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３．関連文献の整理 
 
ヒートアイランド現象による気温や湿度などの気象の変化が、人の健康や植物の生態、

エネルギー消費等に及ぼす影響について、文献調査を行った。 
文献で示されているヒートアイランド現象による影響を分類し、各影響を定量的に捉

えるための指標を整理し、表３－１に示した。次頁以降に文献調査の結果を影響ごとに

整理した。なお、本章で挙げた内容は、各関連文献の内容の妥当性に関わらず、ヒート

アイランド現象による環境影響を議論する際に参考となる知見として整理したものであ

る。 
表３－１ ヒートアイランド現象による影響（関連文献からの整理） 

対 象 分類 影 響 指 標 

Ａ 疾患（熱中症など） ・ 日最高気温 
・ 真夏日 
・ 熱帯夜 
・ WBGT  
・ ヒートインデックス 
・ 二酸化窒素濃度 
・ 不快指数 
・ 体感気温 

Ｂ 疲労感 ・ 冷房空間と屋外の往来頻度

・ 冷房空間における滞在時間

・ 冷房空間と屋外の温度差 
Ｃ 睡眠 ・ 気温 

・ 湿度 
Ｄ インフルエンザの流行 ・ 絶対湿度（水蒸気圧） 
Ｅ 媒介蚊によるウイルス感染 ・ 気温 

人の健康 

Ｆ 細菌性食中毒 ・ 平均気温 
・ 不快指数 

Ｇ 光合成速度 
Ｈ 蒸散速度 

・ 気温 
・ 湿度 

Ｉ 生長量 ・ 湿度 

植物の生態 

Ｊ 開花時期 ・ 気温 
気象 Ｋ 集中豪雨 ・ 気温 

・ 風 
エネルギー Ｌ エネルギー消費量 ・ 気温 
水 Ｍ 水需要量 ・ 日最高気温 
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神 戸

各分類で参考文献が複数ある場合には枝番号を付け（例：Ａ－１）、参考文献のリスト

（表３－２）を章末に示した。また、各参考文献の内容を、特に本調査との関連部分に

関して資料編にまとめた。 
 
３．１ 人の健康への影響 

人の健康に関して、気温による影響を調査した報告が多く見られた。一方、湿度によ

る影響に関しては、実測やアンケート調査が行われているものの、影響が有意に現れた

という知見はほとんど得られていない。ただし、ASHRAE報告書(1985年)に、バクテリ
アを始め各種微生物の発生は、相対湿度が 40 ％から低くなればなるほど、また、相対湿
度 60 ％から高くなればなるほど増加することが示されており、湿度には生活に快適な範
囲（40～60%）があるといえる。また、冬季の気温上昇による健康影響に関する文献は
見られなかった。 

 
〔Ａ〕疾患 

  １）熱中症 
  ①日最高気温 

1996～2000年 5～9月の神戸における調査で、日最高気温が 30℃を超えると熱中
症発生数が増加し始める傾向が見られた（図３－１）。また、1980～1995年 7，8月
の東京における調査で、日最高気温が 35℃を超えると熱中症発生率が急増する傾向
が見られた（図３－２）。〔Ａ－１〕 
一方、鹿児島県よりも低緯度に位置する中国武漢では、日本に比べて熱中症発生

の閾値温度が 2℃高く、日最高気温が 32℃を超えると熱中症発生率が増加し始め、
37℃を超えると急増する傾向が見られた（図３－３）。〔Ａ－１〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図３－１ 神戸の最高気温と日平均熱中症発生数 〔Ａ－１〕 
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さらに、1980～1995 年の東京にお
ける日最高気温と熱中症発生の関係を、

熱中症の発生が女性より著しいといわ

れる男性について、年齢階級別に見る

と、小児世代（0～14 歳）の熱中症発
生は、日最高気温が 22℃を超える付近
より増加し、32～33℃付近に発生のピ
ークが見られるが、日最高気温が 35℃
を超えて気温が上昇しても増加しない

傾向が見られた（図３－４上）。これは、

小児世代の健康管理が保護者等の指導

下におかれ、小児のリスクを伴う行動

が制限されるためと推察されていた。

つぎに、生産年齢層（15～64歳）の熱
中症発生は、日最高気温が 30℃を超え
る付近から増加しており、気温の上昇

とともに熱中症発生が増加し、34～
35℃付近で急増する傾向が見られた
（図３－４中）。一方、高齢者（65 歳
以上）の熱中症発生は、比較的熱スト

レスの強くない日最高気温 25℃付近
から増加しており、気温の上昇ととも

に発生が増え、33℃付近で急増する傾
向が見られた（図３－４下）。これは、

高齢者の暑熱に対する生理的馴化能が

弱いためと推察されていた。〔Ａ－２〕 

中国武漢 

熱中症発生率 〔Ａ－１〕 

図３－３ 中国武漢の日最高気温と 

東 京 

熱中症発生率 〔Ａ－１〕

図３－２ 東京の日最高気温と

1日当たりの熱中症発生率 〔Ａ－２〕

図３－４ 東京の日最高気温と各年齢階級における

65 歳以上男性 

15－64 歳男女 

0－14 歳男性 
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図３－５ 熱帯夜・真夏日日数と熱中症 

