施されている。 
しかし、ヒートアイランド現象の緩和という温熱環境の対策については客観的な目標の設定が

容易でなく、実際の対策におい明確な目標設定と定量的な対策評価を実施している例は多くない。

しかし、長期的な都市化傾向の過程で徐々に形成されてきたヒートアイランド現象に対しては対

策も長期的に進める必要があり、長期的な計画を効率的に進めるためには明確な目標の設定や定

量的な評価が求められる可能性が高い。 
そこで、まずはヒートアイランドに関連する対策を実施している国、地方自治体、民間の開発

主体や建築会社等を対象にして、ヒートアイランド対策の必要性やその内容、評価手法などにつ

いてヒアリングを実施し、その現状を整理した。 
 
（２）調査対象 

国：環境省 
地方自治体：東京都、堺市 
民間：デベロッパー、大手ゼネコン、ハウスメーカー 

 

対策種別と評価手法の整理各主体の対策の現状整理 

ヒートアイランド対策の評価

手法における留意事項の整理

対応する評価指標の整理 
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（３）調査内容 

各調査対象に直接ヒアリングを実施した。具体的なヒアリング内容はそれぞれの対策の実施状

況によって異なるものの、基本的には以下のような内容について各主体の状況や考え方を聞き取

った。 
・地域のヒートアイランド現象の現状（自治体のみ） 
・ヒートアイランド対策の現状 
・対策のニーズと目標の設定 
・対策の予測評価と効果の把握 

 
（４）調査結果（詳細は別添の各ヒアリング結果を参照のこと） 
①対策のニーズ 

【行政】 
・顕著なヒートアイランド現象が発生している 
・昼の暑熱化、夜の寝苦しさが増大しており、マスコミも頻繁に取り上げている 
・市民からヒートアイランド対策に関心が高く要望が寄せられている。 
・身近な地球温暖化対策として有効である 
・エネルギー消費の増大や熱中症などの環境影響が顕在化している 
・一方で睡眠障害などの影響は明確でない 
【民間】 
・行政及び社会的な要請がある 
・商業業務地区では容積率の上乗せ等の交渉材料となる 
・住宅では快適な暮らしの一つの要素として、良好な温熱環境を求める動きがある 
・地球温暖化対策等の環境対策を重要視している企業による地域開発においては、開発区域内

だけでなく、温熱環境対策の開発区域周辺への波及効果をねらっている計画がある。 
 
②対策の内容 

【行政】 
・公共空間の対策（公共建物の屋上緑化等、保水性舗装、歩道・公園等の緑化 等） 
・民間対策の促進（建物評価、開発指導、対策補助、制度作り 等） 
・実態把握や調査研究の実施（温熱環境モニタリング、メカニズムの解明 等） 
【民間】 
・商業業務地区： 
人工顕熱の削減（省エネ、排熱位置改善）、建物被覆改善（高反射塗料、断熱・遮熱）、敷

地内の緑化 等 
・住宅地区： 
屋内通風の確保、日射遮蔽、敷地内の緑化 
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③評価手法 

【行政】 
・施策の定量的効果を事前に予測（メソスケール、都市キャノピーモデル 等） 
・民間の建物評価の際には CASBEE や東京都建築物環境計画書制度などのように簡単なツー
ルを用いて評価 

【民間】 
・面的な開発では街区全体の温熱環境を予測（CFD､HIP 等） 
・業務建物ごとでは CASBEE や東京都建築物環境計画書制度などのように簡単なツールを用
いて評価するが、対策の詳細な検討の際には CFDなどのツールを活用 

・HIPで開発プランの評価を行い、視覚的にわかりやすい表現ができた。ただし、開発区域内
の効果が周辺に波及するということが表現できないという課題がある。 
・住宅では、省エネの測定結果や屋外熱環境の予測などを活用 
 
④今後のヒートアイランド対策 

【行政】 
・ある程度対策が進んでいるものの、客観的な目標が不十分なため対策の計画的かつ効果的な

進捗の評価も難しい状況である 
・民間の対策の動きを効果的なものとするため、地区ごとに対策目標を設定するとともに適切

な対策手法を示すことなどが求められるが、目標となる指標には気温だけでなくWBGTなど
の体感指標を活用することが考えられる 
・今後、自治体のヒートアイランド対策ガイドラインを部門横断的組織により作成していく。 
【民間】 
・面開発では、歩行空間の熱環境改善が必要であるが、街区全体の付加価値を高めるための良

