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第２章 ヒートアイランド現象の実態に関する研究調査動向の整理･分析

２．１ 研究の動向

(1) 研究内容の分類

研究内容を大きく分類すると、以下のようになる。

① ヒートアイランド現象に関連した都市気候要素の解析

ヒートアイランド現象とは、気候が都市化により改変される際に起こる気象現象一般

を含むものであり、温度や湿度における現象などが代表的である。気温に関する研究

が圧倒的に多いが、雲、降水、湿度、風速･風向に関する研究もかなり以前から行われ

ている。多くの現象が解明され、都市化との定性的な関係も示されているが、まだ未解

明な部分も多く、各気候要素における都市化の影響が明確でない部分もある。

② ヒートアイランド現象の発生要因

ヒートアイランド現象を形成する要因は大きく3つに分類されている。一つ目の要因と

して、都市の持っている特性（立地、気候、都市化の規模など）についての研究が行わ

れているが、これらの影響と人間活動に伴う人為的な影響を定量的に評価することは、

現状では困難であり、定性的な影響が認められている程度である。しかし、都市化の指

標としての人口と気温の関係はかなり強い相関関係が認められいる。

二つ目の要因として、都市化に伴い自然物が人工物に置き換わることにより、地表

面形状の変化と被覆材質の変化が起こるため、土地利用構造に関する研究が行われ

ている。自然物である緑地や水面の効果に関する研究は非常に多く、緑地の研究で

は、植物群落の平均像として形状分布などの大きな範囲で捉えた研究から、一枚の葉

のデータを植物生理学的に捉えた研究まで様々である。また、道路舗装材の材質と気

温の関係、建築物の分布と気温の関係についての研究例も多い。

三つ目の要因として、都市活動に伴う人工排熱の研究が盛んである。建物用途別の

エネルギー消費原単位や土地利用構造などの情報を組み合わせることにより推定され

た人工排熱は、気温との相関が高い場合が多く、シミュレーションも盛んに行われてい

る。また、人工排熱において冷暖房の負荷が非常に大きいとされており、冷暖房の排

熱特性を研究した例もある。

③ ヒートアイランド現象が及ぼす影響

ヒートアイランド現象の重要な問題として、夏季の冷房による電力需要の増加が指摘

されおり、エネルギー消費への影響を評価した研究が行われている。また、NOx濃度等

の大気汚染問題への影響も研究されている。その他として、人間への影響や動植物へ

の影響も研究されているが、研究例として多くはない。

④ ヒートアイランド現象の抑制対策

ヒートアイランドの発生要因の研究と併せて研究されており、緑地面積を増加した場

合や人工排熱量を削減した場合の効果をシミュレーションにより評価している例が多

い。人工排熱量の削減に比べ緑地面積の増大や緑地の配置の検討による対策の方が

大きな効果が得られやすいという結果が、一般的である。緑地に関する具体的な対策
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では、屋上緑化や道路緑化があり、これらの分野では、大学や行政機関の研究所に加

え、企業における研究も盛んである。

(2) 研究アプローチからの整理

研究例では、実測及びシミュレーションの手法が用いられていた。気温の実測には、

百葉箱などを使用した定点観測と自動車や自転車による移動観測を併用する場合が

多い。アメダスなどの統計データを利用し、解析を行っているものもあった。シミュレー

ションにおいては、実測で検証したモデルを使用し、気温や風速・風向などを予測する

研究例が多かった。なお、収集した文献の中で、温度分布の実測を行った例は以下の

ようであった。シミュレーションを用いた研究事例は、効果の予測等に使われており、後

の項目で記載するため、ここでは除く。

○東京都における観測(291)

・東京都全域(山岳部を除く)100地点に百葉箱を設置し、データロガー付きサーミスター温度計

を用いて観測した。測定期間は1992年8月1日～1993年7月31日の1年間に渡り、15分おきに観

測した。

・日最高気温の分布は、複雑で内陸部に高温域があり、特に夏季は北部の高温が著しい。東京

湾岸は概して低温である。

・日最低気温の分布には、都心を中心にヒートアイランドが見られ、冬季に特に顕著である。ヒー

トアイランドの境界は23区を囲む線、八王子東部と武蔵村山市を結ぶ線の二重構造になって

いる。

・年平均気温と日最低気温の年平均値とは比較的良い線形関係にある。

・日最低気温と都心の日最低気温の差を変数とした主成分分析の結果、静夜で地域平均風が

西風系の場合にヒートアイランド強度が大きくなる傾向が見られた。

図2.1-1 東京都実態調査の測定地点(伊藤ら､1994：文献番号291)
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図2.1-2 日最高気温の月平均値(8月)(伊藤ら,1994：文献番号291)

図2.1-3 日最高気温の月平均値(2月)(伊藤ら,1994：文献番号291)

図2.1-4 日最低気温の月平均値(8月)(伊藤ら,1994：文献番号291)

図2.1-5 日最低気温の月平均値(2月)(伊藤ら,1994：文献番号291)
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○多摩ニュータウンにおける測定(284)

・対象地区の多摩ニュータウン西端の大沢地区は、近年、団地群･住宅地･学校の建設が急速

に進行し、丘陵地の宅地化が著しい。

・気温の定点観測および自転車による移動観測により測定した。観測期間は1991年12月～1992

年8月である。

・丘陵地の尾根部の校地・住宅が周辺部に比べて気温が高く、ヒートアイランドを形成している。

・住宅団地のヒートアイランドは冬季・春季の早朝・夜間に明瞭に出現するが、夏季は不明瞭で

ある。反対に、緑地は春季・夏季に低温域を形成する。

・気温分布は地形とも密接な関連があり、概して谷底部は冷気の堆積によって、標高の高い尾

根部よりも低温となる。したがって、丘陵地の尾根部に建設された住宅団地では、谷底部など

低標高地の住宅よりもヒートアイランドが明瞭になることが予想される。

・住宅団地のヒートアイランド形成の強弱は天候や風速に規定される。一般に晴天時の早朝・夜

間には明瞭なヒートアイランドが形成されるが、曇天時には形成されにくい。また、風速が強い

と住宅団地のヒートアイランドは消滅する。

・多摩ニュータウン住宅団地のヒートアイランド形成の最大要因は、中高層建築物の建設に伴う

非透水性面積比の増大であり、緑地や空き地の減少も要因の一つである。

図2.1-6 調査地域の地形図(三上,1995：文献番号284)

図2.1-7 冬季の気温分布(2月6時)(三上,1995：文献番号284)
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○豊橋市における測定(72)

・観測期間は、1994年1月～1994年8月であり、165地点、20回の自転車による移動観測を行っ

た。

・豊橋市におけるヒートアイランドは豊橋駅付近を中心として現われ、また、卓越風に対して風上

か風下かによって気温分布に差がある。さらに三河湾や弓張山地の影響が認められる。

・ヒートアイランドは郊外における接地逆転層の発達の度合いが大きいほど顕著に表れる。

・風速が比較的弱い1.1～3m/sの時はヒートアイランドは破壊されず風下側に流れるが、6.1m/s

以上の強風になると破壊され、都心と郊外の差は無くなる。

・人間活動の尺度として家屋密度を取り上げ、気温分布と家屋密度の関係を実験式で求めた。

その結果、夜明けごろと夜半は似た傾向を示し、日中は異なることが明らかになった。

図2.1-8 観測地点の位置(西尾,1997：文献番号72)

図2.1-9 1月の気温分布(西尾,1997：文献番号72)
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○長崎市における測定(772)

・観測期間は1981年9月～11月であり、標高50m未満の地点として、固定点観測2ヶ所および自

動車による移動観測を行った。

・最高温域は中央部繁華街の浜町･銅座町付近であり、大学構内に比べ2.4℃高い。市中央部

は全体的に大学構内より1℃高温である。

図2.1-10 平均の気温差分布(12月5時)(荒生,1983：文献番号772)
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２．２ ヒートアイランド現象に関連した都市気候要素の解析に関する文献

2.2.1 都市活動により変化する気候要素

人口が集積し、人間の活動に伴う土地利用の変化や都市機能が増えていく過程が

都市化であり、都市気候とは、「都市が存在するために周辺とは異なった、都市に特有

の気候」と解釈できる。都市気候は都市の規模、構造、立地条件により異なり、一概に

人間活動による都市化のみの評価を下すのは難しい。H.E.Landsbergは1950年代より、

都市気候に及ぼす都市化の影響に関する研究成果を発表しており、加筆、訂正を数

回行っている。表2.2-1は1981年に作成されたものであり、国内の研究者にもしばしば

引用されているものである。

気温の上昇は都市化の顕著な現象であり、年平均気温、年最低気温、年最高気温

の全てが上昇する。

表2.2-1 都市化の気候要素に与える影響(Landsberg,1981)

気象･気候要素 郊外との比較

大気汚染物質 凝結核 10倍以上の濃度
浮遊粒子 10倍以上の濃度
ガス混合物 5～25倍以上の濃度

放射 水平面日射量 0～20%減少
紫外線：冬 30%減少
紫外線：夏 5%減少
日照時間 5～15%減少

雲量など 雲量 5～10%増加
霧：冬 100%増加(2倍)
霧：夏 30%増加(1.3倍)

降水量 総量 5～10%増加
降水日数(5mm以下) 10%増加
降雪量：都市域内 5～10%減少
降雪量：都市の風下 10%増加
雷雨 10～15%増加

気温 年平均 0.5～3.0℃上昇
最低気温:冬季平均 1～2℃上昇
最低気温：夏期平均 1～3℃上昇
暖房デグリーデー 10%減少

相対湿度 年平均 6%減少
冬 2%減少
夏 8%減少

風速 年平均 20～30%減少
瞬間最大風速 10～20%減少
静穏 5～20%増加
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2.2.2 都市気候要素の特徴および研究事例

表2.2-1において都市気候要素の改変の概要をまとめたが、以下に既存の研究でま

とめられた特徴、および近年の研究例を示す。なお、本文中（ ）内の数字は参考資料

に掲げた引用文献の整理番号を示している。

(1) 都市の気温

都市気候の特性は気温に最も顕著に現れる。都市域とその周辺域の気温には差が

見られ、等温線は島のような形を示す。この現象を「ヒートアイランド」と呼ぶが、都市化

の程度により出現形態が異なることが知られている。一般的に、ヒートアイランドの強さ

の指標として、都市域と郊外の気温差を「ヒートアイランド強度」として用いている。首都

圏における都市化の影響の研究によると、1930年代に比べ、現在はヒートアイランドが

内陸に拡大し、ヒートアイランド強度も増大している(111)。

① 気温の水平構造

気温の水平構造の特徴は、等温線が閉曲線を描くことである。都市縁辺部では等温

線が密になり、中心部で疎になる構造が、欧米の都市における夜間の気温分布に出現

し、一般的と言われている。しかし、都市化の進行が著しく、都市域が判然としない日

本の気温においては、東京近辺に観測されるように、都心から郊外にかけて徐々に変

化している。

都市化の進行した地点では、ヒートアイランドは気温分布に加え、地温分布にも出現

することが知られており、その原因は都市域での土壌水分の減少と推測されている。川

越における観測では、50cm、100cmの両深度において、明瞭なヒートアイランドが形成

されており、深度100cmの観測結果の方が、地温分布における温度差が大きい(705)。

② 気温の鉛直構造

ヒートアイランドの鉛直構造の特徴は、郊外と都市域の鉛直方向を比較した場合、上

空では都市域よりも郊外の気温が高温という点である。この現象は、気温の鉛直分布

曲線が、ある高度で交わることから「クロスオーバー」と呼ばれる。東京や仙台のような

大都市の一般現象であるが、中小都市では観測されない。この現象は、ヒートアイラン

ドのために生じる上昇気流により、上空の安定した空気層が上に押し上げられ、結果

的に郊外より低温の部分ができるというものである。

③ 都市の気温の日変化

ヒートアイランドの出現は、都市部と郊外の冷却速度の違いも要因の一つであり、

Okeにより典型的なヒートアイランド強度の時間変化が示された(Oke,The energetic

basis of urban heat island,Quartely Jour.of Royal Meteor.Soc.,108,1982)。このモデ

ルでは、郊外では日没前後に急速に冷却されるのに対し、都市内では一定の速度で

緩やかに冷却されることから、ヒートアイランド強度は日没後急激に増大し、3～5時間

後に最大となる。しかし、日の出直前に最大となる観測結果や日中に最大となる観測

結果が報告されており、郊外の被覆状態などの影響も示唆されている。
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④ ヒートアイランド強度と風速の相関

ヒートアイランドの強度は、風速U、温位増加率αに対し、(√α)/(√U)に比例すると

いうSummersの報告(1965)、1/Uに比例するというOkeの報告(1973)が知られている。し

かし、長野市における観測例では、ヒートアイランド強度は風速に依存せず、√αとの

高い相関がある(22)。風速に依存しないとする報告は他にも存在している。越谷市での

観測結果におけるヒートアイランド強度は、冬季には風速の増加に伴い小さくなり、河

村の見解(1977)と一致したが、夏期には風速との相関は見られなかった(171)。

なお、温位とは、ある気圧、温度の状態にある空気塊を断熱的に標準気圧まで変化

させたときの温度のことであり、温位増加率とは、その変化率のことである。

(2) 雲量

都市域で雲量が増加するのは、凝結核となる大気汚染物質が多いこと、ヒートアイラ

ンドによる上昇気流により、対流性の雲が発生することが原因として考えられている。例

えば、東京都環状八号線付近にみられる「環八雲」と言われる雲の発生にもヒートアイ

ランドが関与していると言われている。

○環八雲の発生メカニズムの解析(260)