死亡数との関係（東京） 〔Ａ－３〕 

  ②真夏日 
1970～1990 年の日本における年間熱中症
死亡数は、東京および大阪における真夏日年

間日数と有意な正の相関関係があることが示

された（図３－５（東京））。一方、年齢階級

別に熱中症死亡数と真夏日日数との関係を見

ると、有意な相関関係は 25～64歳および 65
歳以上においては認められたが、5～24 歳に
おいては東京で認められなかった。〔Ａ－３〕 

  ③熱帯夜 
1970～1990年の日本における年間熱中症死亡数は、東京および大阪における熱帯

夜年間日数と有意な正の相関関係があることが示された（図３－５（東京））。また、

年齢階級別に熱中症死亡数と熱帯夜日数との関係を見ると、5～24 歳、25～64歳お
よび 65歳以上において有意な相関関係が認められた。〔Ａ－３〕 

  ④WBGT※1（図３－６） 
    1990～1994 年の新聞記事に掲載され

た熱中症事故発生例をもとにした調査で、

労働場面、日常生活場面、スポーツ場面

での熱中症は、WBGTが、労働場面と日
常生活場面ではそれぞれ 27℃以上で発
生しており、スポーツ場面では 24℃以上
で発生し 28℃以上でさらに増加する傾
向が見られた。〔Ａ－４〕 

⑤ヒートインデックス※2 
1980～1995 年 7～8 月の東京において、熱中症患者の発生とヒートインデックス

との間には相関関係が見られ、閾値を超えると患者数が指数関数的に増加する傾向

が見られた。〔Ａ－５〕 
  ⑥二酸化窒素 

1980～1995 年 7～8 月の東京において、熱中症患者の発生とヒートインデックス
および二酸化窒素濃度の間には相関関係が見られ（図３－７）、熱ストレス下では患

者数が指数関数的に増加する一方、二酸化窒素濃度の増加はその傾向を増強する傾

向が見られた。 
                                                  
※1 W B G T：高温環境の評価に用いられる、気温・湿度・輻射熱を加味した暑さ

の総合指標。Wet Bulb Globe Temperature index（湿球・黒球温度
指数）の略。 

※2 ヒートインデックス：アメリカで広範に用いられている、気温と湿度を加味した指標。高
温域において湿度の影響が大きくなる傾向がある。 

図３－６ 熱中症発生と WBGT の関係 〔Ａ－４〕

*1は車の中に 

閉じこめられた例 
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今後さらに検討を進める必要はあるが、夏

季の高温の健康リスクを考える上でヒート

インデックスと二酸化窒素濃度を組み込ん

だモデルが統計的に有意な予測式を与える

と考えられる。このため、予測の精度を上げ

ることによって、気温上昇による熱中症患者

の発生が、大気汚染によっていかに影響され

るかが判明されると期待される。温暖化はア

ジア太平洋域においても夏季の猛暑の頻度

と期間を増加させると予想されるため、社会

集団への健康リスクを考える上で夏季の熱

ストレスと大気汚染に注目する必要のある

ことが判明したと考察されている。〔Ａ－５〕 
  ⑦不快指数 

1996～2000 年 5～9 月の神戸における調査で、不快指数が高いこと及び高い日が
続くことにより、熱中症の発生が増加する傾向が見られた。〔Ａ－１〕 
⑧体感気温 

1996～2000 年 5～9 月の神戸における調査で、体感気温が高いこと及び高い日が
続くことにより、熱中症の発生が増加する傾向が見られた。〔Ａ－１〕 

 
なお、生産年齢層（15～64歳）の熱中症発生率は男性の方が女性よりも高く、高齢者
（65歳以上）の熱中症発生率は男女差が小さいとの知見が多く見られた。 

 
２）その他の疾患 

  ①気温 
1979～1990 年の九州における 65 歳以上の年齢階級の死因別死亡率を分析した結

果〔Ａ－６〕より、日最高気温が 33℃以上で 65歳以上の年齢階級の死亡率が上昇す
る疾患は、心疾患、脳血管疾患などの循環器系疾患に顕著であり、虚血性心疾患、

老衰、呼吸器疾患で気温と弱い関連があると考察されていた〔Ａ－７〕。 
1980～1995年 7～8月の東京において、65歳以上の年齢階級では、日最高気温の

上昇に伴い肺炎の罹患率が上昇する傾向が見られた（図３－８）。〔Ａ－８〕 
また、マウス（8 週齢の JCL BALB/c 雄）を用いた実験で、35.5℃の高温暴露に
より、肺胞マクロファージ数※3は有意に減少することが示された。〔Ａ－１〕 