好な熱環境形成といった評価が今後求められる。 
・業務建物では、CASBEEなどの評価ツールがより一般化し、温熱環境の改善が進む可能性が
ある。そのため今後はユーザーから温熱環境の改善を求められる可能性があり、室内環境の

熱環境と練成した評価ツールの開発が望まれる 
・住宅では、一棟一棟の室内の快適性を予測することは難しい。そのため、当面の措置として

は、実際に体感してもらう方が効果的 
 
⑤ヒアリング結果のまとめ 

・保水性舗装、屋上緑化、高反射率塗料などの製品、材料は数多く販売され、ある程度のヒー

トアイランド対策としてある程度の市場規模が形成されている。 
・これまでのヒートアイランド対策については、社会的な問題意識の高まりを受け、対策効果

の定量的把握を充分に実施していなかった面がある。 
・定量的な対策目標が明確でないこともあり対策効果の予測が求められてこなかったことが挙

げられる。 
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・民間の開発事業においては、歩行者空間を含めた街区全体の付加価値を高めるための良好な

熱環境形成といった評価が今後求められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３）ヒートアイランド対策の対策種別と評価手法の整理 

（１）対策スケールからの整理 

ヒートアイランド対策を整理するにあたり、図 3-3 のように対策スケール別に整理を行った。
今回の検討においては、都市圏域・自治体域のスケールから屋外空間施設スケールを対象に対策

種別とその評価手法を検討することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3-2 ヒートアイランド対策の地区への適用の体系 

資料：「環境の街作り」報告書 H18.12 環境の街作り検討会（一部改変） 

(0)都市圏域・自治体域での対策 

(１)地区全体の対策 

(２)建物・施設の対策 

(３)具体的適

用の適正・配

慮事項 

(1.5)屋外空間施設の対策

○ヒートアイランド現象を把握する上では、都市を中心とした気温の高温部

の分布形状を評価するべきであるが、個々の対策の積み上げだけでは都市

の高温化の抑制に至るまで長期間を要する。 

○個々の対策による効果を数値化、可視化することは着実な対策推進に寄与

するものと考えられる。 

○対策手法・対策技術の効果を適切に評価できる評価指標を整理することが

重要な課題と考えられる。 



-89- 

各スケールにおける対策種別及び対策主体について表 3-1に整理した。 
 

表 3-1 対策種別と対策主体の整理 

対策スケール 対策種別 対策主体 
(0)都市圏・自治体 
スケール 

対策優先地域の選定 
（ホットスポット対策） 

自治体（都道府県、政令市レベル）

緑地・水面等の自然環境の保全（クー

ルスポット対策） 
自治体（都道府県、政令市レベル）

条例、指針、推進計画等による施策の

推進 
自治体（都道府県、基礎自治体） 

観測・監視体制の構築 国、自治体（都道府県、政令市レベ

ル） 
(1)地区スケール 大規模緑地を活用した対策 

（緑地周辺の対策） 
自治体（都道府県、基礎自治体） 

風の道を活用した対策 国（国道、河川管理者等）、自治体

（都道府県、基礎自治体） 
地区内の自然資源の利活用 
（地中熱・河川熱等の利用） 

自治体（都道府県、基礎自治体） 
開発事業者 

(1.5)屋外空間施設 
スケール 

屋外空間に

おける対策 
植樹による緑化対策 自治体（公共空間） 

開発事業者（民有地） 
芝生、保水性舗装等の

地表面対策 
自治体（公共空間） 
開発事業者（民有地） 

散水、水噴霧装置 自治体（公共空間） 
開発事業者（民有地） 

(2)建物・施設スケール 建築物にお

ける対策 
被覆対策 開発事業者・建築事業者（新築） 

ビル所有者（既築） 
空調機器等の対策 開発事業者・建築事業者（新築） 

ビル所有者（既築） 

 
 

○具体的適用の適正・配慮事項 

対策施策の主体（計画、設計者）における対策技術の適正利用に関する配慮事項 

・地域特性、地域の冷熱資源を活用した土地利用計画の策定 
・対策効果が十分に発揮されるような施設・機器の設計 
・熱の排出先での悪影響やその他の環境影響が生じないような計画・設計 
・維持管理、更新等のライフサイクルを考慮した計画・設計 
 