・1989年8月の発生例について、気温、風向、風速のデータを解析した。

・夜間に形成されたヒートアイランドが、環八雲の発生に関与している。

・日の出とともに、海陸の温度差による海風が、午前中はヒートアイランドに向かって吹き始める

ため、冷却により高温域は郊外へ移動する。それにより、ベルト状に熱対流が発生し積雲が形

成されやすくなる。

・日中、相模湾からの海風と東京湾からの海風が合流し、環状八号線付近で収束帯が形成され

るため、この付近では上昇気流が生じ、雲の形成されやすい状態になる。

・更に、水蒸気やエアロゾルの供給条件が重なることにより、雲が発生する。

(3) 降水

都市域およびその風下域では、都市の気温上昇により熱的対流が強くなり、また、

凝結核が増加するため、雷雨などの大雨が増え、降水量が増加すると言われている。

一方、逆に凝結核の増加により霧粒が増加し、雨滴の大きさに成長しないため、微雨

は増えても降水量は減少するという説もある。月間降水量や年間降水量における都市

の影響は明らかとは言えないが、微雨の日数を統計的に調べた結果では、秋田･仙台･

東京･名古屋などの海岸に立地する都市で都市域の方が20～30日多いことが明らかに

されている。

○東京都における降水の経年変化(31)

・16年間(1979年～1994年)のアメダス観測データを用い、東京都の降水を解析した結果、特徴と

してa～dが挙げられる。b,cにはヒートアイランドによる対流性降水の増加が反映されている可

能性が考えられるが、a～dの全てが都市効果によるとは考えられないため、更に検討が必要で

ある。
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a 降水量、降水頻度は、東京都心～山手で周辺より多く(正偏差)、東京湾岸では少ない。

b 降水量の正偏差は暖候期の正午～夕方に大きいという傾向があり、主として強い降水(5

mm/h以上)である。

c bの傾向は都心で顕著であり、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。

d 山手では、降水全般の頻度(1mm/h以上、または1mm/day以上)にも正偏差があり、降水日

数の経年増加傾向は認められる。

(4) 湿度

相対湿度の低下は非透水面積の増加と都市気温の上昇によると言われている。

1950年以降の、湿度の5年毎の季節変動では、冬季に減少が大きく、夏季に小さい。こ

の傾向は、気温変化の傾向と一致している。また、相対湿度の年平均値は大都市ほど

低下の割合が大きく、東京、三島、名古屋では1960年～1990年の30年間で7%も低下し

ている。

年間霧日数については、湿度の影響により、大都市ほど減少している傾向にある。

凝結核の増加は霧日数増加の要因であるが、人口50万人以上の都市においては10年

あたり約4%ずつ年間霧日数が減少している。(246)

(5) 風向･風速

一般に、都市の中央では周辺よりも気温が高いため、これにより上昇気流が発生し、

都市中央には弱い低気圧ができたのと同じ現象を生じる。これに風が吹き込み、吹き

込んだ風は都市の中央部に収束し、そこで上昇気流となる。この気流はある高度に達

すると、その高度で高気圧を作り、そこから周囲に向かって流出する。

都市の中心部では、吹き込む風が相殺され、また、都市の中心部では表面の凸凹は

郊外に比べ著しく大きいことから、地表面粗度が大きくなり、マクロ的には都市の中心

部の風速は弱まることが各地で観測されている。粗度とは、固体表面の粗さを表すパラ

メータであり、凸凹の高さの次元を有している。しかし、建物周辺のミクロ的な区分で

は、局所的にビル風などと言われる強風が発生することが、知られている。

○シミュレーションによる首都圏における風の解析(111)

・現状の土地利用と排熱条件における8月を想定したシミュレーションでは、海陸の温度差により

発生する海風は、都心部で更に加熱されて内陸部へ進入する。一方、都市内外の温度差は都

心に向けた弱い北風を生じ、埼玉県南部で海風とぶつかり上昇流が発達する。

・上空では大規模な海側に向けた循環が生じ、郊外に向けては弱い循環が形成され、海風循環

とヒートアイランド循環が相互に作用していると考えられる。

・1930年頃は、海陸の温度差に伴う海側に向けた循環は見られたが、郊外に向けた循環は見ら

れない。

・臨海部の汚染物質は海風により内陸部へ運ばれ、ヒートアイランドによる気流に乗って更に郊

外部へ輸送されると推定される。



- 13 -

(6) 日射量

ばい煙などで都市空気が汚染されているため、雲や霧が発生し、日射量は減少する

傾向にある。
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２．３ ヒートアイランド現象の発生要因に関する文献

2.3.1 都市気候の形成プロセス

都市が形成され、それに伴う人間活動が発生すると、その地域の元来の気候は改変

され、都市に特有の気候となる。都市化は、人口の集中、地表面の人工物化、生活空

間の拡大で表現され、それに伴い都市の熱収支、放射収支が改変される。ヒートアイラ

ンド現象はこのように改変された熱収支に起因するため、研究においても熱収支や放

射収支に関するものが数多く報告されている。表2.3-1に都市化に伴う熱収支の変化を

示す。

また、都市気候には人間の活動に伴う要素に加え、気候や地理条件などの都市の

特性が大きく起因していることが指摘されている。

表2.3-1 都市化に伴う熱収支の変化

都市化 都市化に伴う改変1 都市化に伴う改変2 変化する放射収支･
熱収支

人口集中 代謝熱の増大 熱の発生 地表面熱収支

エネルギー消費量の 熱の発生 地表面熱収支
増大

エアロゾルの発生 大気の放射収支

地表面の 地表面形状の変化 アルベドの変化 地表面の放射収支
人工物化

粗度高度の変化 顕熱

構成物質の変化 アルベドの変化 顕熱

熱伝導率の変化 地中熱変換量

透水性･保水性の変化 潜熱

生活空間の エネルギー消費量の 熱の発生 地表面熱収支
拡大 増大

エアロゾルの変化 地表面の放射収支

地表面形状の変化 アルベドの変化 地表面の放射収支

粗度高度の変化 顕熱

出典:都市環境学事典(朝倉書店,1998)



- 15 -

2.3.2 都市の特性

都市の気候を形成する要因には、人間活動が継続的に与える影響が大きく関与して

いるが、その都市化の影響を評価する場合、元来の気候形成要因として都市の位置や

地勢などを考慮する必要があると指摘されている。ここでは、都市の特性として「都市の

位置、地勢」「都市の気候」「都市の規模」の項目に分類し、研究事例の主な特徴と知

見をまとめた。

(1) 都市の位置、地勢

ヒートアイランド現象には都市の地理的要因や地形要因の影響が大きいことが指摘

されている。

○盆地と海岸都市における気温と地勢に関する研究(716)

・地勢の異なる都市において1970年1月と8月の最低気温出現時のヒートアイランド強度を観測し

た。

・人口規模がほぼ同じであっても、ヒートアイランド強度は盆地都市で著しく大きく、内陸（平

野）、海岸都市の順番で強度は小さくなる。

・盆地都市の代表として旭川、海岸都市の代表として東京を選び、典型的な冬型と夏型の気圧

配置日におけるヒートアイランド強度の日変化を比較した研究例では、東京の夏の日中は海風

の影響を強く受け、ヒートアイランド強度はマイナスとなるが、海風の及ばない旭川では日中で

もヒートアイランドが顕著である。

・一方、冬の積雪地域ではヒートアイランド強度の最大となる時刻が遅れ、東京では12月～1月

の19時～6時に顕著に現れるのに対し、旭川では２月～3月の18時～9時である。

○琵琶湖畔の盆地（長浜市）における気温と地形に関する研究(5)

・1996年7月に測定した結果では、地上の気温は風系のパターンに支配されており、風向が、陸

面→湖面に変わる19時、（22時の観測日もある）まで上昇し続けた。この理由として、日中の山

谷間の局地循環のために周囲の山の斜面に沿って蓄積した顕熱と谷の上空で蓄積された顕

熱が、盆地内で生ずる下降流にのって下降し、盆地の気温を高めると考えられる。

・斜面の冷却による冷気が山風となり市街地に進入するため、気温低下がおきる時間帯の市街

地の気温場は、この移流の効果が支配的となる。

・都市の熱環境を考える場合、都市化による影響に加え、地理的要因の把握が重要である。

○沿岸埋立が沿岸都市の気象に及ぼす影響の研究(139)

・福岡市西部地区の埋立事業を例に、気象データとしてアメダスと福岡市環境局の観測データ

を使用し、沿岸部の埋立が隣接する都市域の気象に与えた影響を数値計算により検討した。

・福岡市で埋立が開始された時期と、気温の上昇傾向が強くなった時期は一致している。

・埋立の影響が及ぶ範囲を推計した結果、埋立地の幅(1km)の1/3～1/2の範囲に影響がある。

・埋立を行うことにより、背後地の気温は上昇すると考えられる。
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(2) 都市の気候

熱帯、亜熱帯における都市気候の解明は、温帯都市における熱帯夜の存在と、その

形成メカニズムの解明のためにも重要であるとされているが、事例はあまり多くはない。

○ナイジェリア･イバダン市（熱帯気候）における研究（682）

・ナイジェリア南西端に近く、やや内陸に位置しており、人口は1963年(625,000人)、1973年

(1,119,280人)にかけて急増し、1992年(1,295,000人)には2倍となった。ただし、都市の大きさが4倍

に拡大しているため、人口密度は増えていない。

・年々都市化により自然土壌は舗装道やビルなどの人工物になっており、家屋密度は郊外が1,200

軒/km
2
に対し都心は8,000軒/km

2
である。

・都市化の影響を調べるために、1961-80年の田園地帯、都市域、都市郊外、空港における最高温

度、最低温度、平均温度の経年変化を調査した。その結果、最高気温は地域差が年ごとに大きく

なり、都市域ほど気温が高い。また、最低気温、年平均気温は全地域とも徐々に上昇している。

・都市のヒートアイランド効果は夜間の最低気温、特に雨季よりも乾季に顕著に表れる傾向がある。

○インド･プーナ（亜熱帯気候）における研究(666)

・標高563mの高原に位置し、都市の中を2本の川が北流し、南西の丘から北東へ緩やかな傾斜をな

している。

・1982年1月22日､23日の夜間の観測例では、午前4時にヒートアイランド強度が7℃と最大である。

・高温地域は川沿いに高密度に家が立て込み、交通量の多い地域と都市化で発展した地域であ

る。

・南西の丘陵地帯から冷気が進入している影響が見られ、その影響により高温域が徐々に移動した

り消滅したりする。プーナの都市気候は、地形効果の影響が大きい。

図2.3-1 1982年1月の4時の気温分布（Adebayo,1987:文献番号682）
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図2.3-2 1982年1月の5時の気温分布（Adebayo,1987:文献番号682）

○米国･フェニックス（亜熱帯気候）における研究(678)

・ヒートアイランド強度は日最高温度より、日最低温度に顕著にでる傾向があり、夏の早朝に最大値

を示す。

・ヒートアイランド効果の増大により、フェニックスの風速は強くなる。特に日最高気温時より日最低気

温時にその傾向は強く、春季に顕著である。

・都市化に伴う人口増加の傾向が似ているクウェート市では、砂漠気候であるためヒートアイランド効

果が少ない。
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(3) 都市化の規模

ヒートアイランド現象が都市の規模と関係していることは、既に指摘されている。しか

し、都市の機能や都市活動の中身は様々であるため、都市の規模を示す絶対的な尺

度は定義されていない。一般的には、人口などを用いており、Okeの行った人口とヒー

トアイランド現象との関係を調べた研究(1973)によると、北米とヨーロッパの都市におけ

る、ヒートアイランド強度の最大値と人口の対数との関係は、一次式で表されている。ま

た、回帰式の傾きは、都市の文化･風土により異なることが示されている。福岡(1983)や

朴(1987)によると、日本と韓国の都市では、人口50万人程度を境に回帰直線が変化す

る傾向がみられることが知られている。

図2.3-3 人口とヒートアイランド強度の関係

出典:都市環境学事典（朝倉書店，1998)

○都市の発展段階と気候変化についての研究(19)

・東京都における都市気候要素の変化を調べ、各段階の特徴をまとめた。

・1880年～1920年に代表される第1段階では、日最高気温、日平均気温は顕著な上昇を示さ

ないが、日最低気温はゆるやかな上昇を示し、そのために相対湿度が低下する。

・1926年～1940年に代表される第2段階では、日最低気温が明らかな上昇を示し、日最高気

温、日平均気温もゆるやかな上昇を示す。また、霧や弱い雨が多くなる。

・1961年以降の第3段階では、日最低気温は上昇するが、日最高気温は下降に転じる。また、

相対湿度と水蒸気圧が減少し、乾燥化する。

・欧米のほとんどの都市は第3段階であり、発展途上国は第1段階の場合もある。
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○北部九州諸都市における都市化とヒートアイランドの関係(404)

・リモートセンシングデータを用いて人口とヒートアイランド強度との関係およびヒートアイラン

ドの範囲の関係を研究した。都市別の解析結果を表2.3-2に示す。

・各都市のヒートアイランド強度を求めるため、郊外の基準温度（郊外輝度温度とする)には、

各エリアごとに緑被率が0.9以上のメッシュ(1km×1km)の輝度温度の平均値を用いた。

・ヒートアイランド半径は次のように求めた。福岡市のヒートアイランド強度の30%(4.4℃)を基準

値と仮定し、各都市の郊外輝度温度に基準値を加え、その値以上の地点の面積(=A)を求め

た。都市の形状を円形と仮定し、A=πR
2
よりヒートアイランド半径(=R)を求めた。

・ヒートアイランド強度(x)と人口(y)では、y=-5.284+3.203logx（r=0.710)の関係式が、ヒートアイ

ランド半径(x)と人口(y)では、y=-16.203+4.079logx（r=0.939)の関係式が成り立つ。

・表2.3-3に示した都市サイズの指標において、ヒートアイランド半径との相関が、ヒートアイラ

ンド強度との相関より良好であった。これは、ヒートアイランド半径の方が都市域の面的拡大

を比較的反映しやすく、ヒートアイランド強度は都市の緑地･河川の大きさ、配置、形状の影

響を複雑に受けるためであると思われる。

表2.3-2 都市別の輝度温度の分布状態とヒートアイランド現象発達の特徴

(上野,1993：文献番号404)