 
 
                                                  
※3 マクロファージ：組織において大きな外来異物や死細胞等の貪食除去を担当する細胞。 

図３－７ 高齢者における熱中症発生率

〔Ａ－５〕 

東 京 

65 歳以上男性
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図３－８ 夏季の日最高気温と呼吸器系疾患、心疾患、脳血管系疾患の罹患率との関係 〔Ａ－８〕

東 京

図３－９ 冷房空間と屋外の往来の頻度による

疲労感の感じ方 〔Ｂ〕 

  ②オゾン 
マウス（8 週齢の JCL BALB/c 雄）を用いた実験で、黄色ブドウ球菌※4に対する

肺の殺菌活性は、高温（35.5℃，7日間）とオゾン（0.5ppm，24時間）の複合曝露
によって抑制されることが認められた。〔Ａ－１〕 

 
〔Ｂ〕冷房空間と疲労感 

夏季における冷房空間と屋外との往来によって生じる疲労感（疲れやだるさ）に

ついて、温度計測とアンケートによる実態調査および被験者実験が行われ（2000年
8月上旬～9月下旬）、以下の知見が得られている。 

 
  ①冷房空間と屋外の往来頻度 

冷房空間と屋外の往来頻度が多い

と、疲労感を生じやすいと考えられた

（図３－９）。 
また、冷房室退室５分後に、被験者

の鼓膜温は下降している一方で、皮膚

温は上昇している状態が見られた。こ

れは、ヒートショック※5での生理現象

と考えられ、この現象が、冷房空間と

屋外の往来によって繰り返されるこ

とによって、疲労を感じることになる

と考えられた。 
                                                  
※4 黄色ブドウ球菌：食中毒の原因となるだけでなく、おでき・にきび・水虫等に存在す

る化膿性疾患の代表的起因菌。 
※5 ヒートショック：ヒートショックは急激な温度変化が体に及ぼす影響のこと。血圧が

急変動したり脈拍が早くなったりし、深刻な事故につながるケース

がある。 
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図３－１１ 就床後 30 分間の体動比と室温、

不快指数との関係 〔Ｃ－１〕

さらに、人体のエクセルギー※6消費速度は、定常的な環境における人体に比べて、

冷房空間と屋外を往来する場合は約 1.3倍に相当し、通風室と屋外を往来する場合は
ほぼ等倍であった。このことから、冷房空間と屋外を往来した場合に疲労が生じた

のは、人が通常消費しているエクセルギー量以上のエクセルギーを、冷房空間と屋

外の往来によって消費していることが原因であると考えられた。 
 ②冷房空間における滞在時間 

疲労感があるとの申告をする割合

が、冷房空間における滞在時間が 4
時間以上の人の方が 4 時間未満の人
よりも約 2割多かった（図３－１０）。
このことから、冷房空間に長時間滞在

することによって疲労を感じること

になる可能性が考えられた。 
 ③冷房空間と屋外の温度差 

冷房空間と屋外の温度差が大きい

空間の往来により、疲労を感じるよう

になることが示唆された。 
 
〔Ｃ〕睡眠 
 ○気温と湿度 

空調設備を使用せず、寝具や寝間着を調

節することによって寝室の暑さや寒さに

対処する睡眠状況下において、6～10月に
行われた調査で、体動比（調査期間内に各

被験者で最も値が小さかった 10月の体動
に対する比）と、室温または不快指数との

間には有意な相関があり、室温が約 28℃
または不快指数が 78の条件下では体動比
が約 2.0になる傾向が見られた（図３－１
１）。また、就床後 30 分間の体動は高温
環境ほど多い傾向が見られた。〔Ｃ－１〕 
また、夜間睡眠とその後の疲労回復に及

ぼす影響について、室温が約 25℃で湿度

                                                  
※6 エクセルギー：「利用可能なエネルギー」を示す言葉。エネルギーとは「仕事をする

能力」を示す言葉だが、エネルギー量は全て利用できるわけではな

い。 

図３－１０ 1 日あたり冷房空間に滞在した時間

による疲労感の感じ方 〔Ｂ〕 
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が約 65%の条件を比較対照として、室温が約 33℃で湿度が約 80％の条件で実験を行
った結果、実験条件の方が、眠りに入ってから目覚めるまで寝床温度の変動が著し

