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１．２ エネルギー消費への影響 
１）昇温とエネルギー消費 
１．『被害算定型ライフサイクル影響評価手法によるヒートアイランド現象の環境影響評

価』（井原智彦、玄地裕）（日本建築学会環境系論文集、2008 年） 
【目的】時間的・空間的条件によって変化するヒートアイランド現象に伴うさまざまな環 

境影響を定量化・統合化する枠組みを開発する。さらに、開発した枠組みを東京 

都区部に適用し、実際に発生しているヒートアイランド問題の定量化を目指す。 

【方法】ヒートアイランド現象のライフサイクル影響評価（LCIA）モデルを開発し、LIME 

に基づいたヒートアイランド現象の環境影響評価モデル、カテゴリエンドポイン

トごとの環境影響評価、東京の気温上昇に伴う環境影響評価を示す。 

【結果】[カテゴリエンドポイント26ごとの環境影響評価] 

    ■65 歳以上の熱・寒冷ストレスについては、日最高気温が最適値から 1℃上昇す

ると、熱ストレスによって、6.27 DALY/d の被害が見込まれ、日最高気温が最

適値から 1℃下降すると、寒冷ストレスによって、3.14 DALY/d の被害が見込

まれる。これらを統合化し、単一指標で表わした熱・寒冷ストレスでの影響(y[円

/d])は、 

 [ｘ：日最高気温（℃）]と表される。 

■65 歳未満の熱・寒冷ストレスは、気温 30℃以上の時間数の増加による熱中症で

の環境影響は、y[円/d]＝3.20×106exp(0.143x)[x：日気温 30℃以上延べ時間数

[h]、x>0]と表される。 

■エネルギー消費については、カテゴリエンドポイントとしては、地球温暖化に起

因する影響が最も大きい。気温が上昇すると、夏季（温暖エネルギー消費）には

環境影響が発生するが、冬季（寒冷エネルギー消費）には逆に環境影響を削減す

る方向に作用。 

    [東京の気温上昇に伴う環境影響評価] 

    ■12 月を除く毎日、20 年間の気温上昇によって寒冷ストレスが減少する。熱スト

レスの増大は、7～9月の 3か月しか見られないが、7～8月は熱ストレスの増大

が寒冷ストレスの減少を上回る。温暖・寒冷エネルギー消費も季節変化があり、

温暖エネルギー消費の増大は 5～10月の 6ヶ月間に発生する。 

【考察】被害算定型環境影響評価手法を用いてヒートアイランド問題の構造を整理した結 

果、温暖・寒冷エネルギー消費での影響は、熱・寒冷ストレスでの影響よりも小

さいため、夏季以外の気温低下を招く対策は有効ではないことが定量的に結論づ

けられた。 

                                                   
26 カテゴリエンドポイントとは、被害が大きく、かつ、気温との関係が定量可能な、環境影響を評価対象

として選出したもので、暑熱関連疾患（熱中症、脱水性など）、寒冷関係疾患（脳卒中、冠動脈疾患など）、

温暖および寒冷エネルギー消費を指す。 
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図 1-43 東京の 20年間の気温上昇（中央年:1982 年→2002 年）に伴う環境影響の月別評価 

 
２．『建築とヒートアイランドの関係』（鳴海大典）（ビルと環境、2007 年） 
【目的】ヒートアイランド現象がもたらす各種影響を評価する。 

【方法】シミュレーションや観測データなど種々の情報を基に気温影響評価を行う。 

【結果】[住宅・業務建物の総合評価] 

■大阪府や福岡市では、気温上昇に伴い、エネルギー消費量が増加したが、札幌、 

仙台、東京都、横浜においては、住宅の暖房・給湯負荷の影響が優勢となり、 

気温上昇に伴いエネルギー消費量が減少する。 

 
図 1-44 エネルギー消費の気温影響に関する地域特性 
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    [上水供給量と気温の関係] 

    ■日最高気温が 34℃付近で、日上水供給量の増加率が大きく、この付近では、 

気温が 1℃上昇した場合に大阪市全体で、33 万 t/day 増加する。 

    ■建物用途別の気温感応度では、百貨店が最も大、事務所や宿泊施設は同程度、 

住宅ではほとんど気温に感応しない。 

 
図 1-45 上水供給量と気温の関係（大阪市） 

 
    [冷房利用状況] 

    ■25℃付近から急激な増加が認められ、夜間就寝時のエアコン利用に関する閾値 

が 25℃～27℃付近に存在する可能性がある。 

    ■外気温が 27℃付近では、1℃の上昇により冷房利用率が 25％増加する。 

 
図 1-46 住宅における夜間冷房利用率と外気温の関係 

 

    [光化学オキシダント] 

    ■気温が関西圏全域で一日を通して 1℃上昇した場合、VOCs（イソプレンやモノ 

テルペン）増加の相乗効果によって光化学オキシダント濃度は、大阪市中心で 

5.5ppb 増加する。 
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図 1-47 外気温上昇と光化学オキシダント濃度変化の関係 

 
３．『昇温が大阪府域のエネルギー消費に及ぼす影響』（鳴海大典、二浦尾友佳子、下田吉

之、水野稔）（日本建築学会環境系論文集、2007 年） 
【目的】■評価対象とするエネルギー源やエネルギー消費部門を拡張し、都市ガスや灯油 

などの電力以外のエネルギー源について、気温影響を定量化する。 

    ■大阪府域を対象に、都市域の昇温が都市全体（民生・産業・交通）のエネルギ 

ー消費に及ぼす影響について検討する。 

【結果】[民生部門におけるエネルギー消費への気温影響] 

■住宅および業務建物の電力消費への気温影響については、夏季・冬季ともに日

中の気温感応度が高い。住宅においては、郊外と都心で顕著な違いが見られる。 

 
図 1-48 電力消費に関する時刻別気温感応度（左：夏季、右：冬季） 

 

■住宅の都市ガス消費への気温影響：ガス消費の多い時間帯は、気温感応度が高

く、消費の少ない日中は落ち込む。大阪市全体において通年気温が１℃上昇し

た場合、年間ガス消費量は 18.3 から 17.4[PJ/year]へ減少する。 
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図 1-49 住宅におけるガス消費に関する時刻別気温感応度 

 

■業務建物の都市ガス消費への気温影響：夏季は、事務施設の気温感応度が最も 

大きく、宿泊施設が最も小さい。冬季も事務施設の気温感応度が最も大きい。 

大阪市全体において通年気温が１℃上昇した場合、年間ガス消費量は 0.7  

[PJ/year]（3.0%）増加する。 

 

図 1-50 時刻別ガス消費量に関する業種別ガス消費気温感応度 

（左：事務施設、右：宿泊施設） 

 

■住宅の灯油消費への気温影響：大阪市全体において通年気温が１℃上昇した場

合、年間灯油消費量は 3.5[PJ/year](10.8%)減少する。 

 

図 1-51 住宅における月別灯油消費原単位と月平均気温との関係 
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    ■住宅の年間エネルギー消費への気温影響：大阪市内における年間合計変動割合 

は、夏季の増加が冬季の減少を上回り、0.4%の増加を示すのに対して、大阪市 

域外では、冬季の減少が上回り、0.7%の減少に相当することが示された。大阪

府全域では、0.4%の減少が見込まれた。 

 

図 1-52 気温 1℃上昇による年間エネルギー消費変動量（住宅） 

 

■業務建物の年間エネルギー消費への気温影響：年間合計変動割合は、いずれの 

地域においても、夏季の増加が冬季の減少を上回り、大阪市域で 2.2%増加する 

のに対して、大阪市域外では 1.9％の増加に相当することが示された。大阪府全 

域では、2.1％の増加が見込まれた。 

 

図 1-53 気温 1℃上昇による年間エネルギー消費変動量（業務） 

 

    ■民生部門全体のエネルギー消費への気温影響：年間合計変動割合は、大阪市域 

で 1.3％増加するが、大阪市域外では住宅の減少と業務建物の増加で、概ね相殺 

される。大阪府全域では、0.6％の増加が見込まれた。 
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図 1-54 気温 1℃上昇による年間エネルギー消費変動量（住宅＋業務） 

 

    [産業部門におけるエネルギー消費への気温影響] 

■エネルギー消費への気温影響に関しその影響は無視できる。 

    [運輸部門におけるエネルギー消費への気温影響] 

■年間合計変動割合は、夏季の増加と冬季の減少が打ち消しあうため、大阪府全 

域で 0.1%の増加に相当する。 

【考察】大阪府全域のエネルギー消費への気温影響は、年間・夏期双方のエネルギー消費

の変動量とも、民生が突出しており、産業部門は気温に感応しない。 

 年間変動量[PJ/year] 夏季変動量[PJ/year] 

民生部門 2.5 8.4 

運輸部門 0.2 0.6 

合計 2.7 9.0 

 

  
図 1-55 大阪府全域の各部門のエネルギー消費変動量（左：年間、右：夏季） 

 
４．『Estimating the ecological footprint of the heat island effect over Athens, Greece』

(SANTAMOURIS M., PARAPONIARIS K., MIHALAKAKOU G.)(Climatic Change、
2007 年)[ギリシア・アテネにおけるヒートアイランド効果のエコロジカルフットプリ

ントの評価] 
【目的】アテネにおけるヒートアイランド現象による環境への直接・間接的影響を評価し、 
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エネルギー消費への影響を計算する。 
【方法】大アテネ地域27を対象に、ヒートアイランド現象によって増加したエコロジカルフ 

ットプリントによる評価を行う。この評価は、全都市にわたるヒートアイランド 

現象に関連する冷房の需要増加を計算し、エネルギーを環境コストに転換するこ 

とで求められる。使用したデータは、1997、98 年の 2年間分の、23地点の大アテ 

ネ地域の、周辺温度と相対湿度のデータで、エコロジカルフットプリントによる 

評価には、その中から市内の 5か所のデータを抽出する。冷房需要の算出には、 

SUMMER BUILDING エネルギーシミュレーションプログラムを使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-56 測定地点を示した地図 

 