 

 

 

 

 

○対策効果が十分に発揮されるかを確認し、対策効果を事前に予測す

ることが重要 

○周辺環境へ熱的な悪影響が生じないかの確認が必要 
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（２）環境影響と評価指標の関係整理 

ヒートアイランド現象による環境影響とその評価指標、評価スケールを表 3-2に整理した。 
表 3-2 ヒートアイランド現象による環境影響と評価指標・評価スケール 

対象 影響指標 現象の指標 指標の適用例 評価スケール

人の

健康 

熱中症 発生数 
最高気温 

年齢階層により、発生数が急増する気

温に違いがある。（生産年齢層（15～
64歳）：35℃、高齢者（65歳以上）：
33℃） 

体感的スケール

WBGT 
WBGT （湿球黒球温度）28℃以上で
熱中症発生が急増する。 

循環器系 
疾患 

死亡率 最高気温 
33℃以上で高齢者（65 歳以上）の心
疾患による死亡率が上昇する。 

疲労感 主観的回答 屋内外往来頻度

冷房空間と屋外の往来頻度が多いほ

ど疲労感を生じる。一般的に気温差が

5℃以上で体温調節機能に影響をおよ
ぼす。 

睡眠障害 － 室内温度 － 

ウイルス 
感染 

媒介蚊生息域 
の拡大 

年平均気温 
ﾋﾄｽｼﾞｼﾏｶの分布は年々北上しており、

その分布は年平均気温 11℃以上の地
域と類似している。 

広域的スケール

媒介蚊の個体 
群密度の増加 

日平均気温 
平均気温 11℃以上の積算温日数（ﾋﾄｽ
ｼﾞｼﾏｶの 1 世代当たりの積算温日数は
350℃･日） 

生態

系 

生物相 個体数の変化 （経年変化）
ある一定の地域に生息する生物種の

経年変化 
植物の 
成長 

光合成速度 気温・湿度 
最適温度（スギの場合 25℃）を境に
して光合成速度は低下する。 

大気

汚染 

NOx等 
汚染濃度の 
上昇 

－ 
冬季における混合層内、夏季における

海風前線の前面で大気汚染濃度が上

昇する。 
光化学 
ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ 

汚染濃度の 
上昇 

最高気温 
都市上空（混合層内）で光化学反応が

促進される。 

気象 集中豪雨 
集中豪雨の 
頻度 

－ 
都内における積乱雲の発生にヒート

アイランド現象が関与している可能

性がある。 

エネ

ルギ

ー 
消費量 

消費量の増加 気温・最高気温 電力消費量の増加 
建築物スケール

広域的スケール消費量の減少 気温・最低気温
電力消費量、灯油消費量、ガス消費量

の減少 
出典）平成 15年度ヒートアイランド現象による環境影響に関する調査検討業務報告書（一部改変） 
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①体感的スケールの影響 

熱中症、睡眠阻害等の人の健康に直接的に関わるものは、人の生活空間における最高気温、

WBGT等の指標で評価でき、体感スケールに区分できる。 
 

②建築物スケールの影響 

エネルギーについては、建築物単体でのエネルギー消費量評価と地域全体でのエネルギー消費

量評価の２つのスケールで捉えることができる。建築物に対する屋上・壁面緑化、高反射率塗料

に対する評価は建物単体で行うことができる。 

 

③広域的スケールでの影響 

人の健康に関わるもののうち、ウイルス感染は生態系と同様に地域的な平均気温上昇に関連し

ており、広域的スケールに区分できる。 

また、ヒートアイランド現象により生じる都市と郊外の気温差による影響であると考えられる

ダストドームや集中豪雨は広域的スケールの問題である。 

ヒートアイランド現象の進行による気温上昇や逆に対策効果による気温低下が果たされた場合

には地域全体でのエネルギー消費量を評価するという広域的スケールの問題となる。 

 