く、これは寝返りなどの体動によると考えられた。また、実験条件の方が眠りに入

りにくいことが伺われ、睡眠時間は有意に短くなり、睡眠中の覚醒回数や浅い睡眠

状態（S1※7）になる回数および睡眠の深さが変動する回数は有意に増加する傾向が見

られた。さらに、起床後の自己評価（アンケート）では、実験条件の方が、起床時

および起床後の夕方に、疲労自覚症状、眠気や視覚疲労の度合いが強くなる傾向が

見られた。以上のことから、夏季の高温多湿下での睡眠は、量的にも質的にも低下

しており、疲労の回復も不十分なものになると推測された。〔Ｃ－２〕 
さらに、近畿地区において夏季（1984年 8月下旬～9月上旬）、秋季（1984年 10

月）および冬季（1984年 12月中旬～1985年 1月上旬）に行われた睡眠環境に関す
るアンケート調査で、夏季において室温が約 28℃になると寝床内の心地よさが悪い
方に傾く傾向が見られた。〔Ｃ－３〕 

 
〔Ｄ〕インフルエンザの流行 
 ○絶対湿度または水蒸気圧 

1981～1987 年の仙台の日別平均水蒸気圧と宮城県の感染症サーベイランス情報
を用いた調査で、インフルエンザの流行は、気温より湿度、さらに相対湿度より水

蒸気圧（絶対湿度）に相関し、水蒸気圧 6mb（気温と相対湿度から求めた絶対湿度
5g /m3に相当）以下で大きくなる傾向が見られた。 

 
〔Ｅ〕媒介蚊によるウイルスの感染 
  ○気温 

1984～1993年の 10年間の中国大陸南部地域 76地区において、死亡率の高い熱帯
熱マラリア患者の発生と気温との関連についての調査が行われた。その結果、年平

均気温 20℃付近の地区で患者が観察され始め、それ以上では気温の高い地区ほど患
者発生率が高くなる傾向が見られた。 
また、熱帯熱マラリアの主要媒介蚊であるコガタハマダラカは、わが国では宮古

島を北限としているが、温暖化による気温上昇を想定し、温度条件だけを考慮した

場合、本種は奄美大島あたりまで生息分布域が拡大すると推察されていた。 

                                                  
※7 S1：睡眠はレム睡眠とノンレム睡眠の二つに分けられ、ノンレム睡眠は段階 1から段

階 4までの 4段階に分けられる。S1は睡眠段階 1(Sleep Stage 1)で、睡眠の初期
状態で呼びかければ直ぐに目覚めることができる浅い睡眠の状態。なお、レム睡

眠時は筋肉の緊張や反射活動は強く抑えられているため一般的に体の睡眠、ノン

レム睡眠は脳の睡眠と考えられている。レム睡眠とノンレム睡眠はおよそ 90分の
周期で交替しながら現れる。 
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図３－１２ 温度、湿度に対するスギ針葉の

光合成速度の応答 〔Ｇ－１〕

〔Ｆ〕細菌（腸炎ビブリオ※8、ブドウ球菌※9、サルモネラ菌※10）性食中毒 
  ①平均気温 

1966～1975 年 7～9 月の東京における調査の結果、食中毒の発生件数は、平均気
温と高い相関を示し、特に腸炎ビブリオによる食中毒が高い相関を示した。 

  ②不快指数 
1966～1975 年 7～9 月の東京における調査の結果、食中毒の発生件数は、不快指
数と高い相関を示し、特に腸炎ビブリオによる食中毒が高い相関を示した。 

 
３．２ 植物への影響 

植物への影響については、特にスギやポプラ、ケヤキ、サクラなどの植物について調

査されており、気温及び湿度の変化による影響に関する知見が多く得られた。 
 
〔Ｇ〕光合成速度 

  ①気温 
同湿度の場合、スギ（モデル解析）の光

合成速度は、最適温度（25℃付近）をピー
クとして低下する傾向が見られた（図３－

１２）。〔Ｇ－１〕 
また、35℃のとき、ケヤキの光合成速度
は、ほぼ停止した。〔Ｇ－２〕 

 ②湿度 
同温度の場合、スギ（モデル解析）の光

合成速度は、湿度が低いほど低下する傾向

が見られた（図３－１２）。〔Ｇ－１〕 
 
 
 
 

                                                  
※8 腸炎ビブリオ：好塩菌の一種で、沿岸の海水中や海泥中に生息。沿岸海域における腸

炎ビブリオの数は海水温に比例し、一日の最低気温が 15℃以上、海水
温が 20℃以上になると海水中で大量に増殖する。ただし、熱に弱く、
100℃では数分で死滅し、5℃以下ではほとんど増殖しない。 

※9 ブドウ球菌：自然界に広く分布しており、健康な人の皮膚やのどなどにも存在。こ
の細菌が食中毒をおこすのは、汚染された食品の中で毒素をつくると

きだけだが、いろいろな食品の中で増殖し、毒素は熱や乾燥にも強い。 
※10サルモネラ菌：自然界に広く分布し、牛・豚・鶏などの家畜・家禽、犬や猫等のペッ

トも保有。一般に 10,000個/g以上の菌が増殖した食品を食べると感染
し急性胃腸炎をおこすが、幼児や高齢者はわずかな菌量でも感染する。 
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図３－１４ 大阪市内のソメイヨシノの開花日