【結果】 

(最大可能性値) 1997 1998 

ヒートアイランドエネルギーコスト（kWh/㎡） 33.2 29.0 

全アテネヒートアイランドエネルギーコスト(GWh) 1,540.5 1,345.6 

CO2 排出量（Mtn） 4,621 4,036 

ヒートアイランド現象によるエコロジカルフットプリント（ha） 901,180 787,176 

 

    ギリシャのエアコンの普及率 11.2％28(1999 年）を考慮した実際値 

 1997 1998 

全アテネヒートアイランドエネルギーコスト(GWh) 120.7 105.5 

CO2 排出量（Mtn） 0.362 0.316 

ヒートアイランド現象によるエコロジカルフットプリント（ha） 70,562 61,714 

 

                                                   
27 Greater Athens Area(GAA)は、ギリシャ本島の南東端にあり、その中心は 450 ㎢のアテネ盆地。8.000

人／㎢の高い人口密度である。気候は地中海性気候で 1月の平均気温は 9.3℃、7月の平均気温は 27℃、

年間降水量 376mm、年間日射時間 2,884 時間という気候特性をもつ。 
28 最大冷房需要の約 70％を賄っている。 
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【考察】ヒートアイランド現象によって増加したエコロジカルフットプリントは、アテネ

市自治体面積 40,000ha の 1.5～2倍。増加最大可能性値の場合は 20倍となる。 

【その他の考察】■世界の平均エコロジカルフットプリントは、1人あたり 2.3ha（1999） 

で、これは地球の生物学的能力 1.90ha より 20％多い29。 

        ■世界のエコロジカルフットプリントは、135 億 global ha(2001)で、1 

人あたり 2.2global ha30。 

        ■生物圏には、地球表面の約 4分の１にあたる 113 億 ha の生物学的に生 

産可能な土地がある（2001)31。 

        ■トロント（カナダ）のエコロジカルフットプリントは、7.6ha／person 

で全体では、18,126,000ha でこれは実際のトロント市（63,000）の 288 

倍にあたる。 

        ■バンクーバー（カナダ）のエコロジカルフットプリントは、3,634,000ha 

で実際の 319 倍。 

 
５．『民生部門エネルギー消費に対する気温影響の地域特性評価』（橋本早紀、二浦尾友佳

子、鳴海大典、下田吉之、水野稔）（日本建築学会大会講演梗概集、2006 年） 
【目的】民生部門エネルギー消費の気温影響に関する地域特性を定量評価する。 

【方法】各都市（札幌、仙台、金沢、横浜、東京都、名古屋、大阪、福岡）について月別 

エネルギー源別エネルギー消費と気温の散布図を作成し、回帰直線の傾きから気 

温感応度を求め、通年気温が 1℃上昇した場合に変動する、民生エネルギー消費の 

変動量を求める。 

【結果】■業務部門より家庭部門で地域性がある。 

    ■通年気温が 1℃上昇したと仮定した場合の民生エネルギー消費の変動量は、対象 

都市のうち、大阪と福岡で増加した。これは、家庭部門での冬季の変動量が民 

生部門全体の変動に大きく影響するため、札幌など灯油気温感応度の構成割合 

が大きい都市では冬季気温感応度が大きいためと考えられる。 

                                                   
29 WWF’s Living Planet Report 2002. 
30 Global ha とは、その生物学的生産能力が世界平均と同等の ha のことをいう。WWF’s Living Planet 
Report 2004. 
31 WWF’s Living Planet Report 2004. 
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図 1-57 家庭部門における気温感応度 

 

   
   図 1-58 業務部門における気温感応度   図 1-59 民生部門での年間変動度 

 
６．『東京の事務所街区における電力需要の湿度依存性』（井原智彦、佐藤貴文、玄地裕、

山口和貴、遠藤康之）（エネルギー・資源学会研究発表会講演論文集、2006 年） 
【目的】外気湿度とエネルギー需要の関係に着目し、外気湿度も独立に電力需要に影響を 

与えることを定量的に示す。 

【方法】①東京 23区の事務所街区において実測電力消費データを用いて湿度との解析を 

行い、湿度に対する電力需要の感応度を算出する。 
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②算出した感応度がヒートアイランド対策の評価に用いられてきた数値シミュレ

ーションモデルでも再現可能かどうか検証する。 

【結果】①東京の事務所街区では、外気湿度１g/kg 上昇に対し、建築物内の床面積あた 

り電力需要は、1～3 W/㎡程度増加した。 

    ②各種ヒートアイランド対策の評価に用いられる CM-BEN32は、エネルギー消費の年 

間積算値は評価できるが、温湿度に対する電力感応度を算出するために必要な 

時間別評価に関する精度が未だ不十分であることがわかった。 

 

 
図 1-60 外気湿度と電力需要の関係（平日 14 時） 

 

７．『気温変化が大阪府域におけるエネルギー消費へ及ぼす影響』（二浦尾友佳子、鳴海大

典、下田吉之、水野稔）（エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス講演論文集、

2006 年） 
【目的】大阪府全体におけるエネルギー消費へ気温変化が及ぼす影響について報告する。 

【方法】民生部門エネルギー消費への気温影響に加え、産業および運輸部門におけるエ 

ネルギー消費への気温影響を明らかにする。 

【結果】■年間エネルギー消費は住宅では減少し、業務建物では増加、民生エネルギー消 

費全体では増加する。 

■産業部門では、気温変化によるエネルギー消費の変動は極めて小さく、その影

響は無視できる。 

■運輸部門では若干増加するが、民生部門に比べて影響は非常に小さい。 

■府全体では、通年気温が 1℃上昇した場合、3部門合計の年間エネルギー消費の

変動は、年間エネルギー消費全体の約 0.3 %となる。 

 
                                                   
32 CM-BEN とは都市気象‐ビルエネルギー連成モデルである。 
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８．『被害算定型 LCIA 手法によるヒートアイランド現象の環境影響評価（その２）民生エ

ネルギー消費に与える影響評価と他の環境問題との定量的比較』（玄地裕、南拓郎、井

原智彦）（日本建築学会大会学術講演梗概集、2006 年） 
【目的】東京 23 区を対象として、ヒートアイランド現象によるエネルギー消費に対する環 

境影響を定量化した。 

【方法】（その１）で定量化した健康影響とあわせて、ヒートアイランド現象の環境影響 

について保護対象ごとの定量的な比較を行い（LIME[日本版被害算定型環境影響評 

価手法]）、ヒートアイランド対策についての考え方をまとめる。 

【結果】■熱ストレスは、1.14×109円、寒冷ストレスは－8.05×109円、熱中症は 3.74× 

10８円、エネルギー消費は－1.24×109円、合計＝－7.78×109円と定量化された。 

    ■通年評価すると冬季の影響が大きく、環境影響はマイナスとなる。 

【考察】■環境影響分野としては、保護対象（人間健康、社会資産、生物多様性、一次生 

産量）のうち、エネルギー価格に起因する社会資産としての影響が最も大きい。 

■夏季には環境影響が発生するが、冬季には改善効果が大きく、通年では環境改

善として作用する。 

■ヒートアイランド対策として冬季の気温低下を招く対策は有効ではない。 

 

    

  

図 1-61 エネルギー消費による環境影響 
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２）ヒートアイランド対策のエネルギー消費削減効果 
９．『ヒートアイランド対策の省エネルギー性能評価に関する研究』（中島広司、鳴海大典、

下田吉之）（第 26 回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス講演論文集、2010
年） 

【目的】戸建住宅における各種対策技術のヒートアイランド緩和効果及びエネルギー消費

削減効果を、シミュレーションモデルにより算定し、また各種対策技術の持つ特

徴を把握する。 
【方法】Science-vent33に改良を加えたシミュレーションモデルを用いて、各種対策技術の

評価を行う。評価の際は、ヒートアイランドに対する影響に関しては、各種対策

技術を導入した際の顕熱フラックスの変化量をヒートアイランド緩和効果とし、

エネルギー消費に関しては、対策を導入した際の空調消費エネルギー及び給湯消

費エネルギーの変化量を算出する。 
     対象建物は日本建築学会標準戸建住宅で、断熱性能は無断熱・旧基準・次世代 
    基準の３パターン、構造は木造と RC 造の２パターンで計算を行う。世帯構成は、 
    夫婦（勤め人男、専業主婦）と子ども 2 人（高校生と中学生）の 4 人家族で、在 

室・発熱スケジュールは、生活スケジュール自動作成プログラム「SCHEDULE」 
に基づく。気象条件は、拡張アメダス気象データ（1981~2000 年）の標準年の大 
阪市におけるデータを用いた。 

     評価の対象とした対策技術：高反射屋上、屋上緑化、屋根散水、潜熱回収型給

湯器（LHB）、自然冷媒ヒートポンプ給湯器（CO2HP）、固体高分子型燃料電池

（PEFC）、個体酸化型燃料電池（SOFC）、太陽光発電 
【結果】■夏期、冬期両方において、ヒートアイランドに対して効果のある対策群と省エ

ネルギーに対して効果のある対策群に二分される形となった。 
    ■図 1-62 左より、屋根散水が最も顕熱フラックス削減効果が大きく、蒸発効果に

よる屋根面温度低下がきいていると考えられる。 
    ■高反射屋上の年間一次エネルギー消費削減効果がほぼゼロに近い値を示してい

るが、これは夏期の省エネルギー効果と冬期のエネルギー消費の増加影響が互

いに相殺しあっている結果である。 
    ■夏期においては、ヒートアイランド緩和と省エネルギーの両方を達成する対策

が導入されることが望ましいが、今回の評価ではそのような対策はなかった。 

                                                   
33 Science-Vent とは、居住者の室内環境調節行為を考慮した住宅の空調・照明エネルギー消費予測モデル

のことで、自然通風や昼光照明、植栽配置など、建物と外部環境との連係を意識した対応策の性能評価に

用いられる[大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻下田研究室

HP(http://www.see.eng.osaka-u.ac.jp/seeue/seeue/program5.html)参照]。 
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図 1-62 各種対策技術の評価図 

