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第３章 都市熱環境の評価手法

３－１ どのようなマップを作るべきか

前章までに，都市熱環境に関わる基本的なデータの取得方法を解説した。本章で

は、このデータをマッピングし、都市熱環境上の問題点、要改善対策地域を抽出し、

改善施策への足がかりとする方法を述べる。対象地域（当該地方自治体）内で、一

定以上の空間密度でデータの収集が済んでいることを前提とする。

環境基本計画等においては、都市熱環境の評価結果・改善プランを図面で表現す

ることが必要である。このようなマッピングには、地理情報システム（GIS）が便利

である。

まず、ヒートアイランド対策の検討に参照することが有益な気象要素としては次

のようなものがある。

・気温分布（年平均、季節別日 高・日 低など）

夏季の暑熱の緩和に関しては、日中のみならず寝苦しさの緩和という意味で明け

方も重要なターゲットである。通常は等温線マップの形で表現されることが多い。

・風系分布（季節別・時刻別・風向別・風速別頻度分布）

出現する地上風系は、総観規模（高気圧・低気圧や前線の配置など、広域的な気

象現象をとらえる規模）の気圧場（高・低気圧の分布など）に依存するが、周辺の

地形や海陸分布との相互作用の中で、その地域によくみられる風系が形成される。

どの風向のどの強さの風がどの位の頻度で出現するかを、ウインドローズ（風配

図）の形で地点毎に表現する。

・風系分布（特定時刻における地上風分布、卓越風分布）

また、対策の必要な時間帯における風系については、風ベクトルの形で地図に落

とし、流れ場が一目瞭然となるようにしたい。暑熱の緩和策の中でも風通しの活用

は大変有効なものである。風上に一定規模の樹林地や水系を有する地域には、冷却

された空気が供給されることになる。また、海岸地域にあっては日中の海風を、山

間盆地にあっては夜間の山風や斜面下降風の利用が考えられ、こうした天然の環境

緩和機能を遮らないようなヒートアイランド対策を考えるべきである。このような

手法は熱環境の緩和のみならず、大気汚染対策としても意義が大きい。
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・体感指標分布

前章までに述べたように、気温が同じでも周囲の地物いかんでは体感気候が異な

る。体感指標のマッピングは、そのまま暑熱の緩和のための戦略図として活用でき

る。体感指標の計算は既に述べたように簡単ではない。体感指標の代替として、真

夏日の日数、一定気温以上になる時間数なども活用できる。

以上は主に観測値を加工して作る情報である。可能であれば、数値シミュレーシ

ョンの結果を加える。また、気象要素以外の参照要素としては、以下の要素が考え

られる。

・地形

冬季の地表面付近に夜間形成される逆転層は盆地や谷間においては発達が加速さ

れる。逆転層の発達は大気汚染現象を持続させる要因となる。

・土地利用分布

・建物高さ分布（風通し、天空率、日影パターンに関与）

・緑地・水系の分布

・人工排熱分布

エネルギー消費基礎統計と土地利用・建物分布から作成可能である。

・交通量分布（大気汚染との関係）

実際これらのデータをきちんと入手することにより、数値シミュレーションで現

象が再現可能となる。また、対策の効果にもアプローチできる。対策シナリオを考

える上では都市計画法規に通じることも必要であろう。

以下に紹介するのはドイツにおける事例(一ノ瀬，1999及び一ノ瀬・タム，1999)