最高 最低 平均 都市中心部からの距 郊外 ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

都市 気温 気温 気温 離と輝度温度の関係 輝度
(℃) (℃) (℃) 温度 強度 半径

切片a 傾きb 相関係数 (℃) (℃) (km)

福岡市 29.8 11.8 21.9 30.8 -0.68 0.814 15.2 14.7 9.5
佐賀市 28.1 13.7 20.9 25.1 -0.80 0.712 15.8 12.4 5.1
大川市 27.1 19.5 22.2 23.5 -0.40 0.457 15.8 11.3 3.9
久留米市 28.5 13.6 21.8 24.8 -0.46 0.451 16.2 12.3 5.7
鳥栖市 26.2 13.0 19.7 25.3 -1.16 0.738 16.2 11.6 3.6
荒尾市 29.7 16.0 23.4 29.1 -1.23 0.817 18.7 11.0 3.4
玉名市 27.2 14.5 20.8 22.6 -0.32 0.379 18.7 8.5 2.3
大牟田市 30.6 16.0 23.4 28.3 -1.11 0.760 18.7 11.8 3.4
筑後市 25.8 19.9 22.4 24.3 -0.64 0.487 18.0 7.7 2.8
八女市 27.2 19.6 22.6 24.6 -0.58 0.607 18.0 9.2 3.1
柳川市 26.4 18.1 22.5 25.1 -0.80 0.758 18.0 8.4 2.4
熊本市 29.9 15.6 24.7 27.6 -0.50 0.389 18.9 11.1 6.7

y=a+bx (y:輝度温度、x:都市中心部からの距離)

ヒートアイランド強度は最高気温と郊外輝度温度との差とした。
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表2.3-3 ヒートアイランド強度および半径と各都市サイズ指標の関係

(上野,1993：文献番号404)

都市サイズ指標 ヒートアイランド強度 ヒートアイランド半径
との相関係数 との相関係数

人口 0.675(0.710) 0.936(0.939)
面積 0.701(0.766) 0.930
人口密度 0.660 0.906
用途地域 0.701(0.829) 0.935
市街化区域 0.684 0.923
市街化調整区域 0.911 0.954
都市公園面積 0.666(0.802) 0.920
都市計画面積 0.713(0.722) 0.936
人口集中地区面積 0.695(0.814) 0.933
人口集中地区人口 0.671(0.822) 0.926
人口集中地区人口密度 0.650 0.867
近隣商業地域 0.540(0.672) 0.841
商業地域 0.709(0.802) 0.901(0.903)
可住地面積 0.689 0.946
可住地人口密度 0.740(0.786) 0.936
住居地域 0.775(0.824) 0.922
住居専用地域 0.597(0.783) 0.894
工業準工業地域 0.734(0.810) 0.946
工業専用地域 0.100(0.214) 0.245

y=a+bx(y:ヒートアイランド強度または半径、x:項目)

ただし、表中（ ）で示した値はy=a+blogxで回帰した。
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2.3.3 都市の土地利用構造

ヒートアイランド現象の大きな原因の一つとして、土地利用構造の改変が知られてい

る。都市化により地表面は人工物化されるため、緑地など自然物の減少が起こり、日中

の熱収支の変化、地表からの潜熱輸送の減少、夜間の放熱量の減少を引き起こす。

土地利用構造の改変に関連した研究として、緑地に関する研究、建造物･被覆物に

関する研究などが多く、また、さらに詳細な植物の特性について研究をした事例もあ

る。

(1) 土地の利用構造と気温の関係

都市表面の熱収支は、土地の利用構造により大きく異なるため、土地の用途区分と

地表面温度の関連を捉えた研究は多い。コンクリートやアスファルト等で覆われた地表

面積を非透水性面積と称するが、この面積の増加により都市のヒートアイランドは増長

されることが知られている。図2.3-4は、1980年1月早朝に東京都武蔵野市吉祥寺にお

いて、自動車と徒歩による移動観測を行った結果より求めた、非透水性面積と気温との

関係である(705)。この結果によると、非透水性面積が30%以下の場合、気温への影響

はみられないが、非透水性面積の割合が30%以上の場合には気温との相関が高くなる

ことが分かる。

図2.3-4 非透水面積と気温(山下,1980：文献番号705)

近年、航空機リモートセンシングデータ、ランドサットTMデータを用いて地表面温度

と土地利用を関連付ける研究も増えており、この手法には、同一時刻の情報を広範囲

で得られる、定量的な情報が得られる等の特徴がある。表面温度は気温との相関性が

高いという報告がある一方、夏期晴天日の正午、仙台市街地で航空機によって地表面

温度の分布を観測した例によると、海･森林･水田などの地表面温度は、気温とほぼ等

しい、または、それ以下であるが、人口が集中している市街地や開発が進んでいる郊

外の団地の地表面温度は、気温よりも20℃以上も高いという報告もある(25)。
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○横浜市における表面温度と気温の相関に関する研究(250)

・1993年6月より1年間、宅地、林、草地、樹木の表面温度を測定し、気温との相関を研

究した。

・表面温度は、宅地＞草地＞林および樹木の順番に高く、観測対象同士の表面温度

は、特に夏季に相関が高い。冬季の夜間は林および樹林の表面温度が高かった。

・気温と表面温度の関係では、林と樹林が年間を通して気温とほぼ一致していた。ま

た、宅地の表面温度は、日中は気温より高く、夜間は気温より低い。

図2.3-5 宅地の表面温度と気温(佐俣,1995:文献番号250)

図2.3-6 樹木の表面温度と気温(佐俣,1995:文献番号250)

○土地利用構造と地表面からの顕熱フラックスに関する研究(238)

・冬季の晴天日において、川崎市の丘陵開発地域を対象として測定した。

・都市地表面の熱的特性を示す指標として顕熱によるヒートアイランドポテンシャル(HI

P)を導入し、高分解能画像が得られる航空機リモートセンシングデータにより、HIPを

把握した。従来のリモートセンシングでは直下観測が一般的であり、建物の屋根面、

地面、緑被の投影面に限定されていたが、サイドルッキング観測を併用し建物壁面等

の立面からの熱フラックスも考慮した。

HIP=∫ (Ts－Ta)dS/A Ts:表面温度 Ta:表面近傍の温度

S:微小面面積 A:地区の水平投影面積
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・土地の被覆状況を森林地区、木造建築地区、RC建造物地区と分類した場合、森林

地区のHIPは朝から日没まで0℃付近であり、あまり変化がない。一方、木造建築地区

およびRC建造物地区では正午のHIPは10℃以上であり、開発の進んだ地域では20℃

以上の箇所もある。

・正午から日没にかけてはいずれの地区のHIPも小さくなり、0℃付近になるのに対し、

RC建造物地区では0℃以上であり、正午とあまり変わらない箇所もある。熱容量の大

きいRC建造物では、日中の日射による蓄熱や暖房の影響が、日没時のHIPに顕著に

表れている。

・建物の緑被率とHIPの関係では、緑被の伐採が進み緑被率が低くなるほど、正午のH

IPは大きくなる傾向があり、同じ緑被率では木造建物地区の方がRC建造物地区よりも

正午のHIPは大きくなる。

図2.3-7 サイドルッキング航空機による観測(梅干野,1995:文献番号238)

図2.3-8 地区の緑被率と正午のHIP(梅干野,1995:文献番号238)
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・また、建物容積率とHIPの関係では、木造建築地区、RC建造物地区共に、容積率が

高くなるにつれてHIPは大きくなる。しかし、RC建造物地区の場合には、容積率が300

%を超えると建物による日陰面積が相対的に大きくなるためHIPは減少する。

図2.3-9 建物容積率と正午のHIP(梅干野,1995:文献番号238)

○福岡県における土地利用の解析（360）

・ランドサットＴＭデータと都市計画総括図を用い、日本･韓国の8都市の土地被覆と土

地利用の実態を解析した。日本の都市の特徴は、人工的被覆地が大きく、都心部に

緑被が少ない。また、人口に対する市街地の密集度が低く、市街地部と郊外部の境

界が不明確である。

・都市の気温分布は風速、風向の影響を強く受ける。静穏時には高層建物用地、低層

住宅用地、樹林･田畑の土地利用区分に対応する気温分布となる。自然地被率が大

きいほど気温は低くなる。

・海風が発達すると海に近いところが冷却され、都心の高温部が風下に移動し、気温

分布は海岸からの2次曲線で近似される。

・公園緑地における樹陰内の気温は、日向に比較して0.7～1.3℃低い。その気温差は

日射量と共に大きくなる。芝地内外でも気温差が生じ、芝地の気温は外よりも平均0.5

℃低い。

・密に列植された街路樹の樹冠下における気温は、疎な場合に比較して平均1℃低く

なる。また、街路樹の日射遮蔽効果は体感温度に大きく影響する。生理的な体温調

節作用をモデル化した温熱環境指標である新有効標準温度(SET*)が、夏期日中の

日向では40℃を超えるのに対し、密に列植された街路樹の下では、SET*は30℃以下

に留まる。

・建物周辺の小さな緑地も、夏期の気温を低下させる効果があり、建物南側における日

向に比べ、樹陰内では1℃前後低い。SET*も5℃低くなる。建物周辺における樹陰内

外の気温差は、風速が小さいほど、日射量が大きいほど、大きくなる。

・超音波風速温度計を使用し、渦相関法による顕熱流の測定を行ったところ、アスファ

ルト舗装面状では平均風速1m/s前後の時に、対流熱伝達率は5W/m2℃と、予想より

小さい値であった。
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○被覆物質の気温への影響(190)

・東京都立川市昭和記念公園において、1992年9月および1993年2月に、夏季および

冬季における、コンクリート、芝草、木陰、池の表面、およびそれらの上空1.2mの地点

の気温の経時変化を測定した。

・夏季のコンクリートの表面温度は、芝草表面、木陰地表面より日平均で9.3℃および

11.3℃高く、地上1.2mの気温はコンクリート上が芝草上および木陰地表上より日平均

で1.3℃および1.5℃高くなっていた。

・冬季にも同様であるが夏期ほど温度差はない。

・夏季の池の水温は比較的高くなっていた。水位の浅い岸付近の水温であったが、測

定期間中に池への新たな水の流入がなかったことも原因である。単に池を作るだけで

は冷却効果は小さい場合がある。

・夏季のコンクリート上の気温は、昼夜共に地表付近が高い。一方、芝草上では、日中

は地表面付近が高いが、夜間は逆に地表付近の気温が低い。コンクリートによる蓄熱

効果が大きいことが分かる。
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(2) 緑地分布と気温の関係

緑地の減少はヒートアイランド現象の重要な原因と考えられているため、緑地と気温

の関係や緑地の効果に関する研究例は多く、緑被率が30%以下になると、地表温度に

55℃という極端に高い部分が表れるという報告もある(25)。

日射量が最大となる正午頃を対象に、森林と市街地における地表面熱収支を比較し

た研究結果では、

森林：正味放射量690(W/㎡)､潜熱600(W/㎡)、顕熱80(W/㎡)、地中伝導熱10(W/㎡)

市街地：正味放射量600(W/㎡)､潜熱240(W/㎡)、顕熱240(W/㎡)、地中伝導熱120(W/㎡)

であった。市街地では顕熱が大きいため、森林よりも高温になり、地中伝導熱が大きい

ため、夜間の気温の上昇原因となる。また、市街地の日中の人工排熱は、大阪で平均

80(W/㎡)、名古屋で平均40(W/㎡)であり、これと上記の結果を比較すると、森林の減

少の影響は大きいといえる（夜間の人工排熱も日中の1割程度と推定されている）

（137)。

また、大規模緑地は「クールアイランド」と呼ばれる低温域をつくることが知られてお

り、神宮外苑や代々木公園のような大規模緑地では、周囲より約4℃も低い地域が観測

されている(6)。同様に、大阪市の広域緑地においても周囲より3～4℃低温域のクール

アイランドが観測されている(449)。

森林や芝地における熱収支については、蒸発、特に日中の蒸散の潜熱が重要であ

ると考えられている。

① 緑被率と気温の関係

緑被による効果を定量的に解析する方法として、緑被率が一般的に用いられてい

る。緑被率と気温の関係を研究した事例を以下に示す。

○杉並区における緑被地率と気温(822)

・1987年杉並区での測定結果によると、緑被地率と気温の関係を表2.3-4に示す。測定

地点100m四方範囲内の緑被地率、丁目別緑被地率、地区別緑被地率の3区分に分

け、最低気温、最高気温の関係を検討しているが、特に最低気温によい相関が見ら

れる。

・10ha以上の公園緑地で、密度の濃い緑や水面に覆われていると、夏期には公園緑地

と市街地の気温差が3～4℃になり、低温風の流出がみられる。日中の気温低減効果

は一般風の風下200mの市街地におよび、早朝･夜間は周辺100m程度に効果があ

る。
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表2.3-4 気温、緑被率の分析結果（丸田,1989:文献番号822）

スケール 気温 相関 気温低下率
(℃)

100m四方範囲 最低 ◎ 0.15
最高 ◎ 0.3

丁目 最低 ◎ 0.25
最高 ○ 0.3

地区 最低 ◎ 0.3
最高 ×

気温低下率:緑被率が10%増加した場合に低下する気温（℃）
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○練馬･杉並･世田谷区における緑被率と気温(264)

・1994年8月に、対象地域内15ヶ所の気温を1ヶ月の間10分おきに自動測定した。設置場所

は、百葉箱を所有する小学校とした。

・緑被率の高い地域では、最高気温が高い割に最低気温が低く、日較差が大きい。また、

最低気温が25℃を下回ったのは緑被率が30%以上の2地点である。最低気温が高かったの

は、緑被率が極めて低い約8%の2地点のみである。

・気温分布と所在町(丁目)当たり緑被率の相関は、最低気温において最も高い負の相関が

あった。

図2.3-10 所在町(丁目)当たりの緑被率と日最低気温等(横山,1995:文献番号264)