（*顕熱フラックス：晴天日時間平均値[左：夏、右：冬]、エネルギー消費：年間積算値） 

（*太陽光発電のみ、一次エネルギー消費削減量ではなく発電量を示している） 

 
【考察】■ヒートアイランド対策（屋根散水、屋上緑化、高反射屋上）がエネルギー消費

に及ぼす影響をみると、わずかにエネルギー消費を増加させる可能性があるも

ののその大きさは小さく、エネルギー消費に対して悪影響を及ぼすことはほと

んどないに等しい。また、省エネルギー対策（燃料電池、太陽光発電）が顕熱

フラックス増加につながる可能性はあるものの、その影響は小さい。このこと

から、１つの対策で顕熱フラックス削減と省エネルギーを達成しようとするの

ではなく、ヒートアイランド対策、省エネルギー対策をそれぞれ別個に考えて

対策導入していくことが望ましい。 
    ■冬季のヒートアイランド緩和は、エネルギー消費の増加につながる可能性があ

り、特に高反射屋上と CO2HP は対策群の中でも高い顕熱フラックス削減効果

を示しているため、導入の際に留意する必要がある。 
 

１０．『ヒートアイランドと地球温暖化の双方に配慮したまちづくりに関する研究（その２） 
ヒートアイランド熱負荷とエネルギー消費の評価結果』（中島広司、鳴海大典、下田

吉之）（日本建築学会大会学術講演梗概集、2008 年） 
【目的】ヒートアイランドと地球温暖化の双方に配慮したまちづくりの在り方を検討する。 

【方法】大阪市東住吉区の戸建密集住宅街区を対象とするシナリオスタディを行い、各将

来シナリオ（現状・Bau・個別対策・街区対策）の評価とその結果を示す。 

■ヒートアイランド対策を 4グループに分ける34。 

                                                   
34 グループ分けの目的は、ヒートアイランド対策が地球温暖化にも貢献する（もしくは悪影響を及ぼさな
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     グループ１：適用条件によってはエネルギー消費量の増加を引き起こす可能性 

のあるヒートアイランド対策 

     グループ２：直接的にはエネルギー消費量の増加を引き起こす可能性のないヒ 

ートアイランド対策 

     グループ３：適用条件によってはヒートアイランドに悪影響を及ぼす可能性の 

ある地球温暖化対策 

     グループ４：直接的には相互影響の小さい対策 

     ⇒グループ２と４に分類される対策のみを選択し、選択したヒートアイランド 

対策を図 1-64 の順に導入する。 

  

図 1-63 各種対策のグループ化     図 1-64 対策導入フロー 

 

【結果】[大阪府の熱帯夜日数３割減目標と同等の熱環境緩和とされる、夜間（19時～7時） 

を通して 18ｗ/㎡のヒートアイランド熱負荷削減を目標とした場合] 

■ヒートアイランド熱負荷については、個別・街区シナリオとも大きく削減され

る。また、STEP3 の屋根散水を実施した時点で削減目標値を達成する。個別の達

成率では、表面被覆対策の貢献率は基本的に高く、人工排熱対策は高いものと

低いものが混在している。空冷ヒートポンプ型給湯器は夜間運転のため、目標

達成に大きく寄与している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
い）対策を選定する。 
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表 1-11 シナリオ別のヒートアイランド熱負荷削減目標達成率 

 

 

[シナリオ別のヒートアイランド熱負荷削減効果]35 

   ■対策実施前段階で、街区シナリオだけが集合化の影響（集合化による空き地の創 

造、緑化）を受け、この時点で大幅なエネルギー消費削減が達成される。 

■STEP1 段階では、個別対策シナリオで削減され、Bau シナリオと差がでた。街区対

策シナリオにおいても大きくエネルギー消費量が削減された。 

■STEP3 段階では全体として大きなエネルギー消費削減効果はない（冷房エネルギー

消費のみを削減する対策）。 

■トータルでは、BAU シナリオでは約７％削減（＝自然と進む機器性能と断熱性能の

向上による）、個別対策シナリオでは 26％削減（＝各種ヒートアイランド対策の導

入と新築建物の次世代基準化による）、街区対策シナリオでは 43％削減（＝世帯あ

たりエネルギー消費量の小さい集合住宅が増加することによる）される。 

   ■CO2 排出削減率は、BAU シナリオでは 7.7%、個別対策シナリオでは、25.4％、街区 

    対策シナリオでは、42.0％。 

 
１１．『ヒートアイランド緩和対策による気温変化がエネルギー消費に及ぼす影響』（二浦

尾友佳子、橋本早紀、鳴海大典、下田吉之、水野稔）（日本建築学会大会学術講演梗

概集、2006 年） 
【目的】ヒートアイランド緩和対策による気温変化がエネルギー消費へ及ぼす影響につい 

て検討を行う。ここでのヒートアイランド緩和対策は、①壁面および地表面の高 

反射化および、②空調屋外機水噴霧装置の設置である。 

【方法】都市熱環境評価モデルを用いて 1km メッシュにおける対策実施前の現況気温分布 

と対策適用後の気温分布を求め、この差をヒートアイランド緩和対策による気温 

変化幅と定義した。 

     ↓ 

  各メッシュにおける建物用途別延床面積×電力とガス消費に関する気温感応度＝ 

                                                   
35 エネルギー消費量については、世帯あたり年間１次エネルギー消費量を示す。STEP2、4、5 は直接的

なエネルギー消費量の変化はないので評価しない。 
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エネルギー消費に関する気温感応度のメッシュ総量とし、次にエネルギー消費に 

関する気温感応度×気温変化幅＝各メッシュにおけるエネルギー消費変動量を算 

出する。最後に、大阪府域に該当する全メッシュを積算し、大阪府全体のエネル 

ギー消費変動量を算出する。 

 

図 1-65 エネルギー消費への間接影響の算出方法 

 

【結果】■日中における気温低減幅の大きい高反射化は、業務中心地域のエネルギー消 

     費の削減に及ぼす影響が大きい。 

 

図 1-66 時刻別平均気温変化幅     図 1-67 エネルギー消費変動量と変動率 

（高反射化）             （高反射化） 

 

 

    ■夜間における気温低減幅の大きい空調屋外機水噴霧装置の設置は郊外住宅地 

域のエネルギー消費の削減に及ぼす影響が大きい。 
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図 1-68 時刻別平均気温変化幅      図 1-69 エネルギー消費変動量と変動率 

（屋外機水噴霧装置）         （屋外機水噴霧装置） 

 
１２．『事務所街区におけるヒートアイランド対策および省エネルギー対策導入による年間

気温・エネルギー消費変化の同時評価』（井原智彦、亀卦川幸浩、旭一岳、玄地裕、

近藤裕昭）（エネルギー・資源、2006 年） 
【目的】各種ヒートアイランド対策を導入した場合の通年シミュレーションを行い、熱環

境とエネルギー消費量の変化を、ヒートアイランド・地球温暖化の両面から評価

する。 
【方法】ヒートアイランド対策導入評価モデル（CM-BEN）[街区キャノピー気象モデル 

（CM）とビルエネルギー・排熱解析モデル（BEN）のサブモデル]（改良）を使用 
したシミュレーション。評価対象街区は、東京 23 区を分類し、その事務所街区の

分類の中から全街区平均に近い、千代田区九段北 1 丁目付近の街区を抽出、期間

は、2002 年 6 月 1 日 0 時～2003 年 6 月 1 日 0 時の 1 年間とした。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

図 1-70 CM-BEM の概略図 
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        [ヒートアイランド対策] 
①外壁面の湿潤化（光触媒コーディング） 

    ②外壁面の高アドベド化（高反射塗料） 
    ③空調排熱源の高所配置化（人工排熱源移動の対策） 
    ④ヒートシンク（地中熱源ヒートポンプ） 
    [省エネルギー対策] 
    ⑤外壁の高断熱化（断熱材） 
    ⑥内部発熱機器の高効率化 
    ⑦空調熱源の高効率化 
    ⑧自動車の省エネルギー 
    ⑨総合対策（湿潤化）[①の全面、⑤、⑥、⑦、⑧] 
    ⑩総合対策（高アルベド化）[②の全面、⑤、⑥、⑦、⑧] 
【結果】■主要なヒートアイランド対策として挙げられる湿潤化や高アルベド化の導入は

昼間 30℃以上の延べ時間数を 60 時間以上削減できる。 
■ヒートシンクによる気温低減効果も期待できる。 

    ■年間エネルギー消費量は、高アルベド化は平均的事務所街区では冷房需要減と

暖房需要増がほぼ相殺し、湿潤化は３％削減、ヒートシンクは１％の削減を見

込める。 
    ■各種の省エネルギー対策は、現状のトップランナーの 2 倍程度の省エネルギー

を図っても気温には影響しない。 
 

１３．『ヒートアイランド緩和策の気温低下効果とそのエネルギー消費量への影響』（平野

勇二郎）（日本建築学会環境系論文集、2005 年） 
【目的】東京都区部（23 区）全域を対象とし、夏季・冬季のそれぞれの典型日について、

地上緑化によりヒートアイランドを緩和した場合の気温低下効果とその空調・給

湯用エネルギー消費への影響を評価する。 
【方法】エネルギー消費原単位の気温感応度に基づくエネルギー消費量推定手法と気象モ 

デルによるシミュレーションを結び付けた解析を行う。緑化シナリオは、現状の 
緑被率約 13.4 ％、緑化後の緑被率約 25.2％（夏季・冬季とも 11.8%増加）、解析 
対象日は、夏季は 1999 年 7 月 29 日～8 月 1 日、冬季は 1999 年 2 月 1 日～2 月 3 
日。 
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図 1-71 本研究の評価方法の模式図 

 

【結果】■日中に最大で、夏季 0.7℃、冬季 0.2℃の気温低下効果があり、その結果、夏季

の業務部門の冷房用エネルギーが大きく減少、家庭部門では給湯用エネルギー

が増大するが、その分は相殺され、夏季の省エネルギー効果が上回る。 
    ■冬季は、両部門とも、エネルギー消費量は増大する。業務部門の増大分はほと 

んど暖房用だが、家庭部門では給湯用も無視できない（風呂が大きな割合を占 
めているため、気温の影響を受けやすい）。 

    ■緑化によるヒートアイランド緩和効果は、夏季・日中に強く生じるため、業務 
部門の冷房は強く影響を受ける。家庭部門は、日中の消費量自体が少なく、ピ

ークは夜間のため、業務部門よりも省エネルギー効果が生じにくい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1-72 現状と緑化後の時刻別エネルギー消費量とその差 