（３）季節・時間帯を考慮した対策効果 

対策効果の評価方法の選定にあたっては、対策技術の効果が季節・時間帯毎により異なること

踏まえた選定を行う必要がある。対策技術種別毎に季節・時間帯による効果の違いを表 3-3 に整
理した。 

ヒートアイランド対策は、主に日射由来の熱の潜熱化や反射を高めることによって気温上昇を

抑制する対策と、電力、燃料等のエネルギー消費に伴い排出される人工排熱を抑制することで気

温上昇を抑制する対策に大別できる。 

このうち、日射由来の熱に対する対策は夏季の日中に最も効果が大きく、日中の蓄熱削減が夜

間の効果として期待できる。また、冬季には日射由来の熱を有効活用することができなくなり、

エネルギー消費に負の影響をおよぼすことが考えられる。建物被覆の改善を図る対策では、北日

本など暖房負荷の大きい地域などでは、通年でエネルギー消費量が増加することが考えられる。

また、東京以西においても業務ビルに比べて住宅は暖房負荷が大きい特性があり、通年でエネル

ギー消費量が増加する場合が考えられる。 

一方、エネルギー消費に伴い排出される人工排熱の対策は、一般的に省エネルギー対策や未利

用エネルギーの対策であり、年間を通じて対策効果が期待できるものがほとんどである。 
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表 3-3 対策技術の季節・時間別の効果 
季節・時間帯

対策技術 

夏季 冬季 
通年 

昼間 夜間 昼間 夜間 

T E T E T E T E T E
エネルギー由

来の熱に対す

る対策 

人工排熱抑制 省エネ機器の導入等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地中・河川等への排熱 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日射由来の熱

に対する対策 
建物被覆改善 屋上緑化・壁面緑化 ◎ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ △

高反射率塗料 ◎ ○ ○ ○ ○ × △ × ○ △

地表面被覆改善 保水性舗装・建材 ◎ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ △

地表面緑化 ◎ － ○ － ○ － ○ － ○ －

中高木植栽 ◎ － ○ － △ － △ － ○ －

その他 
（換気・冷却） 

通風の向上 風の道の形成等 ◎ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △

水の利用 散水・水噴霧装置 ◎ △ ○ △ － － － － ○ △

凡例 T：気温への効果 E：エネルギー消費への効果 
◎：大きな対策効果が期待できる ○：対策効果が期待できる 
△：対策効果が期待できる部分もあるが場合により負の影響が生じる 
×：負の影響が生じる場合がある 
－：基本的に実施されないまたは効果がほとんどない 

 

①人工排熱抑制 

省エネ機器導入等による人工排熱抑制は基本的に年間を通じてヒートアイランド抑制効果

が期待できる。また、エネルギー消費の減少に伴い CO2排出削減効果も期待できる。 
人工排熱を大気中へ放出せず、地中・河川等へ排熱する空調システムは、大気中へ人工排熱

を排出しないため、年間を通じてヒートアイランド抑制効果が期待できる。加えて空気熱源に

比べてシステム効率が高い場合が多く、CO2排出削減効果も期待できる。 
 

②建物被覆改善 

屋上緑化・壁面緑化は、夏季の日中に最も大きなヒートアイランド抑制効果が期待できる。

日中に建物表面の温度上昇が抑制されることで、建物の蓄熱が減少し、夜間においてもヒート

アイランド抑制効果が期待できる。冬季においては、対策対象建物の断熱性能の違いにより、

緑化基盤等により建物断熱性能が向上し、暖房空調負荷が軽減される場合と、日射を遮ること

で建物躯体の温度上昇が抑制され暖房空調負荷が増加する場合が考えられる。 

高反射率塗料は、夏季には、昼間に日射を反射することで建物表面温度の上昇を抑制し、大

気熱負荷を削減するとともに、建物内部の冷房空調負荷を削減することが期待できる。建物の

蓄熱が減少することで、夜間においてもヒートアイランド抑制効果が期待できる。冬季におい

ては、日射による熱を反射してしまうため、建物の暖房空調負荷が増加することが考えられる。 
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③地表面被覆改善 