の分布（1989 年，3 月） 〔Ｊ－１〕

〔Ｈ〕蒸散速度 
  ①気温 

同湿度の場合、蒸散速度は、スギ（モデ

ル解析）やポプラ、スダジイで 35℃付近ま
で、コナラやシラカシで 30℃付近まで、温
度の上昇に伴い増大し（図３－１３）〔Ｈ－

１，Ｈ－２〕、ケヤキでは 25℃以上で著し
く低下した〔Ｈ－２〕。 

  ②湿度 
同温度の場合、スギ（モデル解析）の蒸

散速度は、最適湿度（60％付近）をピーク
として低下する傾向が見られた（図３－１

３）。〔Ｈ－１〕 
 
〔Ｉ〕生長量 
  ○湿度 

スギ苗の伸長生長率は、灌水量が同等の場合、低湿度（63%）の方が高湿度（75%）
よりも低い傾向が見られた。 

 
〔Ｊ〕開花時期 

  ○気温 
果樹やサクラの開花日の変動は、気温

と密接な関係があり、開花時期に対する

気温の影響の評価や、気温による開花日

の予想・推定が多数試みられている。 
サクラの開花日の分布を見ると、

1989年 3月の大阪市内の都心部におけ
るソメイヨシノは、大阪湾沿岸部よりも

1週間程度早く咲き始めていた。これは、
都心部のヒートアイランド現象がサク

ラの開花時期に影響しているためと考

えられた。一方、大阪城公園の開花日は

遅れており、これは公園周辺の緑地によ

るヒートアイランド現象の遮断が影響

しているためと考えられた（図３－１

４）。〔Ｊ－１〕 

図３－１３ 温度、湿度に対するスギ針葉の

蒸散速度の応答 〔Ｈ－１〕
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また、九州や四国など暖かい地方では、秋から冬にかけて暖かく経過した年に、

春先の気温が高く経過してもサクラの開花が遅れる現象が起きることがある。これ

は、以下のような開花の過程と特徴による。 
サクラは、前年の夏に翌春咲く花の元となる花芽を形成する。花芽はそれ以上生

長することなく休眠に入り、秋から冬にかけての低温に一定期間さらされると休眠

から覚める（休眠打破）。その後、花芽は春先の気温の上昇とともに生長するが、こ

の生長量は気温が高ければ大きく、春先の気温が高い年には早く開花する。しかし、

春先の気温が高くても、休眠打破が不十分であった場合、先に述べた九州や四国な

どの事例のように開花が遅れるといった現象が起きることがある。〔Ｊ－２〕 
また、1980年以降の福岡県太宰府におけるニホンナシについて、冬季の高温化に

よる自発休眠覚醒日の遅れや、生育期の高温化による満開期・収穫開始期の早まり

の傾向が見られた。〔Ｊ－３〕 
以上のことから、多くの植物が、ヒートアイランド現象により開花時期や結実時

期に影響を受けると考えられる。 
 
３．３ 気象への影響 

都市やその周辺における集中豪雨について調べたところ、降水量や降水頻度分布、

気温や風向・風速から、大都市域における降水の特性について検討されていた。 
 
〔Ｋ〕集中豪雨 

  ○気温と風 
1999 年 7 月 21 日に東京首都圏で発生した短時間強雨（都市型豪雨）の事例をも
とに、豪雨発生のメカニズムを解析したところ、以下のように豪雨発生前（ⅰ～ⅳ）

と発生後（ⅴ）において、気温と風の場の経過に特徴が見られた。 
（ⅰ）ヒートアイランド現象（中心部 33.5℃）の発生 
（ⅱ）内陸部と湾岸部との気温差の拡大による海風の強化 
（ⅲ）暑熱化された都心部への東京湾・相模湾・鹿島灘の 3 方向からの海風の収

束による上昇気流の強化 
（ⅳ）湾岸部での気温低下によるさらなる海風の強化 
（ⅴ）ヒートアイランド現象の解消と上昇流の弱まり、および降水の終了 
以上より、短時間強雨の発生前の、ヒートアイランド現象の形成や多方向からの

海風の収束が重要な役割を果たしていることが示唆された。〔Ｋ－１〕 
また、東京とその周辺における 1979～1994年の降水量・降水頻度の分布や、1941

～1994年の年降水量・降水日数の経年変化についての調査で、降水量・降水頻度は
都心から山の手で周辺よりも多く東京湾岸では周辺よりも少ない、さらに、降水量

は暖候期（4～9 月）の正午～夕方に大きいといった傾向が見られた。特に、この都
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心における降水量の特徴は、主に強い降水の時間が多いことによることがうかがえ