（上段：時刻別エネルギー消費量、 

下段：時刻別エネルギー消費量の差[緑化ケース－現状ケース]） 
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１．３ 気象への影響 
１）集中豪雨 
（１）数値計算 
１．『都市気候モデリング研究の取り組みと今後の課題』（日下博幸）（天気 55(4)、2008 年） 
【目的】都市気象モデリング研究のこれまでの取り組みと今後の課題をまとめる。 
【方法】既存論文のレビュー。 
【結果】■熱収支モデルは、モデルの取り扱うスケール、とりわけモデルの解像度に大き

く依存する。 
.表 1-12 都市気候モデル 

 
 

■ヒートアイランド循環モデルについて、1970 年代のモデルのほとんどは定常状

態の再現を目的としていた（2 次元渦度方程式モデル、海陸風モデルをベースに

した 2 次元静力学モデルなど）。その後、2 次元モデルによる理想化シミュレー

ションが行われた。これは、現象のメカニズムを理解しやすく、理論的な研究

に適している。 
■３次元モデルを用いたヒートアイランドのシミュレーションは、1990 年代以降

に広く行われるようになった。1990 年代は静力学平衡を仮定した静力学モデル

が主流、現在は、非静力学モデルが主流。 
■上述のモデルでは、都市の効果は粗度やアルベドといった地表面パラメータで

表現されてきたが、夜間の冷却率を過大評価する問題点があった。それを解決

するため、都市の凹凸効果をより物理的にパラメタライズした都市キャノピー

モデルが開発された。 
    ■課題として、①数値モデルの検証データとしての観測値の空間代表性の問題、

②乱流モデルをはじめとする物理モデルの適用限界の問題、③カオスの顕在化

による予報可能性の問題、④各々異なるタイプの乱流モデルを採用している気

象モデルと CFD モデルの結合方法の問題がある。 
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２．『The Effect of Changes of Urban Surfaces on Rainfall Phenomenon as Determined  
by a Non-Hydrostatic Mesoscale Model ）（ MATHESON, Mark A., ASHIE  
Yasunobu）（Journal of the Meteorological Society of Japan, Vol. 86, No.5、2008 年）

[降水状況におよぼす市街地表面の変化による影響―非静力学メソスケールモデルに

よる解明] 

【目的】都市における土地表面変化が降雨に及ぼす影響を明らかにする。 
【方法】非静力学メソスケールモデルである LOCALS36を用いて、市街地表面の変化の降

雨に対する影響を研究する。 
     現在の都市における土地表面と仮説的に植林された土地表面の双方でモデルシ

ミュレーションを行った。2003 年 8 月 5 日（①：都市域の上空で降雨が発生した）

と 2001 年 7 月 25 日（②：都市域より離れたところで降雨が発生した、その降水

雲の空気は、降雨前に都市域に移流した）の 2 つのサンプルケースにおいて、詳

細な分析を行った。 
【結果】■①都市表面が熱くなり、それが都市境界層の高さを上昇させ、結果都市域にお

ける降雨量を増加させた。このことから、①のケースでは都市表面タイプの存

在が降雨を強化したことがわかった。 
    ■②都市中心部より離れたところに降水雲を形成し、降雨をもたらした空気は、 
     低湿で、降雨をもたらす前に、都市域に移流し、結果、都市域における降雨量 
     をわずかに減少させた。②のケースでは都市表面タイプの存在は都市境界層の 

湿度を下げ、降雨をわずかではあるが、減少させたことがわかった。 
■都市域における土地表面タイプの変化は、都市における降雨を増加させる要素

と、減少させる要素を併せもっている。 
 
３．『最新のメソ気象モデルと都市気象への応用』（日下博幸、大橋雄太）（日本風工学会誌

第 112 号、2007 年） 
【目的】最新のメソスケール気象モデルの開発の現状について、WRF モデルを例にして解

説する。また、都市大気環境シミュレーションへの研究例を紹介する。 
【方法】既存研究のレビュー。 
【結果】[ARW(Advance Research WRF)モデルについて] 
    ■ARW の基礎方程式は、運動方程式・連続の式・熱の保存式・混合比の保存式か

らなり、地形に沿った質量座標系（静力学気圧座標系）で記述されている（＝

WRF モデルは完全圧縮の非静力モデル）。 

                                                   
36 LOCALS（Local Circulation Assessment and Prediction System）は、完全圧縮方程式系で、静力学、

非静力学のどちらにも使い分けることができる。降水過程は、Lin の COLDRAIN モデルを基礎としてお

り、雲水・雨・雲氷・雪・雹を考慮出来る。初期条件・境界条件は、気象庁が数値予報に用いている RSM
（Regional Spectral Model）のデータを用いる。これは、緯度方向 0.2 度、経度方向 0.25 度格子の解像度

である。 
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    ■WRF モデルは、CFD 分野で利用されている非定常の RANS 系モデルと似てい

るように見えるが、以下の点で異なり、都市気象研究の有力なツールになると

期待されている。 
●水蒸気、雲水、雨水、幸、郡、雹などの予報方程式からなる雲物理モデル、

日射量や大気放射量を計算する放射モデル、地表面温度、土壌水分量、積雪

量、地表面フラックスを計算する地表面モデルなど、気象に関わる様々な物

理モデルが導入されている点。 
●地球の曲率などを考慮している点。 
●マイクロスケールシミュレーション用としてスマゴリンスキーモデルも活用

できる点。 
●変分原理を用いたデータ同化システムを保有している点。 

[WRF モデルの都市気象への応用] 
●今までの数値モデルは、一般風が弱い好天静穏日を対象としたものであった

が、WRF は初期値・境界値に客観解析値を用いることで、実際の期間を連続

的に計算することができ、より現在の大気条件下における chain flow の再現

が可能となった。 
●2006 年 12 月に WRF のバージョン 2.2 がリリースされ、ここに、改良された

都市キャノピーモデルが採用されている。ここに都市モデルを導入すると、

気温分布と気温の日変化だけでなく、地上風系、地上風の日変化、大気境界

層の鉛直構造などの再現精度も向上するといわれている。 
    ■研究の流れは高解像度化に向かって進んでいるのが現状だが、そこには２つの

課題がある。１つは、Terra Incognita（未踏の大地）の問題、もう１つは、予

測可能性におけるカオス性の問題である。 
     ●Terra Incognita（未踏の大地）の問題：未踏の大地とは、乱流スケールＬと

格子間隔のオーダーが等しくなるスケールのことを指すが、これを征服する

には、現在の計算機でも実行可能な解像度（100m 程度）でサーマルのような

ものを適切に表現できるモデルを構築するか、10m 程度の空間分解能を持つ

LES モデルを走らせることができる計算機の出現を待つ、の２つの道がある。 
     ●カオス性の問題：シミュレーション結果にカオス的な性質が残るため、同条

件で計算しても微細な初期値の差によって大きく結果が異なってしまう問題

で、特に降水のような非線形性の強い現象に対してより顕著に現れると思わ

れる。 
 
４．『都市環境が都市型集中豪雨に及ぼす影響の評価』（伊藤洋太郎、茂木耕作、相馬一義、

萬和明、田中賢治、池淵周一）（京都大学防災研究所年報、2007 年） 
【目的】練馬豪雨を通して、都市環境を創り出している 3 要素（都市の土地被覆、人工排 
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熱、建物分布）がどのように降水に影響しているのかを検討する。 

 
図 1-73 練馬豪雨時のアメダスによる 21 日 12～14 時の平均気温・風分布（左図） 

とレーダーアメダスによる 21日 15～18 時の 3時間積算降水量分布（右図） 

 

【方法】大気陸面結合モデル CReSiBUC[雲解像の非静力学数値気象モデル CReSS に陸面 
状態を詳細に考慮できる陸面過程モデル SiBUC を導入したもの]を用いて、都市 
環境が大気に与える影響を検討する。 

 
図 1-74 SiBUC における都市キャニオン（左図）と建物要素（右図） 

 
【結果】練馬豪雨に対して、3 つのそれぞれの要素が生み出す熱的効果および力学的効果が 

降水に影響を及ぼす。 
【考察】都市の分布の違いが熱的効果として大気に伝播し、下層の収束場を変化させ、強

雨域の形成位置に著しい影響を及ぼすことを示唆している。つまり、都市の有無

や土地被覆の面積率の大きさによって、ヒートアイランドを通した下層大気加熱

の度合いが変化し、その結果として降水の発生位置がずれたものと解釈できる。 
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５．『次世代のメソスケール気象モデル WRF を用いた平成 16 年新潟・福島豪雨のシミュレ

ーション』（日下博幸, 平口博丸, 和田浩治）（電力中央研究所報告 N05070、2006 年） 
【目的】WRF を用いて平成 16 年に発生した新潟・福島豪雨の再現計算を行い、その有用

性を評価し、豪雨の再現に対するモデルと初期値の影響を比較評価する。 
【方法】WRF を用いて、気象庁の東アジア領域気象モデル RSM で予測できなかった梅雨

前線性の豪雨の再現計算を行う。この際の初期値は、気象庁の解析値と米国大気

海洋庁の解析値から作成した 2 種類の初期値を用いた。さらに、WRF と現世代の

メソスケール気象モデル MM5 の計算結果を相互比較した。 
【結果】■表 1-13 に示すように、まず、WRF モデルの概要を、他のメソスケールモデル

等と比較して示した。 
■気象庁の東アジア解析データを初期値に用いた場合、WRF は RSM 同様、豪雨

を再現出来なかった。降水分布も観測と大きく異なった。 
    ■米国気象庁の全球解析データを初期値に用いた場合、WRF は 3 時間で 100mm

を超す豪雨を再現できた。豪雨の位置と降水分布も良好に再現した。 
    ■上記 2 点より、豪雨の再現精度は、初期時刻における水蒸気量の分布に大きく

依存することが示唆された。 
    ■米国気象庁の全球解析データを初期値に用いた MM5 の結果は、WRF の結果と

類似した。 
    ■上記 4 点の結果、局地豪雨の予測・再現を行う場合、データ同化などによる初

期値の精度向上が重要な課題であることがわかった。 
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表 1-13 WRF および国内で用いられているメソスケールモデルと現業モデルの概要 
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（２）発生メカニズム解析 
６．『夏季晴天時に東京都心で発生する積乱雲(1)』（小林文明、今井真希、小川由佳）（大気