○臨海都市（船橋市）における緑被率と気温(147)

・1994年4月、7月、10月、1995年2月に、各季節5日程度を選び、早朝4時と日中14時の1日2

回の観測を行った。自動車による移動観測とし、交通量が少なく、多様な土地被覆構造の

地域を通行できることを考慮し、251地点で測定した。

・観測点から500mグリッド内の緑被率と気温の関係を表2.3-5に示す。全て有意水準1%未満

で負の相関が認められる。

表2.3-5 観測点から500mグリッド内の緑被率と気温(小谷,1996:文献番号147)

季節 気温低下率(℃)

14:00 4:00

春季 0.016 0.022
夏季 0.029 0.015
秋季 0.020 0.019
冬季 0.012 0.020

気温低下率:緑被率1%増加する場合の低下気温
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② 緑地形態等による相違

緑地にも森林、畑、草地など様々な形態があり、一連の緑地面積の規模も様々であ

る。これらの違いによる気温緩和効果を研究した事例を以下に示す。また、都市の規模

や、効果を期待するスケールによっても、緑地の効果は異なるため、そのような研究を

行った事例も示す。

○緑地の種類および分布形態による効果の相違(200)

・ランドサットＴＭデータを用い、1990年5月の9時における千葉市域の表面温度と緑地

種類（水面、樹林地、芝生地、草地、水田、畑地）の関係を解析した。

・河川、水田、樹林地、草地はそれぞれ気温低減効果があり、特に河川、水田はその

効果が顕著である。次いで樹林地、草地が有効である。

・緑地の幅員が広いほど低温を示す傾向にあり、規模の大きい緑地ほどヒートアイラン

ド現象の緩和に有効である。河川や水田を含む緑地では幅員100m以下、また、樹林

地や草地では幅員200m程度の規模であれば、ヒートアイランドを分断する可能性があ

る。

・幅員100m以下の比較的小規模の緑地でも、隣の緑地まで距離60～90m程度で存在

すると低温性を示す。また、幅員100m以上の緑地に挟まれた地域では、緑地間の距

離が約150m以内であるなら、市街地の温度は低温となる傾向がある。

図2.3-11 緑地からの距離と表面温度の低下(入江,1995:文献番号200)

○気候変化モデルによる大規模緑地の効果(168)

・気候変動モデルによる数値計算により、緑地規模による効果、高度による効果の違い

を検討した。水平長さ方向2500mのうち、風上から500mの地点に市街地を置き、その

後方の緑地規模(図中:L)を350m、750m、1500mに設定し、その後方は市街地とした。

・地表面に近い部分(高さZ=1.5m)では、市街地との気温差(図中:△T)は、緑地規模に

比例せず、どの規模の緑地においても、緑地から風下方向500m程度までの気温が3

℃ほど急激に低下している。緑地規模を大きくしても、3℃からは大きく低下しない。



- 30 -

・地表面から離れるにつれて、市街地との気温差は緑地規模と比例関係に近くなる。ま

た、高さ17.5mにおいては、350m程度の緑地では気温低減の効果がない。

・緑地内の地上気温の低減を目的とする場合には、大規模公園を少数造るよりも、小

規模公園を多数造るほうが効果的であるといえる。

図2.3-12 高度別の緑地規模と気温分布（伊藤ら,1995:文献番号168)
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○街路樹の効果(118)

・福岡市･九州大学向かいにある、アベリア（高さ1.2m、密に植えられている)、ポプラ(高

さ7m、9m間隔)が植栽してある街路を対象に、熱画像赤外温度装置で街路樹とアスフ

ァルト道路の温度を測定した。観測期間は1995年6月の2日間である。

・道路の歩道橋上に熱画像赤外温度装置を設置し、歩道橋より5m離れた道路沿いの

街路樹と道路が同一画面上に入るようにした。気温は地上1.5mの地点で測定した。

・背が高く、よく繁茂している街路樹は幹線道路面に投影した緑陰に対し降温効果が

ある。

・幹線道路が日中に著しく昇温する一方、街路樹の表面温度は低温である。街路樹は

都市域内の冷源の役割を果たす。

・背の低い街路樹より背の高い良く繁茂した街路樹の方が、都市域内の微気象緩和に

はより効果的である。

・潜熱への熱交換機能を持たないアスファルト路面では、6月初旬の測定例では、表面

温度の上昇速度は気温の約2倍、ポプラとアベリアの約2.2～2.5倍である。

・日陰にあるアスファルト路面から放出される熱量は直射日光を受けたアスファルト路

面からの熱量の約80%である。

○農耕地の効果(99,202)

・1994年8月および1996年9月に農耕地とアスファルトの熱収支を、純放射量および地

中熱流量を実測し、求めた。

・ウド畑とアスファルトでの熱収支の比較を行った。日中の純放射量はウド畑で285.9

W/m2、アスファルトで187.0W/m2であったが、ボーエン比（顕熱量/潜熱量)はウド畑で

0.23、アスファルトで2.84であり、気温はウド畑の方が2.45℃低かった。

・ウド畑、水田、芝地の比較を行った結果、純放射量はアスファルトの1.5倍とあまり差

が見られなかったが、ボーエン比はそれぞれ0.23、0.18、0.42であり、気象緩和効果

は水田＞ウド畑＞芝地である。

・植木畑、茶畑、裸地、アスファルトの比較を行った結果、植木畑はアスファルトに比べ

顕熱輸送量が100W/m2以上小さく、純放熱量に対する顕熱の割合も約1/7である。気

象緩和効果は、植木畑＞茶畑＞裸地＞アスファルトである。

○大規模緑地の効果（55）

・「一枚の葉」に着目した植物生理学的データと、「植物群落の平均像」の抽出に着目

した微気象学的データの両面を兼ね備えた現地観測データとして、明治神宮をモデ

ルに1996年8月に集中観測を行った。

・植物生理学的測定として、個々の葉について、光合成有効放射量、相対湿度、葉

温、蒸散量、気孔コンダクタンス等を、拡散型ポロメータを用いて測定した。また、高

所作業車上からサーモグラフィーにより100m四方の植物群落温度の計測を行った。

・微気象学測定として、温度、相対湿度、風向、日射量等を林冠上と林床部の2ヶ所で

測定した。

・クールアイランドの形成が認められ、晴天日の夕方、一般風が弱まる時間帯におい
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て、0.5m/s以下の森林からの吹出し風が観測された。

・気孔コンダクタンスの日変化は、朝8時～9時をピークとし、その後は低下する。また、

樹冠部が活発であり、下方ほど減少する。

・森林が受ける正味放射エネルギーの70%は潜熱として、20%は顕熱として大気を加熱

する。神宮外苑での潜熱による蒸散量は約150kg/sである。

・NOx吸収フラックスの日変化は、午前中(約0.2ppbm/s)から減少し、単位時間当たりの

吸収量は普通乗用車100台の単位時間当たりの排出量に相当する。また、吸収は早

朝に効率的に行われており、樹冠部ほど活性である。

・拡散型ポロメータを用いた1枚の葉の蒸散量は、計測地点の局所的影響が大きいた

め、群落全体に蒸散量には拡大できない。

・今後は、植物の生長を考慮したシミュレーションモデルの研究が必要である。

○都市スケールおよび居住者スケールにおける効果の相違(137)

・都市スケールで評価した植物の効果は、居住者スケールでの評価と一致しないため、

都市環境を考える場合には、様々なスケールでの評価を定量的に判断することが必

要となり、そのための枠組み作りがこれからの課題である。

表2.3-6 都市微気象における植物の作用および効果(中野，1997:文献番号137)

作用 効果

プラス マイナス

蒸発散による潜熱伝達 ヒートアイランドの緩和*1 暖房コストの増加*1,*2

日射の遮蔽 クールスポットの発生*2 植物の水分障害の発生
冷房コストの現象*1,*2
日陰の提供*2

雨水の土壌への浸透 都市型洪水の防止

空気力学的粗度の増大 ビル風の緩和*2 顕熱伝達抑制による高温化*1
建築物からの熱損失減少*2 排気ガス拡散抑制*2

水蒸気拡散抑制による湿度の
上昇*2

空気中の不純物の付着 空気清浄化*2 植物の育成障害の発生

音エネルギーの減衰 騒音緩和

*1都市スケールにおける影響、*2居住者スケールにおける影響
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○都市規模による緑化効果の相違(276)

・杉並区、長野市、幸手市、栗橋町、庄和町、野田市における気温と緑被分布の関係

を、解析した。測定期間は1987年～1990年であり、夏季の14時、22時、4時の測定結

果を用いている。測定方法は、杉並区のみ固定観測であり、その他の地域は自動車

による移動観測である。

・緑地内部や市街化地域を含むような地域で観測したヒートアイランドは、14時(最高気

温時)に気温差が最大となり、緑地と市街地の気温差による局所的ヒートアイランドで

ある。従来研究されているヒートアイランド現象とは分けて論じる必要がある。

・各都市の14時の測定結果は、人口の対数値と緑地の気温低減率が明確な直線関係

にある。緑被率の高い場所と低い場所の気温差は、大都市ほど大きくなる。従って、

緑化の効果は大都市になるほど重要になる。結果を図2.3-13に示す。

・都市内における緑地の効果は、緑地内部あるいはごく近辺の局所的な範囲で有効で

あり、その効果は都市全体へ波及するほど大きくはない。都市緑化によるヒートアイラ

ンド低減への寄与は、主に夏季日中に現れる局所的なヒートアイランドに対してであ

り、緑化した地点付近に効果がある。

図2.3-13 緑地の気温低減率と都市人口(山田,1995:文献番号276)
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(3) 河川等水面と気温の関係

水面が局地気候を改変する要因には以下に示すものが考えられている(762)。しか

し、水温と地温の差により状況が異なるため、都市の緯度により、水面の気候調節作用

は異なる。また、水面の気候調節作用は、対象として取り上げる地域のスケールにより

異なり、付近の植生や微地形、水温と気温差、水深により異なると言える。

ローカルスケールでは、水面の近くは夏の日中涼しく、冬の夜間や早朝は暖かい

が、マイクロスケールでは逆の結果も報告されており、日中は池の付近で高温、夜間や

早朝で低温になることがある。これは、都市公園の池の付近においては、周辺の樹林

や微地形が、水面の効果よりも、より一層影響をもたらすためである。

熱容量の差 ：地表面の温度の変化率は熱容量の平方根に反比例するため、水面は陸

地面より変化率が小さい。

波の作用 ：水面に立つ波は、表面と下層の水を混合し、熱交換を行う。そのため、日

中は水の表面は陸面に比較して高温にならず、夜間は低温にならない。

また、夏も高温にならず、冬も低温にならない。

水面の粗度 ：陸地の表面は建造物や植物などのため粗度が大きいが、水面は陸地面

に比べ平滑であるために、風速が一般的に強い。そのため、上下方向の

空気交換が盛んになり、日中は水面上の気温の上昇が緩和され、夜間は

気温の低下が緩和される。夏期は気温の上昇が緩和され、冬季は気温の

低下が緩和される。また、陸地の上では気温の低下により、夜間に強い接

地逆転層が形成されるが、水面上では弱い逆転層か逆転層が出来ない

場合もある。このため、明け方頃の水面の気温は陸地に比べ高い。

湖風、川風 ：日中の比較的大きな水域では、陸地と水面の気温差のために中心から

周辺へ向かう風が吹くため、岸辺では気温が低下する。

蒸発による潜熱：水面からの蒸発により熱が奪われ気温が低下する。このため、日中や夏

期は比較的低温に保たれる。噴水など空気に触れる面積が大きいほど

効果がある。

水面のヒートアイランド現象に及ぼす影響を研究した事例を以下に示す。

○都市水景施設の微気象形成機能(286)

・水施設が周囲に及ぼす冷却作用は以下のようなものである。①水表面からの蒸発散

による潜熱の作用、②地面や構造物が水に濡れることによって周囲より温度が低下

し作用する放射冷却作用、③滝のように水の動きそのものが気流を誘起することによ

り蒸発および対流を促進する作用。これらの形態と周囲に及ぼす冷却作用を

表2.3-7に示す。
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表2.3-7 水景の形態と冷却効果(野邑,1995:文献番号286）

水景の形態 冷却効果

蒸発散作用 放射冷却作用 対流促進作用

噴出 噴上げる ○ △
する 噴下げる ○ ○

霧 ◎

落ちる 流れる △ ○
落ちる(滝) ○ ○

濡らす 溜まる △
濡らす △ ○

◎：非常に大きい ○：大きい △：あまり大きくない

(4) 建造物の特性と気温の関係

建造物の形状や配置に伴うアルベドや粗度高度の変化により、総合的な熱収支が

変わる。一般的には、建造物の凸凹が多いほどアルベド（地表や雲などに入射した太

陽放射に対する反射された放射量の比）は低下し、また風速も低下するといわれてお

り、熱収支はプラスに働くため、ヒートアイランドを助長する。建造物の形状や配置など

に関する研究を以下に示す。

○建物高さの気温に対する影響(705)

・1980年1月の東京都武蔵野市吉祥寺における観測例では、駅を中心とした商業地区

は5～15階のビルが集中し、周辺の住宅地は主として木造モルタルの2階建てである。

・平均高度の算出は、建物一軒一軒の階数を調査し、木造建物では1階の高さを2.5

m、土台を0.5m、屋根の高さを1.5mとし、鉄筋建物では1階の高さを3m、土台を1mとし

た。

・メッシュ毎に求めた建物平均高度と気温にある程度の相関が見られた。(705)

図2.3-14 平均建物高度と気温(山下,1980:文献番号705)
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○建物配置と都市熱環境の関係(26)

・数値計算モデルを用いて、東京都区部における建物配置の効果を検討した。

・地区内の建物の平均高、床面積の合計が一定である場合、規模の小さな建物が多い

ほど風速が低減し、気温が上昇する可能性がある。

○ラフネスパラメータとヒートアイランド強度の関係(233)