た。この東京都区内の降水偏差の一部は都市化の影響による可能性が考えられ、と

りわけ暖候期午後の降水が周囲よりも多く強いのは、ヒートアイランド現象による

対流性降水の増加を反映している可能性が考えられた。しかし、降水の空間的・時

間的変動には都市化の影響だけでなく自然要因も無視できず、確実な結論を導くま

でにはなお慎重な見極めが必要であると考察されている。〔Ｋ－２〕 
さらに、1976～1997年の東京首都圏における 8月の降水特性の経年変化やその原

因についての調査で、都心では強い降水の割合が増加している傾向が見られた（図

３－１５，図３－１６）。その原因として、都心と郊外との気温差からヒートアイラ

ンド現象が強化され、さらに水平風の収束により上昇気流が局地的に活発化された

ことが考えられた。しかし、気温と降水強度の変動パターンが必ずしもよく一致し

ているとはいえず、ヒートアイランド現象のみによって降水強度が変化していると

は断言できないと考察されている。〔Ｋ－３〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．４ エネルギー消費への影響 

ヒートアイランド現象がエネルギー消費に及ぼす影響に関する文献を整理した。特

に、夏季の冷房需要や給湯エネルギーの増大と、冬季の暖房需要や給湯エネルギーの

減少を総合的に評価した事例を調べた。 
 
〔Ｌ〕エネルギー消費量 

  ○気温 
東京大都市圏において、現状（ヒートアイランド現象あり）の気温分布とヒート

アイランド現象がない場合の気温分布のそれぞれに応じたエネルギー消費量を推計

したところ、最大 2.2℃程度の気温上昇が生じていると仮定した場合、空調・給湯用
エネルギー消費量は、家庭部門では約 3,200Tcal/年（3.6%）減少し、業務部門では

図３－１５ ８月における全降水量（世田谷、

東京、新木場、羽田の４地点の

平均）の経年変化 〔Ｋ－３〕

図３－１６ ８月における降水強度（各階級の

降水量が全降水量に占める割合）

の経年変化 〔Ｋ－３〕 
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図３－１７ 年間総消費量の差 〔Ｌ－１〕

約 400Tcal/年（1.3%）増大し、両部門の合計では、約 2,800Tcal/年（2.3%）減少し
た（図３－１７）。〔Ｌ－１〕 
一方、札幌・東京・那覇において、東

京の過去約 120 年の年平均気温上昇幅
（2.2℃/100 年）でヒートアイランド現
象が進んだ場合の、建物の冷暖房エネル

ギー消費の変化を推計したところ、札幌

においては暖房負荷減少分と冷房負荷

増大分がほぼ相殺し、PＡL値※11はあま

り変化しないと予測された。また、東京

においては、札幌に比べて冷房負荷が増

え、暖房負荷が減少し、PＡL 値は気温
上昇に伴い増えると予測された。さらに、那覇においては、東京より冷房負荷は大

きく、暖房負荷はシミュレーション前後でほとんど変化がなく、PＡL値は気温上昇
に伴い増えると予測された。これらのことから、気温の上昇によって暖房負荷は減

少するが、夏季の冷房負荷は増え、クーラー電力消費量の増大とそれによる都市排

熱の増加、その結果、都市の温暖化のさらなる加速が懸念された。〔Ｌ－２〕 
なお、東京の 8月の日最低気温の平均値は 24～25℃であり、不快指数は日本人の

9%が不快になるといわれる 75程度である。不快指数が 77で日本人の 65%が不快に
なるといわれていることから、東京は、現状から若干の気温上昇によって熱帯夜が

増え、冷房の使用が急増する状況にあると推察された。〔Ｌ－２〕 
 
３．５ 水需要への影響 

水需要量への影響について調べたところ、気温による影響に関する知見が得られた。 
 
〔Ｍ〕水需要量 

  ○日最高気温 
大阪市水道局の統計月報（1982年 7～10月のデータ）より、大阪市全体としては、

日最高気温が1℃上昇した場合に日給水量が約2万5千m3増加する傾向が見られた。 

                                                  
※11 PＡ L 値：外壁、窓などを通じて受ける熱負荷の大きさを表す数値（ペリメータ年間

熱負荷係数[MJ/m2(Mcal/m2)]）で、建物外壁の断熱性能を表す指標。
（Perimeter Annual Load） 
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No. JICSTコード 題目 著者1 著者2 雑誌名
参考文献
No.