電気学会誌 VOL.1 NO.2、2007 年） 
【目的】1999 年以降、都心で発生・発達する積乱雲の構造を明らかにする。 
【方法】2004 年 8 月 10 日の都心で孤立した積乱雲が発達した事例についてのドップラー

レーダー37、ドップラーソーダ38等を用いた特別観測。①横須賀における、ドップ

ラーレーダーとビデオの連続観測、ドップラーソーダ及び自動気象観測装置（ウ

ェザーステーション）の使用、②都内周辺 7 地点のドップラーソーダによる観測、

③地上データは、気象官署およびアメダス、高密度気象観測システム(METROS)
のデータ。 

【結果】■夏型の気圧配置で一般風は弱かった。レーダーエコーは練馬付近で 11:59 に高度 
2~4km で確認され、12:40~50 に最盛期を迎えた。最盛期のエコー頂は 10km を 
超え、寿命は約 2 時間。この積乱雲の負極性落雷が 5 回観測された。また、こ

の積乱雲に伴って、20mm/10min を超える降水が観測された。 

 

図 1-75 2004 年 8月 10 の積乱雲の時間変化 

（防衛大から真北を撮影した雲画像[上段]、ドップラーレーダーによるエコーの分布[中段]、 

エコーCの拡大図[下段]、a:ファーストエコー、b: 発達期、C:成熟期、d:衰退期、 

●は新宿の位置、―は LLS による落雷位置を示す) 

 

 

                                                   
37 ドップラーレーダーとは、雨や雪などの降水粒子の電波を反射する性質を利用した装置で、パラボラア

ンテナからビーム状の電波を発射し、降水粒子にあたって返ってきた反射波を信号処理することで降水強

度や風の３次元的な挙動を知ることができる（気象庁気象研究所）。 
38 ウィンドプロファイラは、地上から上空に向けて電波を発射し、大気中の風の乱れなどによって散乱さ

れ戻ってくる電波を受信・処理することで、上空に風向風速を測定する。「ウィンド（風）のプロファイル

（横顔・輪郭・側面図）を描くもの」という意味の合成語である（気象庁）。 
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    ■レーダー内で 9 つのファーストエコーが発生し、そのうち 3 つが都心で発生し

ていた。山岳域と比較すると、発生高度および再盛期のエコー頂高度が相対的

に高くなっていた。特に、新宿周辺で局地的な降水をもたらした積乱雲は、最

もエコー頂が高く、10km に達した。 

 
図 1-76 2004 年 8月 10 日のファーストエコー発生位置 

（図中の棒はファーストエコー発生高度とエコートップを示す） 

 

【考察】大規模な風の収束は確認できず、地上の局地的な低圧部に伴う風のシアー（収束）

ラインがトリガーとなって発生し、東京湾からの海風前線によって発達した。 
 
７．『夏季晴天時に東京都心周辺で形成される熱的低気圧』（小林文明、今井真希、小川由

佳、菅原広史、石井康一郎）（日本気象学会大会講演予稿集 91、2007 年） 
【目的】都心で形成される局地的な低圧部の特徴を明らかにする。 
【方法】2004 年 8 月 10 日の事例解析を行う。 
【結果】■積乱雲（ファーストエコー）の発生と水平スケール 30km 程度の局地的な低圧

部、地上のシアーラインが、位置・時刻とも対応していた。都心の低圧部はご

く局地的であった（図 1-77 の局地天気図参照）。また、相対的に大規模な海風

の収束は見られなかった。 
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図 1-77 2004 年 8月 10 日 12 時の局地天気図 

 
■2004 年 7～8 月の夏型、大手町の最高気温が 30℃以上、風速 5m/s 以下の晴れ

の日（26 日間）の平均的な場の解析の結果、ほとんどの日で東京北部から埼玉

南部にかけて、局地的低圧部が形成されていた。この低圧部の形成はほぼ 12JST
前後、寿命は 1~2 時間程度であった。 

    ■低圧部に伴う、明瞭な風のシアーを 26 日間のうちの 5 日間を解析すると、シア

ーラインは低圧部の中心付近（成増～練馬）で形成されていた。このシアーの

有無については、内陸の温度上昇（気圧の低下量）の違いが影響している可能

性がある。 

 

図 1-78 シアーラインが形成された日の平均場 

（破線がシアーラインを指す） 
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８．『ヒートアイランドが降水におよぼす影響：東京周辺における積乱雲の発達（日本気象

学会 2003 年度春季大会シンポジウム「ヒートアイランド-熱帯夜の熱収支」の報告）』

（小林文明）（天気 51、2004 年） 
【既存知見】都市によるヒートアイランドは熱対流を形成し、また凝結核が増加すること

で雲量や降水が増加する。 
【目的】東京周辺で観られる積乱雲の観測的事実を紹介し、問題点や課題を明らかにする。 
【方法】既往研究のレビュー。 
【結果】■環八雲の形成には、海風の収束が重要である。 
     →晴天積雲がその後どのような過程で巨大な積乱雲にまで成長するのか。 
    ■夏型の日に東京周辺の平野における積乱雲の発生要因は、加熱された地表面と

海風が浸入した相対的低温域による温度コントラストすなわち地表面の部分加

熱による熱雷と言える。 
     →都市からの熱や水蒸気輸送が積乱雲発生にどの程度寄与しているのか。 
     →地表付近の気流の収束によりどの程度の上昇流が形成されるのか。 

■積乱雲の発生時刻は、午後から夕方で、特に平野部で発達する積乱雲は 12~15
時に集中する。平野部では一度発生すると発達しやすく、急成長、長続きする

巨大積乱雲にまで成長する傾向にある（ファーストエコーが巨大積乱雲に成長

する割合は、丹沢では約１％程度に対して、都心周辺では約 10％に達する）。 
【考察】今後の課題としては、地形を含んだ局地風の収束や周囲の積乱雲との相互作用、

ヒートアイランドによる加熱強化などの要因がどのように寄与しているかを定量

的に見積もる必要が挙げられる。 
【その他考察】都市防災の観点から防災マップのような各地域に応じた情報を提供するこ

とが求められている。 
 
９．『東京 23区における夏季高温日午後の短時間強雨に先立つ地上風系の特徴』（藤部文昭、

坂上公平、中鉢幸悦、山下浩史）（天気 49(5)、2002 年） 
【目的】東京 23 区で夏の高温日の午後に起こる短時間豪雨について、その発生に先立つ地

上風系の特徴や風系と降水系との対応関係を明らかにする。 
【方法】7 年間（1994~2000 年）のアメダス資料と 6 年間の東京都大気汚染常時監視測定

局の資料および 4 年間のレーダーエコー資料を使って調べる。解析対象は、23 区

内で日最高気温が 30℃以上になり午後に 20mm／時以上の降水が観測された場合

とした。 
【結果】■解析対象は、7 年間に 16 件あり（台風時の 1 例を除く）、そのうち 12 件では強

雨発生に先立って、鹿島灘沿岸から吹く東寄りの風と相模湾沿岸から吹く南寄

りの風とが東京付近で収束するパタン（E-S 型）になっていた。 
    ■上記パタンにおいて東京付近には 10~20km スケールの収束域が１つないし複
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数個あり、その後降水系が発達した場所はこれらのうちのどれかに対応してい

た。 
    ■E-S 型の風系は、晴天日でも東風が吹きやすい気圧配置のもとで現れることがあ

り、関東平野に現れる多様な海風パタンの１つである。強雨日は晴天日に比べ

対流圏下～中層が湿っていて、K-index39や可降水量40が大きい傾向が認められ

た。 

 
図 1-79 E-S 型風系日における各種の安定度指数のヒストグラム 

（SSI は値が小さいほど、他の３つは大きいほど不安定傾向であることを表す） 

 

    ■E-S 型は 23 区の短時間強雨のうちでも高温日の午後に起こるものに特有の風系

パタンであることがわかった。気温分布をみると、E-S 型風系のもとでは東風域

も南風域も海岸から内陸へはいるほど昇温し、東京付近から北西にむかって高

温の領域が伸びている。ただし、降雨発生前になると北西部では降水に伴って

気温が下がり、23 区付近が最も高温になる。 

                                                   
39 K-index（K 指数）は地磁気変動の活動程度を表わす指数の 1 つで、１日を 3 時間ごと 8 区間に分け、

各区間において地磁気活動が静かな日の日変化曲線からのずれの程度を準対数目盛で表し 0~9 の 10 階級

に分けたものである（気象庁地磁気観測所）。 
40 大気中に含みうる水蒸気量（気象庁）。 
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図 1-80 2000 年 7月 4日のアメダスによる地上風・地上気温（等温線は 1℃ごと） 

およびレーダーエコー 

[(a)16 時頃から相模湾沿岸周辺の風が南西寄りになり、これと東～東北東風との間の収束が 23

区付近で強まる、(b)東京に強雨をもたらした降水系は 17 時以降にこの収束域付近で発達したも

のであり、その位置は内陸から近づくマクロな降水系の前面にあたっていた、(c-d)その後、こ

の降水系に 23 区上空の降水系が追い付かれて一体化し、都心に激しい雨をもたらした] 

 
 
（３）気象データ解析 
１０．『東京都周辺域における都市環境が降水に及ぼす影響』（白木洋平、樋口篤志、近藤

昭彦）（環境科学会誌 22（3）、2009 年） 
【目的】都市の熱環境と都市構造が近年増加傾向にある都市の対流性降雨に与える影響の 

評価を行う。 

【方法】東京都および埼玉県南部計 51市区町村を対象として、平均化された地表面温度 

データ（NOAA-14/AVHRR から算出）および都市構造と降雨回数との関係につい

て相関分析を行う。用いた都市構造パラメータは、熱的特性値、人工排熱、緑被

率、海からの平均距離、平均標高、建物構造パラメータ、水域面積の割合である。 

【結果】■昼間では、30mm/h 以上の降雨回数と各都市構造パラメータとの間に、熱的特 
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     性値、建物高度、粗度、人工排熱、緑被率、海からの平均距離に相関関係がみ 