保水性舗装・建材は、散水や雨水等の貯留により躯体の表面温度上昇抑制や蒸発潜熱による

気温の上昇を抑制する。十分な水分を有している場合、夏季の日中に大きな効果が期待できる。

また、夜間の蓄熱抑制にもつながり、ヒートアイランド抑制効果が期待できる。冬季において

は、基本的に散水は実施されないため、雨水が貯留された場合のみ、保水性舗装・建材の機能

を果たす。冬季は気温が低く、日射も弱いためほとんどヒートアイランド抑制効果は期待でき

ない。ただし、保水性建材を建築物に使用している場合、降雨後に暖房空調負荷が増加するこ

とが考えられる。 

芝生や低木による地表面緑化は、夏季においては植物の蒸発散による潜熱で気温上昇を抑制

する効果が期待できる。ただし、芝生面の表面温度は日中上昇しやすく、夜間は冷えやすいと

いう特徴がある。冬季においては、一般的に植物の活性が弱まるため、蒸発散機能が低下する

が、アスファルト舗装等に比べてある程度の気温抑制効果は期待される。 

中高木の植栽は、夏季の日中においては、蒸発散による潜熱の効果に加えて、地表面に緑陰

をつくる効果が期待できる。冬季においては、常緑樹の場合は日射を遮へいし、建物に日陰を

つくってしまう場合がある。この場合、暖房空調負荷が増加することが考えられる。 

 

④通風の向上 

風の道の形成によって、海風や山谷風等の冷涼な風による換気効果でヒートアイランド抑制

効果が期待される。風が強くなるのは一般的に午後から夜間にかけてである。 

冬季には冷たい季節風の通り道となることも考えられ、体感気温の低下や暖房空調負荷の増

加を引き起こす場合も考えられる。 

 

⑤水の利用 

散水や水噴霧装置等による水の利用は基本的には夏季限定の対策である。散水により地表面

等の温度を低下させることと蒸発潜熱による気温上昇抑制効果が期待される。水噴霧装置は微

少な霧を空中に噴霧し、蒸発潜熱によりその霧に触れた人の体感気温を直接低下させる効果が

ある。 
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（４）ヒートアイランド現象の影響に関する最新の知見 

ヒートアイランド現象による温度上昇に伴う人の睡眠への影響、植物の生態に及ぼす影響につ

いて最新の知見を整理した。 

 
題 名 季節の睡眠温熱環境が高齢者の睡眠および体温調節に及ぼす影響 
著 者 都築和代、佐古井智紀、水野一枝 
雑誌名 人間－生活環境系シンポジウム報告集 No. 30th（2006） 

 
（研究内容） 
季節における温熱環境が日常生活での睡眠や体温調節反応に及ぼす影響を調べた。 
13人の高齢者を対象に、冬季、夏季、秋季の３季節について、アクチグラフ、自己申告による
睡眠感等の調査を行った。 
（研究結果） 
各季節で就寝時刻に差は見られなかったが、起床時刻は冬季や秋季よりも早かった。その結果、

夏季の就床時間は冬季、秋季よりも短い傾向にあった。また、夏季では冬季、秋季よりも有意に

入眠潜時、覚醒時間が延長し、睡眠効率が低下していた。 
睡眠時間と主観申告（1：十分、3：どちらで
もない、5：不足）との関係を見ると（右図）、
睡眠時間が短くなるほど「不足」という申告が

増え、夏季において有意な相関関係が認められ

た。 
従来、実験室実験においては高温環境よりも

低温環境の方が睡眠に及ぼす影響が大きいと言

われている。しかし、本研究の結果から、健康

な高齢者の日常生活においては、冬季の低温環

境よりも夏季の高温環境の方が入眠潜時を遅延

させ、中途覚醒を増加させ、睡眠効率を低下さ

せることによって、高齢者の睡眠に悪影響を及

ぼしている可能性を示唆していた。 
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題 名 夏季の曝露温度調節行動と暑熱ストレス関連症状の地域差 

－全国レベルのアンケート調査結果から－ 
著 者 兜真徳、本田靖、青柳みどり 
雑誌名 環境科学会誌 No. Vol.19 No.1（2006） 

 
（研究内容） 
地球温暖化やヒートアイランド現象に関連して、夏季高温日の個人の温度曝露実態を調べるこ

とは、対象地域についての健康リスク評価にとって重要である。室内における空調機器による温

度制御の実態は、温暖化対策との関連でも重要な情報であり、本研究では、質問調査によってそ

の実態を調査解析した。 
約 16,000名に郵送で質問紙を送り、2,090の有効回答を得た。 
（研究結果） 
回答者を北海道、本州・九州、沖縄に分けると、エアコン利用率は北海道で低い(40％)が、そ
の他の地域ではいずれも 90％以上であった。 
１）「冷房がないあるいは冷房をほと