・対象地域の愛知県豊田市の団地は、2階建ての一般住宅と高層住宅を含んでいる。

1992年5月に行った測定では、定点1地点、自動車による移動観測地点39地点を設け

た。

・ラフネスパラメータZ0は、Z0=0.5hs/S により求めた。

h:建物平均高度(cm) s:シルエットエリア(m2) S:ロケットエリア(m2)

なお、シルエットエリアとは、4方向から地表面に対して平行に投光したときに垂直面

に投影される建築物の影の面積であり、ロケットエリアとは50m四方のメッシュの面積

を示す。

・ラフネスパラメータが高い部分ほどヒートアイランド強度が大きくなる傾向にある。しか

し、ヒートアイランド強度はラフネスパラメータの増加に対し一定の限界があり、ヒーﾄア

イランド強度の上限を示している。

・人口1万人程度であっても、10～13階建ての高層住宅を多数含む団地では、人口5万

人程度の都市と同程度のヒートアイランド強度が得られた。これより、人口数万程度の

都市においては、人工的な排熱よりも建築物の粗度や蓄熱効果がヒートアイランド形

成の主原因であると考えられる。

図2.3-15 ラフネスパラメータとヒートアイランド強度(手島，1995:文献番号233)

○建物間の空地形態と風速の関係(27)

・1992年に行われた東京大学構内における観測例によると、風速に対しては、天空率

（水平面に対する天空の立体角投射率、検討対象地点の昼光による明るさを主として

表す指標））の影響が大きく、安田講堂(天空率63.2%)とグラウンド(天空率68.1%)の風
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速は、図書館(天空率36.8%）や三四郎池(天空率12.6%）の2倍である。一方、図書館

前の樹陰は天空率が低いにも関わらず冬季の風速が大きいことから、周辺建物の配

置や季節による主風も空地の風通しの構成要素であると考えられる。

○天空比と気温の関係（691)

・北米や西欧の結果はOke(1981)の研究を用いた。

・日本の諸都市は魚眼レンズを用い、全天写真を撮影して、天空比（天空Ｓを包絡する

錐体が半径ｒの球体を切り取る面積をＳ’とすると、天空比=Ｓ’/（2πｒ2）×100）を求め

た。

・天空比とヒートアイランド強度の関係は高い負の相関がある。回帰式は次で示される。

日本：△T=-0.2Φ+14.36 △T:ヒートアイランド強度 Φ:天空比

北米:△T=-0.13Φ+15.42

西欧:△T=-0.1Φ+13.2

・都市化が進むと建物の高層化、密集化に伴って天空比が小さくなり、建物に囲まれた

都市空間では、昼間の短波放射に対する壁面の再反射によるエネルギー吸収の増

大や夜間における建物からの放出長波放射量の減少が起こるため、ヒートアイランド

現象が生じる。北米、日本、西欧の回帰直線に分類でき、日本のみが傾きが大きく違

う。水海道市における観測でも、同様の関係が見られる。

図2.3-16 天空比とヒートアイランド強度(PARK,1987:文献番号691)

○都市の高層化の影響(26)

・東京都区部における数値計算を用いた解析結果である。

・都心7区に都区部の床面積を高層化により集中させた場合、気温は平均的に低下す

るが、都区部に均一に分散させた場合、気温の上昇傾向がみられる。これは、高層化

により人工排熱が上空に排出され、地表面付近の影響が少なくなるためである。

・人工排熱の削減効果が夜間に大きく効果があるのに対し、建物の再配置による高層
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化の影響は、特に日中の気温低下に大きく認められた。

○市街地の建物配列と大気拡散の程度（823)

・風洞実験により、容積率が一定の場合を仮定した、建物高さのばらつきと大気拡散の

程度の研究では、建物高さのばらつきが大きくなった方が、大気拡散はしやすい結果

であった。

・低層高密度の配列よりも、一部を高層化してめりはりをつけた土地利用の方が拡散の

程度が増し、舗装面などへの蓄熱が減少する。

・風通しの改善によってヒートアイランド現象の抑制になるが、建物用地以外の面が、

地表面として確保されれば、さらに効果的である。

図2.3-17 建物以外の地表部が透水性であるとした場合の地域蒸発量の比較(容積率一定)

(｢建築が地球影響に与える影響」(日本建築学会,1992):文献番号823)

(5) 透水性舗装と気温の関係

建造物の形状だけでなく、表面を被覆している材料の物性も熱収支の変化に大きく

関係することが知られている。都市ではかなりの面積を占める、道路等のアスファルト

舗装の路面温度は、真夏の直射日光下では60℃近くに達することもあり、夜になっても

熱い。熱帯夜やヒートアイランドの原因は、舗装の中に日中蓄積された太陽熱が夜間

になって放出されることにあると多くの研究者が指摘している。住宅地および業務地に

おける人工排熱の量は10W/m2および100W/m2である一方、アスファルト舗装では土の

地面より150W/m2程度も多くの熱量を放出していることが指摘されており、このことから

も舗装が都市の熱収支に及ぼす影響は大きいことが予想される。

通常のアスファルトは、草地などに比べ、アルベドは小さく熱伝導率が高いために、

地中深くまで熱を蓄える。また、水分蒸発による潜熱輸送が小さいため、舗装近傍の温

度は高温となる。最近、表層に多孔質で透水機能を持つ材料を用いて路面上での滞

水を防ぐとともに、時には騒音の発生抑制や吸収も期待する「排水性舗装」と呼ばれる

舗装工法が開発、施行されている。この舗装は、熱環境におよぼす悪影響を緩和する
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だけでなく、集中豪雨時の洪水流出も緩和できる可能性がある。また、コンクリート舗装

はアスファルトに比べアルベドが大きく、ヒートアイランド抑制に効果があることが期待さ

れている。

舗装材に関する研究は多くなされているが、代表的なものを以下に示す。

○車道用透水性舗装の内部温度特性(38)

・測定に用いる表層混合物は、高粘度改質アスファルトを用いた空隙率25～30%の20

mmトップ透水性アスファルト安定処理混合物とした。

・新潟県で施行された透水性舗装と隣接した密粒度舗装の温度を測定した結果、夏期

の表層(深さ2.5cm)の最高温度は透水性<密粒度であり、通常の逆であった。これは、

風がかなり強い日であったため、熱交換が大きかったものと思われる。また、基層(深

さ7.5cm)と路盤(深さ20cm)での最高気温も密粒度の方が大きい。

・冬季の観測では、表層は透水性舗装と密粒度舗装で差が見られなかったが、基層で

4～5℃、路盤で1℃ほど透水性舗装が高くなっている。排水性舗装では雪が溶けにく

いと言われているが、これまでの観察では、新潟市に限って言えば透水性舗装の方

が雪が溶けやすいと思われる。基層や路盤内の水分が蓄熱材として働いていると考

えられる。

○保水性セラミックスタイルの特性(194)

・大谷石の石材の端材の粉砕物を中心に、産業廃棄物を原料として製造したものであ

る。

・試験体の表面温度測定の結果では、コンクリート板50℃＞保水性セラミックスタイル

(乾燥:施釉面)48℃＞保水性セラミックスタイル(水槽中:施釉面)47℃＞保水性セラミッ

クスタイル(含水:施釉面)46℃＞植物葉36℃＞土壌面35℃＞保水性セラミックスタイル

(含水:無釉面)33℃

・本セラミックスタイルはその多孔性が毛管力の強い水分特性を示し、そのことが水の

気化潜熱の効果を導く要因となり、タイルの表面温度を下げることになっている。従っ

て、建物表面や路上の表面に設置し、水分が供給されれば、その表面温度の上昇を

抑制することができる。

図2.3-18 表面温度の経時変化(尾崎,1996:文献番号194)
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○夏季自然状態での各種舗装材の特性(80)

・1993年夏季に、アスファルト系６種（密粒度アスファルト、透水性アスファルト、排水性

アスファルトの各黒白2色)コンクリート系、砕石系、土系の試験ブロックで路面温度の

熱的特性を検討した。

・舗装内において夏期の晴天時には、平均して熱流は下向きで、熱が徐々に蓄えられ

ており、雨天時には逆に表層に放熱される。

・夏期11時における赤外放射量は黒色系アスファルト舗装が最も大きく590W/m2であ

り、土系が最も小さく490W/m2である。また、日射反射量はコンクリート系が最も大きく

約300W/m2で、黒色系アスファルト舗装は約40W/m2である。舗装面からの総熱放射

量(赤外放射量+日射反射量)を比較すると、アルベドの大きいコンクリート系が最も大

きく約800W/m2、黒色系アスファルト舗装は約630W/m2であり、土系は最も小さい約

550W/m2であった。

・土系舗装の場合、土に含まれている水分の気化による潜熱輸送が舗装表面温度の

低下に寄与する部分が大きい。透水性舗装および排水性舗装では、降雨の数時間

後においても密粒度舗装とほぼ同様の舗装表面温度を示しており、これらの舗装表

面付近の保水能力をあまり期待できない結果であった。

・透水性舗装など空隙率の大きい舗装の温度を測定する場合、熱電対の受感部埋設

位置が骨材中か空隙中かにより、無視できない温度差が生じる。

図2.3-19 各種ブロックの平面図および断面図（浅枝,1997:文献番号80）
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○各種舗装材の特性(135)

・1994年8月～1996年8月にかけて、密粒アスファルト、透水性アスファルト、レンガブロ

ック、透水性ブロック、保水性ブロック、コンクリート、透水性コンクリート、芝を舗装材

として用いた試験を行った。試験体面積は3m×3mである。

・各舗装材は材料に取り込まれる水分の有無が、表面温度の上昇に大きく影響する。

・透水性舗装材は材料内部に水分をほとんど含まないため、水分が表面温度の上昇防

止に寄与できず、表面温度は上昇する。それに対し、保水性舗装材料は潜熱による

表面温度の上昇防止効果が著しい。

図2.3-20 各舗装面断面図(金森,1996:文献番号135)
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2.3.4 都市の人工排熱

都市活動に伴う排熱は、ヒートアイランド現象の大きな原因として挙げられており、特

に事業所などの冷暖房による負荷は大きいことが知られている。ヒートアイランド現象が

今後進行していく場合、夏期の気温の上昇により、更に冷房需要が増すという悪循環

も予想されている。一方、冬季の暖房需要が減少するという点も研究の対象となってい

る。

人工排熱の研究では、モデル都市における排熱量の推計や用途別エネルギー消費

量の推計などが行われており、これらの人工排熱の排出量が多い地域は、一般的に気

温も高い傾向が確認されている。

(1) 建物用途別のエネルギー消費量の推計

○都市域の住宅におけるエネルギー消費(825)

・エネルギー消費は産業が約50%、民生が約25%、運輸が25%であり、産業用は横ばい

であるが、民生と運輸が微増している。民生用のうち家庭が50%以上と産業用を上回

っている。

・札幌、仙台、新潟、東京、名古屋、京都、福岡、那覇の各都市域の住宅における用途

別のエネルギー消費量を調査した結果、札幌のみ「暖房」が消費量の半分以上を占

めたが、仙台以南では「給湯」が約半分を占めており、一番多い。沖縄における暖房

用途はない。

・投入エネルギーから見ると、北海道では半分が暖房用の灯油、それ以外では給湯用

のガスといえる。

図2.3-21 住宅の床面積当たり年間用途別エネルギー消費量

（「:建築・地域環境･地球環境のあり方」（日本建築学会,1995）:文献番号825）

○建築用途別のエネルギー消費(827)

・石油、ガス、電力をエネルギー源とし、各建物用途別の熱消費･排熱量(単位延べ床

面積あたり）の調査を、仙台･川崎･金沢･京都･神戸･広島･北九州･福岡で行った。

・各都市で大きな排熱量を示したのは宿泊施設と医療施設であり、平均400Mcal/m2･年

である。寒冷地では500Mcal/m2･年を超える箇所がある。

・娯楽施設、商業施設は、2番目に排熱量が多く、100～250Mcal/m2･年である。
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・業務施設では、北の方が多い傾向があり、195～152Mcal/m2･年である。

・業務施設における暖房度日(18℃)と暖房用熱消費量、および冷房度日(25℃)と冷房

用熱消費量には高い相関が見られる。暖房、冷房用熱消費量は、それぞれ地域の寒

暖に付随しており、双方が相殺しあうため、総排出量は暖房度日との相関が弱くなる。

・一般住宅では、冷房、暖房共に冷暖房度日と高い相関があり、各都市の気温の特通

りである。

○事務所ビルのエネルギー消費(826)

・1986年～1993年に東京都を中心とする、一般オフィスビル、高層オフィスビル、インテ

リジェントビルの給湯、暖房、冷房、一般電力の消費電力原単位(m2･月当たり)を調査

した結果、一般オフィスの平均は約50Mcal/m2･月である。また、一般オフィスに比べ、

高層インテリジェントビルでは特に夏の消費量が多くなる。

・福岡県の事務所ビルの延べ床面積当たりのエネルギー消費は125～150Mcal/m2･年

のビルが多く、東京に比べ小さい。エネルギー源別では石油＞電力＞ガスである。

図2.3-22 オフィスビルのエネルギー消費量

（「建築の光熱水原単位」（早稲田大学出版,1995):文献番号826)
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(2) エネルギー消費量のデータに基づいた人工排熱量分布の推定

人工排熱の推計は、一般的にエネルギー消費量から推計されている研究例がほと

んどである。

○首都圏の人工排熱分布と地表面温度の関係(46)

・「東京都土地利用現況調査メッシュデータ」を用い、エネルギー消費床面積原単位に

基づき作成した。

・都の大規模点源及び近隣4県は日本気象協会作成の部門別エネルギー消費量デー

タを用いた。

・都については季節･時刻帯の荷重係数を設定し、時刻別排熱量を推計した。その結

果、20W/m2以上の高排熱地域が都心を中心に広がり、川崎市、千葉市にも局所的に

見られた。

・平均値は首都県全体=6.3W/ｍ2、東京都=17.6W/m2であり、8月の2:00では新宿=86.6

W/ｍ2、日本橋=207W/ｍ2に達した。

・地表面温度は人工排熱の分布と良好な一致を見せた。

○東京23区内のエネルギー消費分布(828)