られた。 

 

表 1-14 昼間（12時から 18時）における 

地表面温度・都市構造パラメータと降雨回数の相関関係 

 

 

■夜間は、明確な関係を確認することができなかった。 

 

表 1-15 夜間（18時から 24時）における 

地表面温度・都市構造パラメータと降雨回数の相関関係 

 

 

【考察】12～18 時（昼間）、15～21 時・18～24 時（夜間）のコンポジットしたレーダーア

メダス（30mm/h 以上の降雨回数）の空間分布より、西方の時間降雨回数が東に移

動しているため、本対象地域では、昼間は都市化の影響を受けているが、夜間に

なるにつれ、西方から移動してきた降水システムの影響を受けていることが示唆

される。 



 80 

 
図 1-81 コンポジットしたレーダー・アメダスの 30mm/h 以上の降雨回数の空間分布 

（５段階に分類：上から 12-18 時、15-21 時、18-24 時） 

 
１１．『東京都心における暖候期午後の短時間降水の増加傾向―118 年間の毎時資料による

解析―』（藤部文昭、戸川裕樹、阪田正明）（気象学会大会講演予稿集 94、2008 年） 
【目的】降水に対する都市効果の検証を行う。 
【方法】118 年間（1890~2007 年）の毎時降水資料を使い、東京の短時間降水の長期変化

を調べる。また、アメダス使用から降水の空間偏差を求め、長期変化の特徴と比

べる。 
【結果】■非継続的降水41については、年々変動は大きいが、期間全体としては増加傾向に

                                                   
41 前 6 時間の降水量が 1mm 未満の場合。 
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ある。増加率は 48％（100 年）であり、5％水準で有意である。また、この増加

は、東京では暖候期の午後に限られ、その他の季節・時間帯には経年変化は小

さい。 
    ■降水の空間偏差についても、非継続的降水の増加と同様の特徴が見られる。 
【考察】暖候期午後の非継続的降水の増加傾向や空間偏差は、都市大気の熱含量の偏差が 

暖候期の昼間に大きいことと符号しており、それを反映した変化であると考えら 
れる。 

 
図 1-82 東京の非継続的降水の経年変化 

（6～8月の 17 時～23 時、年々の値：縦棒、その 11 年 

移動平均：黒線、および 1次トレンド：赤線） 

 
１２．『神田川流域で近年浸水被害を生じた降雨の特徴について』（木内豪、宮本守）（水循 

環、2007 年） 
【目的】東京首都圏における集中豪雨に関する理解を深めるとともに、水害をもたらした 

集中豪雨の特徴を概観する。 
【方法】東京首都圏および神田川流域を対象とした既往研究のレビュー。 
【結果】■東京都心の強い降水の増加は、首都圏における広域的な昇温が収束を強めるこ 

とによってもたらされている可能性が示唆された。単に都心部の高温化の 
影響だけでなく、関東平野における局地風循環や、この循環に影響を与える首 
都圏の広域的な高温化が関係していると考えられる。 

■比較的浸水面積の大きな降雨のあったのは、①1999 年 7 月 21 日、②1999 年 8 
月 29 日、③2001 年 7 月 18 日、④2004 年 10 月 9 日、⑤2005 年 9 月 4 日の５ 
事例。④台風性、①②夏期高温日午後の短時間豪雨、③では、都心部で風の収 
束と雨域が見られる非常に局所的豪雨で、降雨前広範囲で気温が 30℃を超え、 
相模湾からの南寄りの風と鹿島灘からの東寄りの風が見られた。降雨中は、 
北寄り、南寄りの風による収束域に雨域ができる。 

    [1994 年～2004 年までの神田川流域で浸水面積が 0.1ha 以上となった事例と⑤ 
    の事例分析（全 24 事例）] 
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表 1-16 神田川流域で浸水被害をもたらした降雨事例

 

 
■19 事例は 7～9 月に発生したもので、そのうち 12 事例が「夏期高温日午後の短

時間豪雨」42であった。流域平均の時間最大雨量が 40 ㎜を境に浸水が起こりや

すい。総降雨量の大小は浸水面積とは関係がなく、地点時間最大雨量と浸水面

積の関連性の方が高い（70mm 前後を境に浸水面積が増大）。 
【考察】■近年神田川流域に浸水被害をもたらした降雨は、一定の気象条件のもとで生起 

する事例が多い（夏期高温日午後の短時間豪雨）。 
                                                   
42 東京都心の集中豪雨がある一定の気象条件のもとで生起する事例のことを指す。 
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    ■このような降雨では風の収束条件や上空で流れ込む湿度が降水の有無を左右す 
る因子であることがわかってきている。 

  
図 1-83 2001 年 7月 18 日の雨量（mm/hr）と風ベクトル（●は雨量観測地点を示す） 

（左：19：00、右：21：00） 

 

１３．『関東地方におけるヒートアイランドと夏季雷雨に関する研究：1995 年 8 月 2 日の

事例解析』（鈴木由人、甲斐憲次）（日本気象学会大会講演良予稿集 89、2006 年） 
【目的】夏季雷雨の実態を明らかにする。 
【方法】1995 年 8 月 2 日 16 時に世田谷（東京）で起こった雷を伴う集中豪雨を対象に、 

ヒートアイランド強度と集中豪雨の回数の統計解析、気温、風、雨分布の解析、

ラジオゾンデデータを用いた気象要素の高度分布解析を行った。 
【結果】■世田谷の雷雨は、ヒートアイランドと停滞前線による豊富な水蒸気の供給によ 

って、対流活動が強化されたことにより、強い降水をもたらす雷雲が発達した 
ために発生した。 

■夏季雷雨による気温の冷却効果が大きいことがわかった。 
【その他考察】■ヒートアイランド強度は、1961 年～2003 年まで約 40 年間で約 0.3℃上 

昇した。同期間の東京と水戸の集中豪雨の回数の増加傾向は、東京では 
見られたが、水戸では見られなかった。 

■落雷箇所は関東北部と東京都心の２箇所に分かれる。 
 
１４．『Changes in Hourly Heavy Precipitation at Tokyo from 1890 to 1999』（KANAE 

Shinjiro, OKI Taikan, KASHIDA Akira）（Journal of the Meteorological Society of 
Japan, Vol. 82, No.1、2004 年）[1890 年～1999 年の東京における 1時間豪雨降水量

の変化] 

【目的】東京における時間単位の降水量の長期的な変化を調査する。 
【方法】1890～1999 年の東京における時間単位の降水量データをデジタル化し、調査する。 
【結果】■1990 年代は、特に強く高頻度な豪雨が見られる期間であるが、1940 年代同様な

豪雨の期間が存在し、1990 年代よりも強くかつより頻繁であることがわかった。 
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図 1-84 1 時間に 50mm 以上の降雨の数（棒グラフの白部分）と 

1 時間に 20mm 以上の降雨の数（棒グラフの黒部分） 

（折れ線グラフは、110 年間の豪雨降水量の上位 110 件の 

各 10 年間における数を示す。×は時間単位、■は日単位） 

 
    ■熱帯低気圧や梅雨前線による時間単位の豪雨数をみると、1940 年代の豪雨の原

因と 1990 年代の原因は異なっている。1940 年代は、梅雨前線による豪雨数が

多く、1990 年代は、熱帯性低気圧によって引き起こされている。 
 

 

図 1-85 10 年間単位での 1時間に 20mm 以上の原因別の降雨数 

（熱帯低気圧が原因：▲、梅雨前線が原因：■、合計：折れ線グラフ） 

（棒グラフは東経 130～150°・北緯 30～40°を通過した熱帯低気圧数） 

 
【考察】■豪雨降水量の分類では都市化の影響を明らかにすることができず、１つのロケ

ーションのデータでは、都市化の影響を抽出することは難しいことがわかった。 
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２）大気汚染（光化学オキシダント） 
１５．『Air quality influenced by urban heat island coupled with synoptic weather 

patterns』（LAI Li-Wei, CHENG Wan-Li）（Science of the Total Environment、2009
年）[都市型ヒートアイランドと天気図パターンの組合せが大気質へ及ぼす影響] 

【目的】ヒートアイランド現象と大気質の関連をヒートアイランドに寄与する天気図パタ

ーンのもとで議論する。 
【方法】台中都市圏（台湾）を対象として、大気質データと係留ゾンデ計測により得られ 

た風フィールドプロファイルを、大気汚染モデル（TAPM）による異なる高度の水

平方向の風フィールドのシミュレーションと組み合わせる。 
【結果】■ある特定の天気図パターンは大気質を悪化させ、ヒートアイランド現象を誘発 

する。 
    ■台中のヒートアイランド現象は、主に北および西からの微風またはそよ風の天

気図パターンの下で明らかに出現する。このような天気図パターンの際は、大

気汚染物質（NO2、CO2、CO）がヒートアイランド現象の強さとともに著しく

増加する（p<0.05）。 
    ■夜間のヒートアイランド現象に通常関連する収束が O3 の前駆体や他の大気汚

染物質の蓄積を引き起こし、その時点と翌日日中の大気質も悪化させる。 
   
１６．『Urban heat island effect and its impact on boundary layer development and 

land-sea circulation over northern Taiwan』（LIN Chuan-Yao, HUANG J.c., 
CHEN W.-c., CHEN W.-n., LIU Shaw-c., CHEN Fei, LIOU Y.-a.）（Atmospheric 
Environment、2008 年）[台湾北部における都市のヒートアイランド効果と境界層

発達および陸-海循環に及ぼすその影響] 
【目的】台湾北部における都市化およびヒートアイランド現象の影響を評価する。 
【方法】北台湾を対象に、Noah 陸面モデルと都市樹冠モデル（UCM）を組み合わせた次

世代メソスケールモデルである Weather Research and Forecasting（WRF モデ

ル）を用いて、影響を評価する。 
【結果】2006 年 6 月 17 日、正午の地表近くの気温は 34~35℃、境界層 1500ｍ、深夜の 

気温 26~28℃であった。 
【考察】■特に夜間および早朝において、人為的な熱が境界層発達およびヒートアイラン 

ド強度に対し、重要な役割をしている。 
    ■ヒートアイランド現象は海陸循環に対し影響をもつ。日中の海風を促進し、夜 

間の陸風を弱め、それによって、台湾北部における大気汚染拡散に多大な影響 
を及ぼしている。 
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１７．『北関東における高濃度光化学オキシダント発生時の気象特性の解析』（細井真理、