1 02A0912361

温暖化による健康影響と環境変化による社
会の脆弱性の予測と適応によるリスク低減化
に関する研究 (1) 温暖化による健康影響と
社会適応に向けた総合的リスク評価に関す
る研究 (環境省S)

安藤満(富山国際大)

山元昭二(環境研)，彼末
一之，大野ゆう子(大阪大
医)，中井誠一(京都女
大)，高橋謙(産業医大産
業生態科学研)，川原一祐
(松本歯大)，入来正み(山
梨県環境科研)，清水茂文
(日本農村医学研)

温暖化による健康影響と環境変化による社
会の脆弱性の予測と適応によるリスク低減化
に関する研究 平成11－13年度，PAGE.6-33
(2002)

Ａ－１

2 04A0344847 温暖化による熱ストレスと熱中症 安藤満(富山国際大)
山元昭二(環境研)，浅沼
信治(日本農村医学研)

地球環境，VOL.8，NO.2，PAGE.211-219
(2003)

Ａ－２

3 -
熱中症死亡数と気象条件－日本における21
年間の観察－

中井誠一（京都女大）
日本生気気象学会雑誌，VOL.30，NO.4，
PAGE.169-177 (1993)

Ａ－３

4 97A009632
熱中症発生に関する疫学的検討－1990年-
1994年の新聞記事にもとづく検討－

中井誠一（京都女大）
新里寛英（京都電子工
業），森本武利（京都府医
大）

日本生気気象学会雑誌，VOL.33，NO.2，
PAGE.71-77 (1996）

Ａ－４

5 00A0081222

地球温暖化によるアジア太平洋域社会集団
に対する影響と適応に関する研究 (1) 地域
住民の内分泌および循環系等疾患に対する
温暖化の影響と適応に関する研究 2) 住民
のり患率に及ぼす温暖化の影響に関する研
究 (環境庁S)

安藤満(環境研) パイバー ワーレン(環境研)
地球温暖化によるアジア太平洋地域社会集
団に対する影響と適応に関する研究 平成8
－10年度，PAGE.64-72 (1999)

Ａ－５

6 95A0475819 九州における日最高気温と死亡との関係 本田靖(環境研)
小野雅司(環境研)，佐々
木昭彦，内山巌雄(公衆衛
生院)

日本公衆衛生雑誌，VOL.42，NO.4，
PAGE.260-268 (1995)

Ａ－６

7 96A0541479
地球の温暖化とその影響　地球温暖化の影
響　人の健康への影響

内山巌雄(公衆衛生院)
環境技術，VOL.25，NO.5，PAGE.269-274
(1996)

Ａ－７

8 01A0469840

温暖化による健康影響と環境変化による社
会の脆弱性の予測と適応によるリスク低減化
に関する研究 (1) 温暖化による健康影響と
社会適応に向けた総合的リスク評価に関す
る研究 (環境庁企画調整局S)

安藤満(環境研)

山元昭二(環境研)，川原
一祐(松本歯大)，彼末一
之(大阪大医)，高橋謙(産
業医大産業生態科学研)，
浅沼信治(日本農村医学
研)

地球環境研究総合推進費 平成11年度研究
成果報告集(中間報告2)，PAGE.136-141
(2000)

Ａ－８

9 01A0943671
冷房空間と屋外の往来に伴なう疲労感に関
する研究 その1 実態調査

江頭寛基(武蔵工大大学
院)

佐山竜一(新日本空調)，
斉藤雅也(札幌市高専)，
宿谷昌則(武蔵工大)

日本建築学会学術講演梗概集D－2 環境工
学2，VOL.2001，PAGE.441-442 (2001)

Ｂ－１

10 01A0943672
冷房空間と屋外の往来に伴なう疲労感に関
する研究 その2 被験者実験

佐山竜一(新日本空調)
江頭寛基(武蔵工大大学
院)，斉藤雅也(札幌市高
専)，宿谷昌則(武蔵工大)

日本建築学会学術講演梗概集D－2 環境工
学2，VOL.2001，PAGE.443-444 (2001)

Ｂ－２

11 01A0943673
冷房空間と屋外の往来に伴なう疲労感に関
する研究 その3 人体のエクセルギー消費に
よる考察

斉藤雅也(札幌市高専) 宿谷昌則(武蔵工大)
日本建築学会学術講演梗概集D－2 環境工
学2，VOL.2001，PAGE.445-446 (2001)

Ｂ－３

12 02A0112104
睡眠時の体動からみた寝室の快適温熱環
境の上限

大中忠勝(福岡女大 人間
環境)

人間－生活環境系シンポジウム報告集，
VOL.25th，PAGE.272-275 (2001)

Ｃ－１

13 86A0106289
夏季の睡眠環境が夜間睡眠とその後の疲労
回復に及ぼす影響

松本一弥(杏林大医)
松井知子，古見耕一(杏林
大医)，肝付邦憲(労働科
研)

労働科学，VOL.61，NO.8，PAGE.375-384
(1985)

Ｃ－２

14 86A0164977 近畿地区における睡眠環境の調査 宮沢モリエ(奈良女大家政)
磯田憲生，やな瀬度子(奈
良女大家政)

人間－熱環境系シンポジウム報告集，
VOL.9th，PAGE.96-99 (1985)

Ｃ－３

15 89A0029855
気象と感染症流行の相関に関する研究 第
二報 インフルエンザ流行の拡大因子は気温
か,湿度か,その他か

庄司真(庄司内科小児科
医院)