・23区内のエネルギー消費分布を研究した結果、民生･産業部門の固定発生源が運輸

交通の移動発生源に比べ、かなり多い。民生用の住宅は広く分布しているが、民生用

の業務は地域的に集中している。

図2.3-23 東京23区におけるエネルギー消費分布(固定発生源)（外岡,1995：文献番号828）

○仙台市における建物および交通用地からの人工排熱量分布(29)

・建物からの冷房排熱量は既存の建物用途別床面積データに建物用途別エネルギー

消費原単位を乗じた。

・戸建住宅の土地利用面積と冷房排熱量は高い相関があるが、集合住宅は垂直方向
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への床面積にばらつきが大きいため、高い相関は得られない。

・業務施設･商業施設においては土地利用面積と冷房排熱量に高い相関が得られた。

・原単位は、住宅地で8～9W/m2、非住宅地で31～33W/m2である。交通用地について

は既存の80W/m2を活用した。

・500m×500mのメッシュごとの分布は、10MW以下が大半であるが、200MWを超える箇

所がある。

・国土数値情報がある地域であれば、ある程度の人工排熱分布の予測が可能である。

図2.3-24 人工排熱量合計値の頻度分布(渡辺,1998:文献番号29)

○福岡市におけるエネルギー消費量の推計(126)

・国土地理院作成の1990年の国土数値情報、建物用途別延べ床面積、建物用途別エ

ネルギー消費原単位を用いてメッシュ毎の温冷熱エネルギー消費量を推計した。

・国土数値情報、交通量調査の移動車両台数、移動車両別エネルギー消費原単位よ

り主要道路におけるエネルギー消費量を推計した。

・温冷熱消費量は、100m×100mメッシュ当たり最大50Gcalを超え、車両による最大エ

ネルギー消費量は、温冷熱消費量の1/10である。

○地域的分布および時間的分布の検討(406)

・人工排熱量を算定するために必要な原単位を基礎資料とエネルギー消費部門ごとに

検討し、データを得やすい基礎資料に対応した原単位の設定を行った。

・原単位を既存の資料から求めるとき、都市による地域差や経年的な変化を無視する

ことができない。また、部門ごとに原単位の信頼性に差があり、特に製造業について

は業種、都市、従業員規模などの検討が必要となる。

・東京都の人工排熱量を地域分布や用途別排出量も含めて原単位法で計算した結

果、2.08×108Gcal/年という値であった。また、エネルギー種別の供給販売量からも東

京都の人工熱排出量を計算し、1.94×108Gcal/年という値を算出した。

・人工排熱量の時間変動については、建物をベースにした調査は行われてきたが、エ

ネルギー種別ごとの消費時間変動比を仮定することにより、夏期における地区別の熱

排熱量の時間変動を明らかにした。特に都心では、夜間最低値が50W/m2前後の高

い値が得られ、地表からの顕熱が殆どなくなる夜半から明け方において、人工排熱の

熱帯夜への寄与が大きいことが分かった。
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・札幌、東京、横浜など8都市のエネルギー消費密度を算定した結果、基本的には人

口密度を反映している。また、産業系のエネルギー消費がその都市の特徴を示すと

考えられる。

図2.3-25 8都市のエネルギー消費量と用途別内訳(守田,1993:文献番号406)

図2.3-26 8都市の単位面積当たりのエネルギー消費量(守田,1993:文献番号406)
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(3) 空調設備による熱負荷特性等

建物からの排熱特性はは空調設備によるため、これらの研究は多く行われている。

○空調設備による建物用途別の熱環境負荷の推移(70)

・商業地区での夏期１日当たりの排熱量のうち、空調によるものが55%を占める。

・床面積当たりの冷暖房設備容量は、全用途で1983年以降、冷暖房共に増加傾向で

あり、用途別には店舗、病院での増加量が顕著である。

・廃熱形態別の冷暖房設備容量は、潜熱型に変化はなく、顕熱型に増加傾向が見ら

れ、特に事務所用途での傾向が顕著である。

・熱源方式の変化は、ヒートポンプ方式(特に事務所用途）、冷温水発生器(特に店舗、

ホテル、病院用途）が専用冷凍機やボイラの減少に伴い増加している。

・空調方式では中央方式が減少し、各階方式及び個別方式(特に事務所用途）が増加

しているが、宿泊施設及び病院用途では80%以上で中央方式である。

・大阪市内の床面積データを用いて空調廃熱の推計を行った。顕熱廃熱量が増大傾

向を示し、1977年～1993年の全建物用途の総顕熱廃熱量は1.73倍、用途別には事

務所用途で2.73倍であり、事務所用途の影響が大きいと思われる。

・大阪市の例では、夏期1日における、単位面積当たりの顕熱放出量の最大値は太陽

入射エネルギー量の約40%であり、潜熱放射も含むと75%である。顕熱放射量が多い

地域はオフィス及び繁華街であり、今後も顕熱の増加傾向が見込まれる。

・都市の空調廃熱による負荷は増加傾向であり、特に夏期の顕熱放射量の増大が顕

著であるため、顕熱放射量の許容値を明らかにした上で、潜熱型放熱機器の導入等

が対策として望まれるが、冷却水の確保等の諸問題を考慮する必要がある。

図2.3-27 大阪市域の顕熱廃熱マップ(8月)(亀谷,1997:文献番号70)

○空調システムによる冷暖房負荷の外気への放射特性(83)

・モデル建物として10,000m2の事業所ビルを想定し、夏季は7月～9月の、冬季は１２月

～2月の東京地区のデータを用いて負荷計算を行い、その結果と空調機器の放熱特

性から、空調機器からの放熱量を求めた。また、人工排熱量が空調機器から放熱され
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る際に放熱特性がどのように変化するか検討した。

・冷房時冷却塔の潜熱の割合は80～90%であり、ヒートポンプ室外機は2～3%である。暖

房時には加熱塔の潜熱の割合は-5～25%、ヒートポンプ室外機は1%である。

・空調機器からの放熱特性は、システム毎に大きく異なる。冷房時には、冷温水発生機

では放熱量が大きくなる。放熱量が小さい他の機器では、空冷ヒートポンプが殆どが

顕熱での放出であるのに対し、ターボ冷凍機や加熱塔方式ヒートポンプでは殆どが潜

熱による放熱であった。

・人工発熱量は、夏季には冷温水発生器が他のシステムの約2倍であり、人工発熱中

に含まれる顕熱の割合はどのシステムでも同様であった。冬季には、空冷ヒートポン

プや加熱塔方式ヒートポンプで絶対値が小さくなった。

・人工排熱が空調システムを通じてどのように変化するかを求めるため、潜熱による移

動は全て人工排熱の特性が変化したと仮定した。その結果、夏期には空冷ヒートポン

プでは顕熱の割合が更に増え、潜熱はマイナス側となった。冷温水発生機、ターボ冷

凍機、加熱塔方式ヒートポンプでは潜熱の割合が大きく増加し、顕熱がマイナス側と

なった。冬季は全体的に潜熱の割合が増え、全熱交換機のないシステムほど大きくな

った。

図2.3-28 夏季の1日の平均の人工発熱の放熱特性（中村,1997:文献番号83)

図2.3-29 冬季の1日の平均の人工発熱の放熱特性（中村,1997:文献番号83)
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○空調システムを持つ建物からの熱環境負荷に関する特性(141)

・鹿児島、大阪、札幌をモデル都市とし、気象条件の違いによる特性を検討した。また、

構想業務地区をモデルとした数値計算により、太陽放射による地表面熱収支も加味し

た地域内全体における大気への熱負荷量を算出した。これにより、空調システムの相

違が、都市大気への熱環境負荷に与える影響を検討した。

・冬季では気象的要因が廃熱の総量に大きな影響を及ぼすが、顕熱･潜熱比における

気象較差の影響は見られない。夏季では、廃熱中の顕熱･潜熱比に気象較差による

大きな影響が見られた。

・構想業務地区全体の熱環境負荷量に対する建物からの総廃熱量は約80%であり、そ

のうち41%が顕熱であることから、建物廃熱量のコントロールが大気環境に大きな影響

を与えていると思われる。

・大気環境へのインターフェース部(凝縮器の放熱部分)が全て潜熱型の場合と顕熱型

の場合を比較した結果、顕熱型では顕熱の割合が2倍になった。現状では容量比に

おけるシステム構成比の80%が潜熱型であるが、最近の竣工建物に採用される空調シ

ステムに顕熱型が増加する傾向にあることから、システム選択の重要度も増してきて

いる。

・自動車廃熱の割合は約4%であり、空調などに比べれば、それ程高くないといえる。

○河川水熱利用地域冷房施設の大気への熱的影響(353)

・冷房排熱は、冷却塔から放熱する場合は顕熱:潜熱=9:91、空気対空気熱交換の場合

には顕熱:潜熱=92:8である。

・東京都区部をモデルに地表面放熱と冷房排熱の状況を計算した結果、冷房排熱量

は地表面放熱量に比べれば全体的に小さな値であるが、大手町、池袋、新宿等のよ

うに局所的に大きな値を示す地区が存在する。

・河川水熱利用地域冷房の水温昇温条件の異なる3ケーススタディを行った。荒川、多

摩川、鶴見川、隅田川を対象としたが、河川水を5℃昇温させた場合でも冷房排熱が

多い地域は、冷熱供給範囲内にならない。
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図2.3-30 東京都区部の熱放出東西断面図(8月12時）(渡辺,1994:文献番号141)

(4) エネルギー供給システムに関する研究

○最適化モデルによる小地域エネルギー供給システムの評価(149)

・比較的小規模な地域を対象として、熱の融通、電力の融通を行う場合の2つのエネル

ギー供給形態を想定した。経済性を目的関数とし、ヒートアイランド化抑制の観点から

の定量的な評価を行った。

・業務施設にコージェネレーションシステム（CGS）を導入し、電力を融通することが経

済的であることが分かった。
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２．４ ヒートアイランド現象が及ぼす影響に関する文献

ヒートアイランド現象による気温の上昇は、夏期の冷房需要を増やし、それに伴う電

力消費の増加が見込まれる。また、気温上昇により、人間への影響や生態系への影響

がある可能性もある。それらについての研究事例を以下に示す。

2.4.1 社会システムに及ぼす影響

○気温と消費電力の関係（829）

・全電化式空調を採用している商業ビルの電力使用量より、ヒートポンプの電気使用量

を把握し、夏季と冬季の冷房･暖房の消費エネルギーを求めた。室温は冬季21℃、夏

期25℃の条件に換算した。日平均気温と消費電力の関係を図2.4-1に示す。

・暖房時に気温が1℃上昇すると消費電力は5.4kW/m2･日減少し、冷房時に気温が1℃

上昇すると97.8kW/m2･日増加する。設定温度により、条件は変わってくるが、気温の

変化に対し、夏期の冷房の変動の方が大きいことが予想できる。

図2.4-1 気温変動による冷暖房エネルギー消費量変動の推定（堀越、1991:文献番号829）

○エネルギー消費への影響評価(10)

・民生用エネルギーのうち、暖房、冷房、給湯におけるエネルギー消費に、ヒートアイラ

ンド現象が与える影響を、エネルギー消費の空間分布を考慮して調査した。

・地域は東京都を中心とした千葉西部、埼玉南東部、神奈川東部を含んでおり、戸建

住宅、集合住宅、病院、事務所、商業施設、ホテル、娯楽施設、文化施設、学校の建

物用途を対象としている。

・東京ではヒートアイランド現象により年間の全体のエネルギー消費量が減少している

が、業務部門では年間の消費量は増加する。

・夏期のエネルギー消費量の増加が大きいので、海陸風の利用や落葉樹による緑化な

どの対策が有効である。

・業務地区が集中する地域では、ヒートアイランド緩和策により、エネルギー消費量の
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削減効果が大きいと思われる。算定結果は表2.4-1に示す。

・東京では年間エネルギー消費量は減少しているが、より温暖な地域ではエネルギー

消費量が増大する可能性が高い。

図2.4-2 研究の構成図(平野,1998:文献番号10)

表2.4-1 年間総消費量算定結果(平野,1998:文献番号10)
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2.4.2 人間や生態系に及ぼす影響

○都市の街路及び開放空間における熱放射環境の人体におよぼす影響(902)

・人体に入射する各経路別放射量の合計と長波長放射量は、街路空間における量が、

開放空間より大きい。

・冬季の暴露時間中には平均皮膚温度が変化しないが、夏期及び秋期には平均皮温

度が1～3℃低下した。

・平均皮膚温度が33℃～35℃で温冷感申告が熱的中性に近い申告値を示した。

・日射と相互反射を考慮した標準作用温度と温冷感の相関は良く、熱的環境の指標と

して有効であると思われる。

・湿度、着衣の影響、日陰のデータ等多くの基礎資料が必要である。

○熱中症発生状況の温度に関する研究(142)

・1990年～1994年の新聞記事を基に、熱中症発生状況を、運動･日常生活･働場面に

分類し、環境温度条件との関係を検討した。

・159件中、運動場面=52件、生活場面=61件、労働場面=46件である。

・運動場面での発生時の乾球温度(Td)は24℃以上、湿球温度(Tw)は21℃以上である。

･労働場面、生活場面での発生時の条件は、Td=30℃以上、Tw=23℃以上である。

・生活場面での発生件数は4歳以下(全て車に閉じこめられた事故）と65歳上に多いこと

が特徴である。

○ヤマトシジミに与える影響(225)

・ヤマトシジミは都市部や農地に生息するチョウであり、分布や生態は人間活動の影響

を受けやすいと思われる。

・大阪市を例にコンクリート部分、市内緑地、奈良県郊外の3地点において、卵、幼虫、

蛹、成虫について調査した。

・調査の結果、大阪市内では発育段階のピーク時期は6回であるのに対し、奈良市郊

外では4回であった。奈良市郊外において若干遅れる傾向を示した。

○ヒートアイランドとNOx濃度の相関(96)