吉門洋、坂本和彦）（大気環境学会年会講演要旨集、2008 年） 
【既存知見】■NOx や炭化水素（NMHC）濃度の漸減にもかかわらず、全国的に光化学オ

キシダントが増加傾向にある。また、都市域から非都市域への拡大が認識

されている。 
      ■関東地方の北縁域である栃木県、群馬県北部は、原因物質である NOx や

NMHC の排出が少ないにもかかわらず、暖候期の日中に 120ppb を超す高

濃度がしばしば出現している。 
      ■原因物質と光化学オキシダント濃度の直接的相関が小さい。 
【目的】高濃度光化学オキシダントの発生のもう１つの要因である気象特性との関係を明

らかにする。 
【方法】那須塩原と沼田を対象とした、汚染質データと気象データを用いた解析を行う。 
【結果】[高濃度光化学オキシダントと気象特性の関係] 

■100ppb を超す高濃度光化学オキシダントは南系風の時に限られ、北系風の場合

は 80ppb を超えることはない。 
■両地点の地形が、南北に開き南に関東平野を臨む形のため、地形と関連した気

象条件の関与が示唆される。この地形性によって一般風の日中風向は両地点と

もに南系風および北系風にほぼ二分される。 
■光化学オキシダントが 100ppb を超すレベルで大きな相関を示す条件は、大気境

界層内で沈降性逆転層（絶対安定領域）が終日維持され、かつ大規模海風が吹

く場合である。高濃度時の光化学オキシダントは南側の風上高濃度地点からの

移流によるものと考えられる。 
■日照時間は光化学オキシダントと顕著な相関は示さないが、これは光化学生成

よりも移流による影響を強く受けるためと考えられる。 
■大規模海風は後方流跡線によっても確かめられる。 

    [原因物質濃度と風系の関係] 
■NOx、NMHC とも南系風でも北系風でも濃度分布の中心傾向（平均値、中央値、

SD）は同程度で、風系への依存は小さい。 
■浮遊粒子状物質（SPM）は、南系風での濃度は北系風に比較して高濃度側に分

布する。南風系による移流の影響が考えられる。 
 
１８．『地域気象が支配する日本の大気汚染』（吉門洋）（大気環境学会誌、2007 年） 
【目的】地域気象・汚染解明の観測的側面に重点を置いて、1970 年代以降の観測的な成果

を中心に理解の進展を整理。（ここではヒートアイランドと大気汚染についてのみ

取り上げる） 
【方法】関東地方を対象とした既存研究を概観する。 
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【結果】[ヒートアイランド] 
■夏季の昼間に関東平野で発達する大規模局地風は厚さ１km におよび、その上層 
に海風の反流に相当する層が存在し、それが、通常、総観スケールの風と絡み 
合い、単純な二重構造とはならない。 

    ■沿岸部から内陸に向かう下層の風によって、東京湾岸の工業地域や大都市域を 
主体とする排出減から大気汚染物質が輸送され、また輸送の過程で光化学反応 
などによりオゾンなどの二次汚染物質が生成される。 

    ■東京湾からの海風が大規模局地風に発達する初期段階で東京の大都市域のヒー 
トアイランドに強く影響される。 

    ■上記の結果、 
海風前線は東京区部の内陸側境界付近まで進入し数時間停滞し（図 1-86）、内陸

側郊外によどみ域が形成される（図 1-87(a)） 
     ↓ 
     大規模局地風系の形成・発達に伴ってこの郊外よどみ域も消滅し、都市内陸側

に停滞していた海風前線も内陸に向かって急速な進行を再開（図 1-87(b)） 
     ↓ 
     よどみ域に蓄積した汚染物質はそれに押されるように内陸に輸送される。沿岸 

都市域に由来する汚染や熱もそれを追うように移動。 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 

図 1-86 海風前線の東京区部内陸側境界付近での停滞 

（縦軸は東京から熊谷（70km）までの北西方向の距離を表している） 

 
[光化学オキシダント] 
■1990 年代の 10 年間、光化学オキシダント高濃度日数が東京・埼玉で大幅に増 
 加した。この原因の１つは（40％近くを説明）、夏季の晴天日、海風発達日の増 
 加（海風の発達はヒートアイランドに影響される）。 
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図 1-87 海風前線の内陸側境界付近でのよどみ域の形成(a)とその消滅・再進行(b) 

 

 

    [高濃度大気汚染]（晩秋・初冬） 
    ■関東平野西部における弱い北西風を伴う冷気層は、厚さ 500ｍ程度になり、主に

群馬県域に含まれる平野内陸部が山地にはさまれて半盆地状を呈する地形にた

まった湖のようになる（冷気湖）。それを閉じるダムのように見なせるのが東京

圏のヒートアイランドとそれに伴う循環で、昼間はそれに東京湾海風の要素が

加わる。 
    ■冷気湖は晩秋の大きな移動性高気圧や帯状高気圧に覆われた時に強く発達し、2

日以上も持続する時があるため、その安定な成層のもとで大気汚染が蓄積され

る。 
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図 1-88 初冬における都心部での海風と陸風の収束に伴う高濃度汚染の持続例 

 
１９．『都市域の昇温が光化学オキシダント濃度に及ぼす影響』（鳴海大典、坂口勝俊、近

藤明、下田吉之、水野稔）（日本建築学会環境系論文集第 612 号、2007 年） 
【目的】■気温上昇と光化学オキシダント濃度の変化について検討を行う。 

■光化学オキシダント濃度上昇の要因は、都市化による気象条件の変化や光化学

オキシダント生成に係わる前駆物質の増加、という仮説を明らかにする。 
【方法】大阪府域を対象に、熱環境評価モデルで計算された熱環境条件を入力値とした大 

気環境評価モデルを用いて検討を行う。 
【結果】■大阪府を中心とする 100km 四方のエリアを対象とした人為起源 VOCs と植生起 

源 VOCs の定量化の結果、植生起源が約 38％と示された。 
    ■昇温が光化学オキシダント濃度に与える影響は、1℃の上昇で最大で 5.3 ppb、 

率にして 11%の増加、植生起源 VOCs の増大が光化学反応の促進に比べて 2 倍 
強のインパクトが有る。気温と濃度の関係は、＋3℃の範囲内では概ね線形性が 
保たれる。 
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図 1-89 1℃の上昇による各物質濃度の現況に対する変化量 

（上：光化学オキシダント、中：NO2、下：イソプレン） 

 

 
図 1-90 昇温に伴う光化学オキシダント濃度の現況に対する変化量 

 

    ■植生の比較的少ない大都市域においても、植生起源 VOCs が光化学オキシダン 
ト濃度に強い影響を及ぼしている。 
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図 1-91 植生起源 VOCs が各物質の濃度に与える影響 

 

２０．『関東地域における光化学オキシダント等の挙動解明に関する研究―ヒートアイラン 
ドが発生したときの影響』（飯田信行、大原利眞）（神奈川県環境科学センター業務

報告 2007 年版、2007 年） 
【目的】光化学オキシダントの挙動を解明する。 
【方法】光化学スモッグ注意報の発令延べ日数が最多の 2000 年度を対象とした、関東地域

においてヒートアイランドが発生したときの気象状況と光化学オキシダント高濃

度域の関係について、事例解析を行う。 

 
図 1-92 解析方法フロー図 

 

【結果】■ヒートアイランドは、埼玉県中部に吹く南風と埼玉県東部に吹く東風とが合流 
することによって、合流地点手前付近に発生する“風のよどみ域”にあたる埼 
玉県南部から東京都と埼玉県との都県境付近に発生する。 

■光化学オキシダント高濃度域は、関東地域に南西風が入る日は関東北部の広域 
に出現し、南東風が入る日は風の収束域に出現する。 
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図 1-93 南西風型における形成初期の   図 1-94 南東風型における形成初期の 

ヒートアイランドと Ox高濃度域のパターン ヒートアイランドと Ox高濃度域のパターン 

 

【その他考察】■ヒートアイランド発生日の気圧配置は南西風型と南東風型で、一般風が 
        無風もしくは弱い日には発生しない（図 1-97、1-98 参照）。 

■風のよどみ域では光化学オキシダント濃度は必ずしも高くならない傾向 
にあり、NOx が高濃度となる。 

   
図 1-95 南西風型気圧配置例     図 1-96 南東風型気圧配置例 

 
２１．『都市域の昇温化が光化学オキシダント濃度に及ぼす影響』（鳴海大典、坂口勝俊、

近藤明、下田吉之、水野稔）（日本建築学会大会学術講演梗概集、2006 年） 
【目的】気温上昇と光化学オキシダント濃度の変化について明らかにする。 
【方法】紀伊水道を含む全体領域内に小領域を設定し、熱環境評価モデル43、大気環境評価 

モデル44等の数値シミュレーションモデルを用いた検討を行う。 
【結果】３℃の上昇で光化学オキシダント濃度は最大１９ppb 増加する。気温と光化学オキ 
                                                   
43 運動方程式、温位・比湿保存式及び連続式の各基礎方程式、サブモデル[乱流モデル、接地境界層モデル、

地表面熱収支モデル、都市キャノピーモデル]で構成されている。 
44 移流・拡散モデル、光化学反応モデル、沈着モデルで構成されている。 
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シダント濃度の関係は＋３℃の範囲内では、概ね線形性が保たれる。 

  
図 1-97 1℃の上昇による光化学オキシダント 図 1-98 昇温に伴う光化学オキシダント 

濃度の現況に対する変化量           濃度の現況に対する変化量 

 
２２．『関東地方におけるオキシダント濃度の解析（Ｉ）各種気象要素及び大気質の変化と

の関係』（秋元肇、若松伸司、大原利眞、加藤征太郎、吉門洋、保坂幸尚、石井康一

郎、芳住登紀子、松田初弘、飯村文成）（大気環境学会年会講演要旨集、2005 年） 
【目的】近年の光化学オキシダント濃度の上昇要因を解明する。 
【方法】関東１都６県における、1976 年～2002 年の 27 年間を対象に、気象要素と大気質 