抗酸菌病研究所雑誌，VOL.40，NO.2，
PAGE.95-106 (1988)

Ｄ

16 97A0254194

地球温暖化による人類の生存環境と環境リ
スクに関する研究 東アジア地域におけるマ
ラリア及び媒介蚊の地理的分布と,その規定
要因の解明に関する研究 (環境庁企画調整
局S)

小野雅司(環境研) (ケー・シー・エス)
地球環境研究総合推進費 平成7年度終了
研究成果報告集2，PAGE.428-441 (1996)

Ｅ

17 80A0088931 食中毒発生の気象学的考察 藤井幸雄(東京医歯大医)
お茶の水医学雑誌，VOL.27，NO. 4，
PAGE.363-371 (1979)

Ｆ

18 - 繊維・高分子材料の帯電性とその評価方法
木村裕和(大阪府立産業
技術総合研究所)

(社)大阪府技術協会テクニカル・シート，18
産業用繊維 (1998)

－

人の健康への影響

表３－２ ヒートアイランド現象による影響に関する文献リスト 
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No. JICSTコード 題目 著者1 著者2 雑誌名
参考文献
No.

19 -
(3)森林生態系の脆弱性評価に関する研究
④人工林生態系の脆弱性評価

松本陽介((独)森林総合研
究所)

垰田宏，重永英年，溝口
岳男，長倉淳子，吉永秀
一郎，伊藤江利子，大貫
靖浩，赤間亮夫，上村
章，原山尚徳，石田 厚，
井上大成，大河内勇，藤
田和幸，上田明良，浦野
忠久，志知幸治((独)森林
総合研究所)

地球温暖化による生物圏の脆弱性の評価に
関する研究，PAGE.101-119 (2000)

Ｇ－１
Ｈ－１

20 02A0751449
温度・湿度条件が5樹種の純光合成・蒸散速
度・気孔コンダクタンスにおよぼす影響

久野春子(東京都林試) 新井一司(東京都林試)
日本緑化工学会誌，VOL.28，NO.1，
PAGE.20-25 (2002)

Ｇ－２
Ｈ－２

21 02A0943336 スギ枯れに及ぼす乾燥ストレスの影響
小川和雄(埼玉県環境科
学国際セ)

嶋田知英，三輪誠(埼玉県
環境科学国際セ)

日本環境学会研究発表会予稿集，
VOL.28th，PAGE.125-126 (2002)

Ｉ

22 91A0145259
都市昇温のサクラの開花に及ぼす影響につ
いて

小元敬男(大阪府立大学) 青野靖之(大阪府立大学)
農業気象，VOL.46，NO.3，PAGE.123-129
(1990）

Ｊ－１

23 - 新しいサクラの開花予想 気象庁観測部 解説資料第24号 (1996) Ｊ－２

24 03A0408442
冬季および生育期の高温が福岡県の落葉
果樹の生育に及ぼす影響

林公彦 (福岡県 農政部) 杉浦俊彦 (果樹研) 九州農業研究，NO.65 ，PAGE.230 (2003) Ｊ－３

25 03A0422066
都市環境とヒートアイランド ヒートアイランドの
実態と影響

三上岳彦(東京都大 大学
院理学研究科)

環境管理(産業環境管理協会)，VOL.39，
NO.6，PAGE.551-555 (2003)

Ｋ－１

26 98A0226967
東京における降水の空間偏差と経年変化の
実態－都市効果についての検討－

藤部文昭（気象研究所予
報研究部）

天気，VOL.45，NO.1，PAGE.7-18 (1998) Ｋ－２

27 00A0935840
首都圏における夏期の降水特性の経年変
化

佐藤尚毅(東大 気候シス
テム研セ)

高橋正明(東大 気候シス
テム研セ)

天気，VOL.47，NO.9，PAGE.643-648
(2000)

Ｋ－３

28 99A0826479
都市ヒートアイランド現象の空調・給湯用エ
ネルギー消費への影響評価

平野勇二郎(東京大学大
学院)

茅陽一(慶應義塾大学)，
柴崎亮介(東京大学)

土木学会論文集，NO.629/Ⅶ-12，83-96
(1999)

Ｌ－１

29 95A0928375
都市温暖化のエネルギー・熱環境に及ぼす
影響

荒井良延(鹿島建設技研) 武田仁(東京理大理工)
日本建築学会環境工学委員会熱環境小委
員会熱シンポジウム，VOL.25th，PAGE.93-
100 (1995)

Ｌ－２

30 85A0250754 都市の熱環境管理と水資源配分の課題
新沢秀則(神戸商大経済
研)

エネルギー・資源，VOL.6，NO.2，
PAGE.210-215 (1985)

Ｍ

水需要への影響

気象への影響

植物への影響

エネルギー消費への影響