・1990年に東京都で観測された結果では、郊外では18時頃に濃度のピークがあり、そ

の後急激に減少する傾向にあるが、都心では24時頃にピークがあり、郊外と都心の濃

度差は大きい。ヒートアイランドによる影響を調べるために地上濃度分布は与えずに、

ヒートアイランドが発生しない場合と、ヒートアイランド強度が6℃になる場合のNOx濃

度を計算した。

・ヒートアイランドの発生がない場合には、NOx濃度分布は陸上においてほぼ一定にな

る。

・ヒートアイランド強度が6℃の場合には、都心部における濃度が郊外での2倍になる。

・ヒートアイランド強度が増加すれば、都心部での汚染問題がより深刻になる。
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２．５ ヒートアイランド現象の抑制対策に関する文献

2.5.1 実用化されている対策

ヒートアイランド現象の発生要因として、①土地利用の改変（緑地の減少及び熱容量

の大きい建造物による被覆など）、②人工排熱量の増加が主なものとして知られている

ため、ヒートアイランド現象抑制対策もこれらに対応し、緑化技術の開発や舗装材の開

発、省エネルギー技術の開発等が進められている。対策および想定される導入スケー

ルなどを表2.5-1に示す。

表2.5-1 提唱されているヒートアイランド抑制対策

目的 対策 該当 実施主体

スケール

緑地･水面域 ・建物緑化 建物単体 個人、事業者

の拡大 ・街路空間緑化 街区 自治体

・公園緑地･河川等の整備 街区、地区 自治体

被覆物の ・熱容量の少ない建物材の使用 建物、道路 個人～自治体

物性の改良 ・透水性舗装材の使用 道路 自治体

・エネルギー消費機器の省エネ･効率向上 機器、建物単体 事業者

人工排熱の ・太陽光、太陽熱、風力等自然エネルギーの活用 全般 個人～自治体

削減 ・低公害車の導入 全般 個人～自治体

・廃棄物からのエネルギー回収 建物単体～地区 事業者、自治体

・燃料電池 機器～地区 事業者、自治体

・コージェネレーション 建物単体～地区 事業者、自治体

・下水道、河川等の未利用エネルギーの活用 建物単体～地区 事業者、自治体

・建物の断熱化、耐用年数の長期化 建物単体 個人、事業者
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以下に、緑化技術及び省エネルギー技術として実用化が報告されている例を示す。

○屋上緑化についての研究(136)

・既に芝生による駐車場緑化、パーゴラによる駐車場緑化、屋上緑化が実用化されて

いる。

・東京23区部の全面積の60%が宅地であり、都市の緑化推進には宅地の緑化が重要と

なる。

・区部全体の緑被率は現在23%であり、建物屋上緑化を含めて50%にした場合、蒸発潜

熱は300×1010J/日となり、区部の全人工排熱と同量である。

・屋上緑化の維持費は1,000～3,000円/年･㎡である。維持費の低減策として粗放管理

型屋上緑化が検討されている。乾燥に強い植物と土厚の薄い土壌の組合わせで、年

１回程度の草取りで済ませる管理法である。

・屋上緑化を東京区部で100k㎡すると、必要となる灌水量は40万㎡/日となり、雨水、

下水処理水の利用、冷房時の凝縮水の利用などが望まれる。

○個人住宅での屋上緑化(164)

・熱収支の基礎データやシミュレーションに基づく効果の試算はマクロな視点から行わ

れているが、個人住宅レベルでの屋上緑化の具体的な効果の検証はあまり例がな

い。フラットルーフバルコニに土壌を敷き、植栽した被土建築屋根およびALCフラット

ルーフの部位別温度を1年間計測し、年間を通じた屋根面からの熱負荷低減効果を

確認した。

・夏期は、ALC屋根（シート防水表面）の日中最高気温が７０℃を超えるときがあるのに

対し、被土建築屋根（芝表面）では40～45℃である。被土建築屋根は芝表面からの気

化熱により低温になり、日射の強いときほどこの効果は大きくなる。冷房の省エネ効果

を試算した結果、30%の冷房コストが削減できる。

・小屋裏空気の最高温度がALCでは48.6℃、被土建築屋根では37.3℃であり、平均温

度はALCでは36.2℃、被土建築屋根では32.5℃である。

・ALC屋根の各部位温度は昼間日射の影響で大きく上昇し、夜間放射冷却で急激に

下降する。これはALCの熱容量が小さいためであり、1日の温度変動が大きい。一方、

被土建築屋根は昼間は蒸散冷却効果で温度上昇が抑えられ、放射冷却で気温の下

がる明け方には、土壌の熱容量が大きいため、急激に冷え込まない。従って、各部位

の1日の温度変動は小さい。

・冬季は、ALC屋根では屋根表面温度が氷点下となった場合、小屋裏空気温度や室

内天井面温度が氷点下となることがある。一方、被土屋根建築では小屋裏空気温度

が氷点下になることはない。

・冬季は昼間の屋根表面温度はALC屋根が最高28℃まで上昇したのに対し、被土建

築屋根は11℃程度である。
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図2.5-1 被土システムの断面(久保,1996:文献番号164)

図2.5-2 温度測定部位(久保,1996:文献番号164)

○汚泥処理プラントへの廃熱回収システムと蒸気発電設備の導入(127)

・東京都では汚泥の減容化のために焼却処理をおこなっているが、近年は汚泥の低位

発熱量が向上しており、乾燥重量当たり4000kcal/kgを超え、燃料的価値が高まって

いる。本来は近隣への熱供給など、熱のまま利用することが望ましいが、適当な供給

先がないため、廃棄熱発電設備を導入し、系内で利用している。

・焼却炉は付帯設備を含めて、1基あたり約850～1000kWの電力消費を見込んでいる。

本設備により、その約80～95%を自給することができ、電力費を大幅に削減できる。
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2.5.2 構想段階のヒートアイランド対策

さまざまな省エネルギー技術が研究開発されており、省エネルギー効果が人工排熱

の削減に有効となる可能性は大きい。以下に、ヒートアイランド現象抑制対策として提

案されている対策を示す。

○地下ヒートシンク冷房を利用した排熱低減技術(79)

・冷房からの排熱削減対策を考える場合、都内全エネルギー消費に占める冷房消費電

力の割合は約10%であるため、COP=3とすると、都内の排熱の40%を削減することがで

き、冷房使用期間100日間、使用時間8H/日等の仮定から総廃熱量=5.99×1016Jとな

る。

・排熱の排出場所を利便性から水と地下に限定し、水媒体として海（東京湾）･下水･上

水とし、上下水については顕熱及び潜熱としての排出を検討した。

・海で使用可能な海水量は1.91×109m3であり、冷房排熱を全て顕熱として排出される

と仮定すると海水の上昇温度は0.075℃である。

・上下水では使用可能な熱媒体量は海水の1/1000であり、下水では77.5℃、上水では

115.6℃の温度上昇となり、顕熱輸送に対する容量は足りないと思われる。

・潜熱として処理する場合の蒸発量は2.44×105m3/日であり、１日の上水使用量の14

%、下水量の9%にあたる。

・区部全面の厚さ10mの土層が使用できる場合、使用可能な熱媒体量は海水の約2.5

倍であり、温度の上昇は2.8℃である。

・地下ヒートシンク冷房のケーススタディーとして都内ビルの平均的エネルギー消費に

近い大学施設を選び、冷房排熱を処理する場合の運転動力、施設規模、設備費を算

出し、空冷式冷暖房システムと比較した。その結果、地下熱交換設備は建物敷地内

で十分容量のあるものが建設可能であり、運転動力も空冷式と同等であった。更に夏

にはヒートポンプの操作条件により、COP向上が期待できる。

・既存建物に使用する場合にはボーリングコスト、土地の確保、運転操作条件等の課

題はあるが、地下ヒートシンク冷房は有効な対策であると思われる。

図2.5-3 熱交換機システム概念図（小宮山,1991:文献番号79)
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○放射冷却利用冷房システムに関する研究(138)

・日中、ヒートポンプによる冷房廃熱をPCM（相変化物質）が注入されている潜熱カプセ

ルを充填した潜熱蓄熱タンクに蓄える。風呂やシャワー等の給湯の余熱を深夜から早

朝にかけて放射冷却により冷却し、潜熱蓄熱タンク内のPCMを凝固させ冷熱を蓄え

る。これを冷熱源としヒートポンプにより冷房を行うシステムである。

・大気温度25℃、相対湿度70～90%とし、潜熱カプセルをポリスチレンまたはポリエチレ

ンテレフタラートとした場合の夜間放射冷却シミュレーションを行った結果、360分以

上であればタンク内のPCMは十分凝固することが分かった。

図2.5-4 放射冷却利用冷房システム概略図(齋藤,1996:文献番号138)
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2.5.3 シミュレーションによる対策効果の検証

人工排熱を削減した場合や緑地を増加した場合の効果を予想する手段として、シミ

ュレーションによる数値計算が有効である。以下にその研究事例を示す。

① 人工排熱を変化させた場合の予測

○東京都の気温の3次元シミュレーションを用いた予測(162,906)

・1992年の観測では、東京都のヒートアイランド強度は8℃であり、16年間で2倍になっ

ている。人工排熱の伸びなどを仮定すると、2031年の夏期夕方は大手町付近で42℃

を超えると思われる。

・これを、人間の活動量、着衣量を考慮した温度で表す（都市快適性評価指数USET*

とする）と43℃になり、室内環境値(16℃～32℃)を遙かに超えている。

・標準新有効温度には都市の環境要素として汚染物質濃度や紫外線量が考慮されて

いないため、それらを含めた指標が必要と思われる。

図2.5-5 東京の2031年の夏季18時のUSET*分布図(齋藤,1996:文献番号906)

○東京都区部における人工排熱削減の効果予測(54,208)

・数値計算によると、人工排熱量は日中がピークであるが、気温への影響は夜間で顕

著となり、明け方近くには小さくなる。

・建物用地の土地利用を草原に変えた場合、日中の昇温過程において効果がある。

・夏期は短波放射が強く、人工排熱の影響は相対的に小さい(最大1.5℃)が、冬季は

大きくなる(最大2.5℃)。

・給湯用エネルギーの50%及び冷房用エネルギーの100%を削減しても最大-0.5℃の効

果しか見られなかった。

○仙台市における将来予測(817)

・仙台市における人工熱消費量が5倍になった場合をシミュレートした。

・中心部の最高気温は5℃上昇し、ヒートアイランド現象にはエネルギー消費の影響が

大きいと言える。

・ヒートアイランド強度は10.5℃になるため、生態系に大きな影響が予想される。
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② 緑地面積、配置を変化させた場合の予測

○緑被配置の影響(140)

・東京都区部を含む40km四方の区域をモデルとし、効果が大きいと思われる以下の４

ケースを設定し緑地の効果を検討した。緑被率は都内合計で38%になるようにし、高

層化によるオープンスペースの増加や屋上緑化による。また、人工排熱は減少しない

ものとした。

ケース１: ドイツ諸都市の緑地計画では都市に新鮮な空気を送り込む効果を上げる

ために風向が考慮されている。東京都の場合、夏期には南東の風が卓越

しており、風上である臨海部に緑被を設けて低温域を作る。

→臨海部の緑被増加

ケース2: 河川は都市のオープンスペースの骨格として扱われ、郊外の空気をオー

プンスペースに沿って都市に導き入れるために河川の周囲の緑を増加さ

せることが推奨されている。→河川周辺の緑被増加

ケース3: 熱源が集中する都心部を緑化する。→都心部の緑被増加

ケース4: 緑地による熱的影響のみを考えた場合、緑地を分散させて配置するのが

良いとする報告がある。全域の緑被率が等しくなった場合を想定する。

→全メッシュの緑被率を30%に増加

・実際は緑化をした部分の人工排熱は削減されるが、この場合は人工排熱を変化させ

ていないため、緑被率当たりの気温低下幅は実測よりも小さいと思われる。

・臨海部の緑被率を高めた場合、最高0.46℃気温が低下している。臨海部と、西部に

南北方向の弧状の低温域が表れており、臨海部でできた比較的冷涼な空気が風で

運ばれたものと思われる。中心部は0.05～0.15℃温度が低下する地帯が表れており、

これも同様のものである。全域の気温の平均低下値は0.08℃であり、緑化地域以外に

も気温の低下する範囲がかなりある。ケース1が一番有効である。

図2.5-6 臨海部の緑被が増えた時の気温の変化(半田,1996:文献番号140)
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③ 人工排熱、緑地面積等を変化させた場合の効果

○名古屋周辺における効果(283)

・名古屋周辺の1990年8月の良く晴れてヒートアイランドが顕在化しやすい日を事例対

象として、人工排熱を実際の50%に削減したケースと都市部の緑被率を実際の2倍に

したケースの比較を行った。

・人工排熱を削減したケースでは、日中の気温はほとんど下がらず、夜間から早朝の気

温も0.5℃程度の緩和効果しかない。また、大気中の水蒸気の量の変化を見ると、乾

燥化が進行する傾向が見られた。

・緑化を推進するケースでは、1日を通じて気温の緩和効果があり、1℃程度の低下が

見込める。また、大気中の水蒸気量も増加し、乾燥化の緩和にも効果がある。しかし、

緑化率50%とは20年～30年前の土地利用状況である。

図2.5-7 人工排熱削減による都市中心部の気温変化(水鳥,1995:文献番号283)

図2.5-8 緑化促進による都市中心部の気温変化(水鳥,1995:文献番号283)
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○大阪市域における効果(14)

・大阪市域を事例に排熱の削減と都市緑化の効果を検討した。

ケース1: 排熱削減では、一般電力の省エネ(業務20%、住宅15%)

冷房の省エネ(業務10%、住宅50%)、空調機器効率改善(20%)

→市内平均16.5%の人工熱削減

ケース2: 都市緑化では、平屋根面の屋上緑化(オフィス30%、高層住宅50%)