の両面から、統計的に解析した。 
【結果】■気象要素以外の上昇要因の一因として、東アジアからのオゾンの広域的な移流

が示唆される。 
    ■NOx が 0.04ppm 以上、NMHC が 0.3ppmC 以上、もしくは NMHC／NOx 濃

度比が 6 以上の範囲で、注意報レベル（光化学オキシダント 0.12ppm 以上）と

なる割合が約 8 割以上となる。 
    ■1996 年以降、NMHC／NOx 濃度比がやや上昇傾向にあることが（NMHC 濃度

の低減割合が相対的に小さい）、急激な高濃度オキシダント出現頻度の増加をも

たらしている可能性が大きい。 
 

  
図 1-99 NMHC/NOx 濃度比に対する        図 1-100 各年 4～9月の経年変化 

   Ox 最高値のランク別出現割合（N=423）  （NMHC,NOx: 6～9 時の高濃度発生源エリア 

                         Ox：1都 6県エリア内平均値(A),5～20時) 
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２３．『近年の光化学オキシダント濃度変化の一要因』（吉門洋）（大気環境学会誌第 39 巻

第 4 号、2004 年） 
【目的】90 年代の光化学オキシダントの変化の実情を再確認する。 
【方法】光化学オキシダントについて、特に注意報発令レベルの高濃度の発生状況が系統

的に変化したかどうかを概括的に調べた。対象地域は、東京都、埼玉県、群馬県

南東部、期間は 1989〜91 年及び 1999〜01 年の各 3 年の 6〜8 月。 
【結果】[昼夜別平均濃度や日最高濃度の出現頻度分布] 

10 年の期間に昼間（5〜20 時）平均で若干の例外を除き 4〜14ppb(体積混合比)、
夜間平均でも 2〜8ppb 上昇し、１日最高濃度が 60ppb 未満の日の比率は全域平

均で 66%から 50%へ減少する一方で、東京都、埼玉県には 120ppb 以上の高濃度

の出現頻度が 23 日から 50 日というように倍加した地区が多いことがわかった。 
 

 
図 1-101 東京都、埼玉県、群馬県における 6～8月の 

高濃度光化学オキシダント発生日数 

（高濃度日の定義は、領域内の 1地点でも昼間に 120ppb 以上が 2時間以上続いた日） 

 

[広域気象条件を毎日の天気図により概括判定した結果] 
■90 年頃より 2000 年前後には梅雨期を含む夏季に高気圧圏内に入る日が増加し

たことがわかった。高気圧圏内の日が増加すれば海陸風のような局地風の出現

の増加が予想され、簡単な判定基準による判定の結果、その事実が確認された。

好天日の増加はそれだけで平均気温の上昇や期間積算紫外線入射量の増加につ

ながる可能性もあり、0x 高濃度の増加要因の１つに数え得る。 
[東京湾から埼玉南部への海風の内陸進入パターンの速度の速い日と遅い日のグル 
ープを抽出した結果] 
■10 年の間で速い日の頻度が増加している。速い日は東京や埼玉南部の光化学オ

キシダント濃度レベルにはあまり変化がなく、より内陸部で 90 年頃よりも高濃

度になっている。遅い日のグループでは全域的に午後の光化学オキシダント濃

度が大幅に増加したことがわかった。局地風と光化学オキシダント濃度のこれ
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らの変化が重なって、全般的な光化学オキシダント濃度上昇傾向の中でも地域

的な強弱の差が生まれたといえる。 

 
図 1-102 東京・浦和における海風開始時刻の時間差別の頻度 

 
２４．『近年の夏季の光化学オキシダント増加に関する気候学的解析』（吉門洋、椿貴博）（大

気環境学会年会講演要旨集、2004 年） 
【目的】光化学オキシダント増加の気象的要因を解明する。 
【方法】1989~91 年（光化学オキシダント高濃度被害が比較的沈静化していた期間）と

1999~2001 年（被害の増加が問題となった期間）の 6~8 月について、1 日ごとの

気象パターンを調べ、光化学オキシダント高濃度出現状況とあわせて統計的に整

理する。 
【結果】■高濃度日（東京都と埼玉県内の一点でも光化学オキシダント濃度 120ppb 以上が

最低 2 時間継続した日）は、1990 年前後 3 年間で 54 日、2000 年前後 3 年間で

92 日であった。 
    ■高濃度が出現しやすい、日射が強い、もしくは中程度の日で、地衡風が弱の日

が増加し、また高濃度出現率も東寄り地衡風の場合に増加している。この気候

変化のみで高濃度日の増加のかなりの部分が説明できる。 
【考察】■10 年の時間スケールで夏季の好天日が増加しており、光化学オキシダント高濃

度日の増加の一要因となっている。それに伴い、海風日も増加し、海風による

汚染物質輸送の状況も変化したことが推測される。 
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図 1-103 気象パターン別の出現頻度とその内の高濃度日数（各カラム上部の暗い部分） 

（横軸に示す地衡風型のうち、弱[w]は 5m/s 未満で東寄り[E]と西寄り[W]の 2 分類） 

 
２５．『近年の夏季の光化学オキシダント増加に関する数値シミュレーション』（吉門洋、

椿貴博）（大気環境学会年会講演要旨集、2004 年） 
【目的】東京都と埼玉県に注目して典型的な高濃度気象パターンの代表日を抽出し、数値 
    モデルによる再現を試みる。 
【方法】日本気象協会の局地気象モデル（静力学仮定）に組み込んだオイラー型輸送拡散 

過程と科学反応モデル CBM-Ⅳ等を組み合わせて用い、2000 年 6 月 20 日（平均 
経路に最も近い）の前々日 21 時～当日の夜 24 時までの気象・汚染濃度シミュレ 
ーションを行う。 

【結果】■実測結果と比較して、濃度分布、変動パターンにはかなり良好な再現性が見ら

れた。 
    ■都心部や埼玉県東南部では、東京湾からの海風の吹送が活発で NOx 排出も多い

ため、光化学オキシダント濃度の上昇が比較的小さい（例：練馬北）。 
    ■東京内陸や埼玉県東縁部では高濃度となっている（例：青梅、久喜）。 

 
図 1-104 代表日 2000 年 6 月 20 日の実測 Ox濃度とシミュレーション結果 
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２６．『東京都におけるオキシダント濃度の解析』（秋元肇、若松伸司、大原利眞、加藤征

太郎、吉門洋、石井康一郎、上野広行、木下輝昭、宮川正孝、芳住登紀子）（大気環

境学会年会講演要旨集、2004 年） 
【目的】近年の東京都におけるオキシダント濃度の上昇要因を明らかにする。 
 
（Ｉ）近年の濃度変動トレンド 
【方法】1990～2002 年度の、東京都及び近県の一般環境測定局のオキシダント濃度のデー 

タを用いて、オキシダント濃度のトレンド解析を行う。 
【結果】■オキシダント高濃度出現状況は、1992 年度を除き、埼玉県で高濃度日数が最も

多く、都内では 2001 年度を除き多摩部の高濃度日数が多くなっている。 
 

表 1-17 1 都 7県の高濃度日発生状況 

 
 

    ■濃度変動のトレンドについては、注意報発令基準である 0.12ppm 以上の時間数

は2000年度以降増加しており、地域別では、区部に比べ多摩部濃度が高い傾向。 
    ■季節別では、春・夏と秋・冬で傾向が大きく異なる。 

 

図 1-105 東京都の四季別 Ox昼間平均濃度の推移 

 

（II）近年の濃度上昇要因について 
【方法】1990~2002 年の 4~9 月の東京都常時監視測定局のデータ、東京管区気象台のデー 
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タを用い、気温、風速、日射量などの気象要素の変動の影響を解析する。 
【結果】■気象要素の変動がオキシダント濃度に影響を与えている。 
    ■実際の光化学オキシダント濃度の観測値（図 1-109）の上昇率 0.65ppb／年のう

ち、0.50~0.53ppb／年（約 79％）は、日射量、風速の変動以外の要因である。 
 

   
図 1-106 昼最高気温の推移        図 1-107 日平均風速の推移 

   

  図 1-108 日積算日射量の推移     図 1-109 東京都 Ox 昼間平均値の推移 
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（III）大気質の変化との関係 
【方法】（II）の結果より、光化学オキシダントの原因物質である NOx と NMHC の環境濃

度と光化学オキシダントとの関係を解析。 
【結果】■光化学スモッグ発令基準（0.12ppm）以上の高濃度オキシダントは、NMHC と

NOx の比が６以上の範囲で出現する頻度が高く、特に８以上では、0.16ppm 以

上の割合がさらに高まることが明らかになった。 

 
図 1-110 NMHC、NOx と Ox との関係 

 
■平成 8 年以降、NOx に対する NMHC の割合が上昇する傾向がみられ、このこ

とが近年の高濃度オキシダントの出現と関係していることが示唆された。 

 
図 1-111 NMHC、NOx 及びその比の経年変化 
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２７．『なぜ、今また光化学オキシダントが問題に？気象の変化と光化学オキシダントの関

係―ヒートアイランド現象の影響は？』（吉門洋）（月刊資源環境対策 VOL.39 NO.11、
2003 年） 

【目的】光化学オキシダントの濃度トレンドに影響を与えるような輸送過程の変化があり

得るかどうか検討する。 
【方法】既往研究の整理を行う。 
【結果】都市域にではなく、郊外に出現する澱み域にその地域で排出される汚染物質が蓄 
    積する。 
【その他考察】■地域規模での光化学オキシダントの挙動は、①地域の前駆物質排出、②

大気中での反応・生成、③輸送過程の３つの要因により変化する。これ

らの長期トレンドが光化学オキシダントの濃度トレンドに影響を与える。 
■1980 年代を境として全国的に光化学オキシダントの年平均濃度が再び上

昇しており、ほぼ季節によらない上昇である。 
■高濃度の光化学オキシダントは高濃度は数時間かけて形成されるため、

海風等が吹けば、汚染気塊は郊外へと輸送されるが、ここに都市の高温

が大きな影響を与えると考えられる。 
 

 

図 1-112 光化学オキシダント汚染に関わる指標の全国的推移 

 

 