んど使わない」とした人の理由別の分

布を見ると、回答の割合が多かったの

が「窓を開ける」と「経済的理由」で

あり、「窓を開ける」は北海道で５割

強と最も多いが、その他の地域では大きな相違は

見られない。 
２）冷房を使用する人の冷房をつける時の温度別分

布を見ると、「暑いと感じたらすぐ付ける」人(238
名)と「我慢できなくなったら付ける」人(1,096 名)
では違いが見られる。全体として「暑いと感じたら

すぐ付ける」人では 25～30℃で付けることが７～８
割であるが、「我慢できなくなったら付ける」人で

は 25～30℃が 5割と少ない一方、30～35℃が 4割
程度であった。 
３）真夏に経験している症状を聞いた項目では、「暑

くて眠れないことがある」人が最も多く有効回答者

の 57％を占め、次いで「疲労・変調を感じる」が
有効回答者の 28％であった。地域別の
割合を見ると、両者とも北海道に少な

く、沖縄に多い傾向にあった。 
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題 名 熊谷市における都市気候と植物季節の関係（第２報） 
－葉緑素計を用いたイロハカエデ紅葉の評価－ 

著 者 松本 太 
雑誌名 日本生気象学会雑誌 No. Vol.40（特集号）（2004） 

 
（研究内容） 
埼玉県熊谷市において、都市の温暖化（ヒートアイランド）がイロハカエデの紅葉過程に及ぼ

す影響について、植物季節学的な観点から調査を行った。その際、イロハカエデの紅葉過程を葉

緑素計の測定値（SPAD値）を用いて評価し、熊谷市の都心部、郊外部における SPAD値の変化
と気温との関係を解析した。 
（研究結果） 
①イロハカエデの葉の紅葉過程（葉色の変化）と葉緑

素計の SPAD 値の変化は相関がよく、SPAD 値はイ
ロハカエデの紅葉過程を定量的に表わす指標として

有効である。 
②SPAD 値は都市の郊外部では減少の度合いが大き
いのに対し、都心部では緩やかに減少する傾向がみら

れた。これは郊外部、都心部の気温の変化傾向に対応

している。また、イロハカエデの SPAD 値の変化と
低温の積算量の推移とが比較的よく対応している。ヒ

ートアイランド現象によって都心部と郊外部におけ

る紅葉を促進する低温の積算に差が生じ、イロハカエ

デの SPAD値の変化に影響を与えると結論された。 
③熊谷地方気象台を都心的環境、熊谷市近隣の比較的

都市化の度合いが少ない寄居気象観測所を郊外的環

境とみなしてイロハカエデの SPAD 値の変化と気温
の関係を見ると、熊谷市の都心部と郊外部の関係と類

似した傾向が見られた。 
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題 名 気候温暖化と果樹の対応技術 VOL.20 気候温暖化の現状と試験研究 
著 者 朝倉 利員 
雑誌名 果実日本 No. Vol.62  No.1（2006） 

 
（研究内容） 

47都道府県の果樹試験研究機関を対象にアンケート調査を実施し、生育、気象災害などとの関
連から果樹栽培におよぼす気候温暖化の影響をとりまとめた。 
（研究結果） 
アンケート調査から気候温暖化が関与していると考えられる生育現象、生理現象、凍害、霜害

等をステージ別に悪影響、好影響に分けてまとめると、下図のようになる。 
影響の多様さ深刻さを考えると、概して落葉果樹のほうが常緑果樹に比べて温暖化の影響が大

きいと考えられる。落葉果樹では冬季、芽は休眠状態にあり、ある決まった低温量に遭遇しない

とその後の開花がスムーズに進まない。また、幼果期にある程度温度が高いほど果実の肥大は良

好となる傾向があり、成熟までの日数も短くなる。成熟期の高温は、ブドウ、リンゴ、カキ等の

着色不良をもたらす。 
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４）ヒートアイランド対策と評価指標・環境影響の関係の整理 