歩道･中央分離帯への植樹による街路樹の増加(道路面の5%)

→市内面積の15.1%の緑被率増

・ケース1では、中心部では日中の方が、その他の地域では早朝の方が気温の低下効

果は大きい。一般に排熱の影響は早朝に現れやすいが、中心部の日中の排熱量が

際だって大きいことが原因である。

・ケース2では、早朝･日中共に緑被率の増加量の多い地域で気温低下が大きい。最大

の気温低下を示す場所は沿岸側に現れる。これは、気温低下による日中の海風の変

化が影響している。

・市内平均の気温低下量は早朝･日中ともに排熱削減策より都市緑化策の方が4～5倍

大きい。ただし、日中の市中心部では2倍程度の差である。

○関東圏における効果(17)

・関東圏の8月をモデルとして、3ケースについてシミュレーションを行った。

①排熱を民生部門、産業部門より一律に30%を削減した場合

②建物･幹線道路の熱容量を通常の1/10に削減した場合

③建物･幹線道路に散水し、常に水分が蒸発しているとし、蒸発効率を上げた場合

・排熱を削減した場合、夕方以降の気温低下に効果があり、都心部では午後4時以降

の効果が特に大きい。午後6時に気温は最大で0.5℃低下する。

・地表面熱容量を削減した場合には、昼間の気温低下効果が大きく、最大で1℃近く低

下する。

・蒸発効率を上げた場合、日中は熱容量を削減した場合と同様の効果があるが、朝夕

は逆に気温が上昇している。昼間は14時に最大1℃低下しているが、24時には最大

0.7℃上昇している。

表2.5-2 対策ケースごとの昼間、夜間における効果(川崎,1998:文献番号17)

対象範囲全体 都心部

対策ケース

昼間 夜間 昼間 夜間

排熱の削減 △ ○ △ ◎

建物･幹線道路の熱容量の削減 ○ △ ◎ △

建物･幹線道路の蒸発効率の増大 ○ × ◎ ×
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○東京都における土地利用を変化させた場合のシミュレーション(41)

・現況の建物用地を全て大規模緑地とした極限モデルでは、夏期において日最高、日

最低、日平均気温が1.8℃低下する。また、「東京都緑の倍増計画」の想定モデルとし

て、公園面積の増加、宅地の樹林形成が進んだ場合は、0.4℃の気温低下効果があ

る。

・透水性舗装を道路の20%とすると、平均0.05℃の気温低下効果がある。

・東京都において、エネルギー消費量の6%削減（東京都地球温暖化対策地域推進計

画)を想定した場合、平均0.05℃の気温低下効果がある。

・これら3つの対策を複合的に行うと、日最高気温は北部で最大0.4℃、日最低気温に

ついては0.2℃の気温低下効果である。対象範囲の中でもより効果の大きい地域で

は、真夏日の出現は年間2日減少する。

○東京都区部における効果(197)

・現在緑道、遊歩道、道路になっている蓋掛け河川の河川水面を復活させた上で、大

規模緑化を行うことを想定した。ケース1、ケース2ともに緑化率は現状の2倍程度であ

る。

ケース1：商業･業務建物の屋上面の30%を緑化し、各メッシュに分散する場合

ケース2：グリーンベルトを導入し拠点的に緑化する場合

・現状では、全体的に顕熱放出量は250kcal/m2･hであるのに対し、冷房排熱量、照明

排熱量は15kcal/m2･hである。ただし、冷房排熱量、照明排熱量は丸の内や大手町、

池袋、新宿、渋谷を拠点に100～150kcal/m2･hと高い地域が存在する。

・ケース1では全地域で50kcal/m2･hの放熱量が削減でき、ケース2では導入地区にお

いて、100kcal/m2hの放熱量が削減できる。

・地表面からの放熱量は冷房排熱量に比べ圧倒的に大きいため、屋上緑化やグリーン

ベルトの導入の都市緑化対策が有効である。また、丸の内などの冷房排熱量が大き

い地区では未利用エネルギーの導入など別途に対策が必要となる。

○屋上緑化システムのシミュレーション(296)

・屋上スラブ（20mmの内断熱)と緑化スラブ(厚さ200mm)を比較した場合、事業所ビル最

上階の冷房負荷は15～20%軽減が期待できる。また、天井温度が4～5℃下がり、室内

輻射熱環境が改善される。

・冷房負荷（顕熱）への効果については、地盤厚を7cm～40cmに変えても冷房負荷の

変化率は2%以内であった。緑化による熱環境改善効果は表面蒸発特性が支配的で

あり過剰な地盤厚は負荷からみると不要である。また、軽量材混合比を20%～50%に増

やすと冷房負荷も3～4%増える。

・芝表面の蒸発冷却による除去熱量は日射量の約50%であり、夏期日中の表面温度は

10～15℃下がる。

・放射熱量は約30%軽減し、ビル屋上から放出される顕熱流は約70%軽減する。
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④ モデル都市によるヒートアイランド対策の検討

○柏市における気温分布特性に基づく環境評価(63)

・千葉県柏市をモデルに、多変量解析により、都市の気温分布特性と土地構成要素か

ら都市環境の解析･評価を行い、ヒートアイランド現象の緩和に配慮した環境整備の

方向性を検討した。

・観測した各地点の気温を標準化し、類型化した土地構成要素との間でクロス集計を

行った。土地構成要素の類型化には標高、容積率、樹林地率、草地率、水田率、水

面率、裸地率を用いた。

・分類の結果

a:柏駅周辺の建築物の特に高層･高密度化が進んだ緑地が著しく少ない地域であり、

気温は著しく高い。この地域は緑化を行うスペースが限られているため、建築物に

対する特殊緑化や人工排熱の抑制が必要である。

b:駅周辺を取り囲むように存在する台地上の、建築物の高層･高密化が進んだ緑地が

少ない地域で、気温は高い。市街化が進行する可能性があるため、建築物の高層･

高密化の抑制や現存する緑地の保全が必要である。住居系市街地を多くし、民有

地の緑化を推進する施策も有効である。

c:台地の縁に位置する樹林地、草地を中心とした緑地の多く分布する地域であり、気

温は比較的低い。特に市街地化が進行しやすい台地上に位置する貴重な低温域で

ある。緑地の保全を積極的に進めていく必要がある。

d:大堀川周辺の草地、裸地を中心とした緑地の多い地域で、気温は比較的低い。

e:手賀沼周辺の低地にある樹林地以外の緑地の多い地域で、気温は著しく低い。

f:大津川周辺の水田を中心とした緑地の多い地域であり、気温は著しく低い。農地の保

全や水域と関連した保全対策が必要である。

g:市街地の縁にある市街地と緑地の多い地域にそれぞれ隣接している地域であり、気

温の勾配が著しく、気温は比較的高い。市街地化の可能性が高く、特に緑地の減少

により直接的な高温域の拡大に繋がるため、緑地保全のために開発行為の規制や

が必要となる。また、この地域の緑化により、市街地への低温な空気の流入がはかれ

る。

h:崖地林の周辺地域で、低地と台地を結ぶグリーンベルトを形成する軸である。気温

勾配が著しいが気温は低い。この地域は低地に低温な空気を流入させる際に重要

である。従って、開発行為等の抑制が必要となる。
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図2.5-9 モデル都市のゾーニング(丸田,1997:文献番号63)
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○環境共生・省エネルギー都市モデルおよび各種技術導入による効果の検討(129)

・都市化により特徴的に増加する業務および家庭部門に関連した省エネルギー技術を

表2.5-3に示す。また、これらの技術を導入するモデル都市を表2.5-4のように設定し、

省エネ効果を検証する。

・業務中心都市の一次エネルギー消費は図2.5-10に示すように約60%削減された。溶

融炭酸塩型燃料電池（MCFC）発電の寄与が大きいが、高性能ヒートポンプの効果も

16%である。

・職住共存都市での一次エネルギー消費は図2.5-11に示すとおり現状モデルの約50%

削減された。

表2.5-3 まちづくりから見た各種省エネルギー技術(岩坪,1997:文献番号129)

大分類 省エネ技術 まちづくりとの関連

需要側の 熱負荷低減技術
省エネ技術

エネルギー機器の効率向上 まち中への流入エネルギーの削減

供給側の 分散型高効率発電、コージェネ 電源のまち中での立地
省エネ技術

地域熱供給 面としての対応

未利用エネルギー まち中の未利用エネルギーの有効利用

まちづくり 環境改善技術 住み易いまちづくりの技術
の技術

表2.5-4 環境共生･省エネルギー都市モデルの概要(岩坪,1997:文献番号129)

業務中心都市 モデル名 職住共存都市

再開発 開発形態 新規開発

巨大都市圏のウォーターフ 位置 巨大都市圏から90～100km
ロント

24時間機能も備えた業務･ 性格 業務、居住、公共施設、首都機
商業中心、埋立地のリストラ 能の一部移転をイメージ

21世紀初頭 開発時期 21世紀初頭

約130ヘクタール 開発面積 約500ヘクタール

50000人 従業人口 60000人

6000人 居住人口 5000人

2000戸 住居数 20000戸

業務商業34%、住宅19%、公 土地利用 業務商業10%、住宅38%、公園緑
園緑地12%、道路23%、公共 地25%、道路20%、公共施設他7%
施設他12%
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・導入した各種省エネルギー技術および在来都市の設定

a 環境負荷低減技術

建築設計に断熱･通風･採光などのパッシブソーラー手法を活用し、冷房需要を10

%、暖房需要を50%削減させた。さらに照明や動力、OA機器などのトータル消費電力

量を20%低減した。これにより、各都市のエネルギー需要は、ビルや住宅の単位床面

積当たりの実績値などをもとに換算した現状モデルに比べ、業務中心都市で20%、

職住共存都市で25%の省エネルギーとなった。

b 業務中心都市のエネルギー供給システム

業務中心都市には、発電効率が50%以上と飛躍的に高く環境性にも優れた溶融炭

酸塩型燃料電池(MCFC)によるコージェネレーションシステムを導入した。その発電容

量は電力需要とのバランスを考慮して25MWとし、この都市の年間消費電力量の約50

%である1.5億kWhを供給する。

また、集合住宅の延床面積の1/2に太陽電池を合計2.5MW設置し、住宅用の年間

消費電力の1/4、270億kWhを供給する。さらにMCFC発電からの排熱や海水などを熱

源とする高性能ヒートポンプを利用した地域熱供給システムにより、冷暖房と給湯の熱

需要を賄っている。

c 職住共存都市のエネルギーシステム

モデル都市内および近隣都市からの可燃ゴミを用いたゴミ発電を導入した。回収は

1日300tであり発電出力は5400kW、都市内での自給電力は4700万kWh/年である。太

陽光発電は、住宅の1/2に設置したが住宅戸数が多いため、発電容量は28MWであり

発電量は2400万kWh/年である。

未利用エネルギーと自然エネルギーの利用を重視しており、両者の合計は年間消

費電力の20%である。地域熱供給はゴミ発電の復水熱、河川水、下水処理排水を熱源

とする高性能ヒートポンプを主に使用している。

ｄ 比較対象の従来型都市のエネルギーシステム

都市ガスおよび電気を利用した地域熱供給システムと、住宅については個別の冷

暖房および給湯システムの導入を想定した。

図2.5-10 業務中心都市の省エネルギー効果(岩坪,1997:文献番号129)
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図2.5-11 職住共存都市の省エネルギー効果(岩坪,1997:文献番号129)

○環境共生・省エネルギー新都市(121)

・ヒートアイランド化は様々な空間スケールでの現象が重なりあい発生しているので、空

間スケール毎に対策を検討することが重視される。従って、モデル都市の設定は、あ

る程度自立した小都市（クラスタ-)郡が数万ha圏内に分散することを前提とした。各ク

ラスターは職住近接を図り自立しており、表2.5-5に示すように特定の機能で性格付け

された側面を併せ持つ。さらに、その機能がモデル都市全体で有機的に連携するよう

計画している。

表2.5-5 クラスター機能と人口、開発面積（山本,1997:文献番号121)

クラスター 都市機能 主要施設 居住人口(人) 開発面積(ha)

立法･司法 国会・裁判所 国会議事堂･最高裁判所 47,368 778

行政A 行政 行政庁舎 47,368 467

行政B 行政 行政庁舎 47,368 454

業務A 準首都 政府外郭団体･自治体事務所 47,368 489

業務B 随伴民間 マスコミ･情報通信･ホテル 47,368 466

業務C 業務・商業 民間企業･百貨店 52,632 556

商業 商業･文化 ショッピングセンター･ホール 78,948 773

交流 国際交流 国際会議場 78,948 901

余暇 余暇･研修 研究施設･スポーツ施設 76,316 1,207

研究学園 研究･大学 国公立大学･研究機関 76,316 886

流通施設 物流 トラックターミナル･倉庫 0 100

供給･処理 供給･処理 コンポスト工場･RDF工場 0 100
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・ヒートアイランド対策の効果を検証するために3ケースを設定した。

ケース1 クラスターを1ヶ所に集めた集中型都市、緑被率は30%以上とした。

ケース2 クラスターを分散させた分散型都市

ケース3 クラスター内の土地被覆改善や人工排熱の削減をし、クラスター間に緩衝

緑地帯を入れ分散させた環境共生都市

・夏の15時における気温分布と風速分布をシミュレーションした。その結果、図2.5-12

のように、クラスター配置を分散することにより平均で約0.2℃気温低減効果がある。

・環境共生都市では更に0.15℃の気温低減効果があり、その効果は風下側のクラスタ

ーほど大きい。クラスター内での低減効果に加え、風上側からの効果が風下のクラス

ターに加算されると思われる。

・各クラスターは海岸に近いほど気温低減効果は大きく、海風の冷却効果が有効であ

る。

・クラスターを分散させる効果は省エネ策を導入するのに匹敵する効果がある。

図2.5-12 海岸線からの距離と各クラスターの平均気温(山本,1997:文献番号121)