（１）ヒートアイランド対策と評価指標・環境影響の関係 

都市圏・自治体スケールから屋外空間施設スケールまでのヒートアイランド対策とその評価指

標及び環境影響について図 3-3に整理した。 
都市圏・自治体スケールでは対策推進地域等の地域区分を行うような総合施策とし、地区スケ

ール、屋外空間施設スケールにおいて具体の対策を実施することが現実的と考えられる。 

対策効果の評価指標としては、空調排熱量や表面温度、蒸発散量といった対策の直接的な効果

を示す指標から気温上昇抑制にいたる流れを整理した。こうした対策は広域的スケールでの環境

影響の抑制に寄与すると考えられる。 

また、屋外空間施設スケールにおいては、表面温度、蒸発散量などの直接的な効果から体感指

標にいたる流れを整理した。体感指標につながる対策は、熱中症、疲労感等の人の健康の影響に

対して効果が期待できると考えられる。 

 

（２）対策効果の評価指標に関するまとめ 

環境影響及び対策技術と対策効果の関係を踏まえて、対策効果の評価手法を選定する際の留意

点を以下のとおり整理した。 

①対策技術及び対象とする環境影響のスケールに応じた評価指標を選定する 

②時間帯や季節により対策効果が異なることから、評価する時間帯、季節を考慮した評価指標

を選定する 

③冬季には負の影響が生じる対策技術もあることから通年評価の必要性を検討する 

 

 



 

図 3-3 図 対策種別と対策評価指標・環境影響の関係 

（0）都市圏・自治体
スケール

（1）地区スケール

（1.5）屋外空間施設
スケール

熱環境特性による地域区分等の
対策推進施策

クールスポット対策
（大規模緑地を活用した対策）

風の道を活用した対策

地区内の自然資源の利活用
（地中熱・河川熱等の利用）

植樹による緑化対策

芝生・保水性舗装等の地表
面対策

散水・ドライミスト

対策技術対策種別

人工排熱抑制
（省エネ機器の導入等）

地表面被覆改善
（地表面緑化・保水性舗装

等）

建物被覆改善
（壁面・屋上緑化・高反射率

塗料等）

通風の向上
（風の道の形成）

人工排熱抑制
（地中・河川等への排熱）

中高木の植栽

地表面被覆改善
（地表面緑化・保水性舗装）

蒸発潜熱の活用

評価指標

大気への空調排熱量
（顕熱・潜熱削減量）

表面温度
蒸発散量

風の流れ場の変化
（風速増加、風向変化）

大気以外への排熱量

空調効率の向上

建物熱貫流量
空調負荷削減量

緑陰の形成

表面温度
蒸発散量

大気熱負荷量

気温上昇抑制

冷熱源（海・川・大規模緑
地）からの冷熱の供給

エネルギー消費削減量 CO2排出量削減量

体感指標
（WBGT,SET*　等)

ホットスポット対策
（人工排熱削減）

環境影響

熱中症

循環器系疾患

疲労感

〔睡眠障害（屋内）〕

人の健康（ウイルス感染）

生態系（生物相・植物の生長）

大気汚染（NOx等、光化学オキシダント）

気象（集中豪雨）

エネルギー消費量（地域スケール）

エネルギー消費量（建築物スケール）

人の健康

水噴霧装置 
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５）対策効果の評価手法の検討 

ヒートアイランド対策を効果的に行うには、対策実施に先立って、効果を予測・評価する必要

がある。 

ヒートアイランド対策効果を評価するシミュレーションモデルにはいくつかの種類があり、そ

の対象スケール、評価指標に応じて適切なモデルを選定しなければならない。 

 

下表に各スケールでのシミュレーションモデルとその代表的なツールを整理した。 

このうち、過去の環境省におけるヒートアイランド関連の検討で評価ツールについては以下の

ような実績がある。 

・東京 23区を対象に都市キャノピーモデルの UCSSを用いて解析を行った 
・新宿御苑の大規模緑地を活用した熱環境改善の検討で建築物表面温度顕熱負荷（HIP）モデ
ルにより解析を行った実績 
・メソスケールモデルについては本年度に UCSSと連成して解析を行っている。 
 

１次元建築大気連成モデルについては、建築物の被覆対策等の費用対効果を算出するツールと

しては十分な研究実績があり、特に CO2排出削減量を評価するには最適のツールであると考えら
れる。 
また、気流を含めた体感的な効果を評価するには CFDモデルの活用が考えられる。（資料編参
照） 

表 3-4 ヒートアイランド対策を評価できるシミュレーションモデル 

モデル 対象スケール 水平解像度 垂直解像度 主な出力結果 参考としたモデル・ツール

メソスケールモ

デル 
104～105ｍ 
（都市～都市圏） 

103m 101~102m 気温、湿度、風向・

風速、SET*、建物
外皮温度、地表面温

度、建物貫流熱負荷

・LOCALS 
・東大生研メソモデル 
・大阪大学メソスケールモ

デル 
都市キャノピー

モデル 
102～103ｍ 
（街区～都市） 

101m 100m 気温、湿度、風向・

風速、建物外皮温

度、地表面温度、対

流顕熱、蒸発潜熱 

・UCSS 

建築物表面温

度・顕熱負荷

（HIP）モデル 

10１ｍ 
（建物～街区） 

10-1m 10-1m 表 面 温 度 分 布 、

MRT、周辺への顕熱
負荷（HIP） 

・東工大HIPモデル 
・サーモレンダー（市販製

品） 
1 次元建築大気
連成モデル 

鉛直：地表 0m～
上空 100m 
 
（大気～建物～

室内） 

―― 100m 気温、湿度、気流鉛

直分布、建物外皮温

度、室内温湿度、建

物空調負荷、地面温

度、 SET*、エリア
の熱収支各成分 

・九大都市気候モデル 
・都市気候・エネルギー連

成モデルシステム（産総

研-明星大共同開発モデ
ル） 

CFDモデル 101～102ｍ 
（建物～街区） 

10-1m 10-1m 気温、湿度、風向・

風速、表面温度、

MRT,SET*、WBGT

・東大生研ミクロモデル 
・STAR-CD(市販製品) 
・FLOW-DESIGNER（市
販製品） 

・WIND-PERFECT(市販製
品) 
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６）ヒートアイランド対策効果の評価を行う際の留意事項の整理 

（１）地域性の検討 

・季節間で対策効果が変わる建物被覆対策の評価を行う場合には、地域性や建物用途等を踏ま

えた上で、評価を行う必要がある。 
 

（２）適用性 

・ツールによっては、定常解析しか行えないものや、年間を通じた評価が行えないものもあり、

対策の評価期間に応じた評価ツールを選定することが必要である。 
・対策ツール毎に適用範囲、精度が異なることから、対策種別を適切に評価できるツールの選

択が重要である。 
・対策効果の評価指標について、効果の程度が把握できる指標を選定することが重要である。 

 
（３）入力条件・境界条件 

・多くのツールでは建物や地表面の物性値等の入力条件の検討に専門性を要する。 
・計算機の制約上、定常状態を解析する場合が多く、風や日射が変動するような条件での計算

を行う必要が困難な場合がある。 
・気象条件等の境界条件により、解析結果が大きく異なる可能性が留溜め、風向や風速を変え

た複数の境界条件での評価を行うことも必要である。 
・解析メッシュの設定により結果が左右されるため、評価目的に対応したメッシュ設定を行う

ことが重要である。 
 

７）今後の課題 

ヒートアイランド対策効果を予測する手法については、個別に研究・開発が進められており

ますが、今後は評価手法を体系的に整理することが課題となる。 

また、ヒートアイランドを評価できるツールのうち製品化されているのは主に CFDである。
その他のツールで一般に販売・公開されているものはほとんどない状況である。現状では、ヒ

ートアイランド対策評価ツールの利用には専門知識が必要となり、対策の実務者である都市計

画や建築設計等の技術者が対策効果の予測に使うことはまだ困難な状況である。 
今後は、対策手法に応じた留意事項を整理し、適切な活用方法を示す必要がある。 
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おわりに 

過年度の調査結果から、ヒートアイランド現象の実態把握手法、メカニズムの解析手法、対策

評価手法のあり方が整理されてきた。その中で、ヒートアイランド現象は、地域の特性に応じて

多様な状況を呈していることも分かった。今後は、各項目であげられた課題に取組みながら、得

られた知見を踏まえて、地域の熱環境特性に応じた効果的なヒートアイランド対策の立案手法を

整理していくことが必要である。 
 

 