である。局地循環の活用、市街地への風の導入手法などは、我が国の都市にも参考

となる部分が大きい。
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３－２ ドイツの風の道を例に

(1) 背景

ドイツでは、主に内陸都市を対象として、夏季の暑熱緩和と冬季の大気汚染負荷

軽減を目的としたKlimaanalyse fuer die Stadtplanung（都市計画のための気候解

析）がひろく行われている。Klimaanalyseの成果としてPlanungshinweiskarte（計

画へのアドバイスを表現したマップ）が描かれ、プランナーが法的拘束力を持った

B-Plan（地区詳細計画・建築計画）を作成する際に参照し、内容をB-Planに反映さ

せることが推奨されている。その結果、「風の道」に代表される都市気候保全に配

慮した都市計画上の施策が行われており、効果を挙げている。「風の道」に代表さ

れるドイツの環境共生的都市計画技術（特に都市熱環境制御）については、根本

（1991）、一ノ瀬（1993）、森山（1996）にも解説されているが、一言でいうなら

ば次のようなものである。風の詳細な調査にもとづき、清浄な気流を市街地に導入

するため、ドイツ特有の厳しい都市計画制度を駆使して、道路、公園、森林、建築

物などの再配置を含めた都市整備計画が進められている。丘陵地帯で夜間放射冷却

により生成され、市街地を吹き抜ける冷気流は、ヒートアイランドや大気汚染等の

問題に対して天然の環境緩和機能を発揮する。

近年、日本でも「風の道」を都市マスタープランに位置づける自治体（例として

船橋市・名古屋市）が出てきているが、「風の道」の必要性に関する議論が十分に

なされているとは言い難い状況にある。例えば、日本の大都市の多くは海岸に立地

し、ドイツの内陸都市に比べて風速が大きく、大気汚染対策としての意義はあまり

大きくない。しかし、夏季の暑熱は日本の多くの都市において問題となっており、

海風の適切な導入等、日本型の「風の道」を検討する必要がある。ドイツの内陸都

市では年間を通じて風が弱く、空気が淀みやすいため、市街地の換気性確保を議論

しなければならない。

(2) 気候解析（Klimaanalyse）の方法

都市気候保全に配慮した都市計画を実現するための一般的な手続のうち、気候学

者の仕事とされる部分がKlimaanalyseであり、実務体系が確立されている（資料４

及び資料５参照）。ドイツでは、いくつかの都市でKlimaanalyseが行われ、報告書

が出ているが、図の凡例（後述するクリマトープの分類体系など）や解析の過程で

用いられる環境要素（気象要素や大気汚染物質）は、都市によってその詳細が異な

るものの、共通した部分を抽出して整理すると以下のようになろう。なお、現在で

はドイツ工業協会（VDI: Verein Deutscher Ingenieure）により、この実務体系は

既に規準化され、ガイドラインが発行されている（資料５参照）。
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①気象データの収集・整理

対象地域（通常は1:25000程度の図面で表現される範囲であることが多い）内の数

地点～十数地点に気温や風系等の観測網を展開し、様々な気候要素の主題図を作成

する（図３－１）。ドイツ気象サービス（DWD: Deutscher Wetterdienst）によるも

の等、既存の観測資料も活用する。

図３－１ シュツットガルト市周辺における風向頻度分布図（東西8km･南北12kmの範囲）

Abt． Stadtklimatologie， Amt fuer Umweltschutz， Landeshauptstadt Stuttgart (1999)による。

②基本的空間情報の収集・整理

土地利用や人口密度、大気汚染負荷発生量など、以後の考察にあたって気候要素

とのオーバーレイ（重ね合わせ）が必要な各種の基本的空間情報を収集・図化する。

③数値計算や風洞実験による現象の再現

観測データの補完、あるいは現象の理解のため、数値計算（地上風系や気温場、

大気汚染濃度分布）の結果も以後の分析に用いられる（図３－２）。また、人間

（計画）にとって意味を持っている環境要素とは、気温などではなく、PET

（Physiologically Equivalent Temperature）やPMV（Predicted Mean Vote）など

の体感指標であり、ヒートアイランド現象自身も気温ではなくこれらの指標で議論

すべきとの考え方もあり、体感指標や夏日の日数などの分布の計算結果を後述の気
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候機能分析に用いることもある。

一方風洞実験の結果は、市街地街区スケールでの気流場や大気汚染物質拡散現象

の検証に活用されている。

図３－２ シュツットガルト市周辺における夜間の冷気流のシミュレーション結果

（東西8km･南北12kmの範囲）

Abt． Stadtklimatologie， Amt fuer Umweltschutz， Landeshauptstadt Stuttgart (1999)による。

④気候機能分析マップの作成

以上３つのプロセスで得られた情報を統合し、局地的な気候に与える影響による

地域のゾーニングを行う。このゾーニングにおいてよく行われる方法が、クリマト

ープ（Klimatope）マッピングである。クリマトープとはビオトープ（Biotope）に

近い概念であり、「一様な微気象学的特徴（気温、湿度、風速など）を示すひとま

とまりの空間」と解釈される。クリマトープマッピングには景域（Landschaften）

分類や、航空機観測による地表面温度（図３－３）などが参考にされる。クリマト

ープの種類としては、森林、緑地公園、菜園付き独立住宅地域、中心市街地、工業
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地域などがある。ゾーニングの結果は気候機能分析マップ（Klimafunktionskarte）

としてまとめられる（図３－４）。またここには、郊外から中心市街地に吹き込む

冷気流が「風の道」（Kaltluftabfluss）として書き込まれ、市街地のベンチレーシ

ョン戦略を考える上で重点的に保全すべき地域が一目でわかる仕組みになっている。

都市計画への応用としては、冷気流の風向に沿って緑地を郊外から中心市街地へと

つなげたり、冷気流を遮るような建築を避けることなどが考えられている。

図３－３ シュツットガルト市周辺における明け方の航空機観測地表面温度分布

（東西20km･南北20kmの範囲）

暖色系が高温域を示す。

Abt． Stadtklimatologie， Amt fuer Umweltschutz， Landeshauptstadt Stuttgart (1999）による。
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図３－４ シュツットガルト市周辺における気候機能分析マップの例

一様な微気象学的特徴を示す空間単位（Klimatope）毎に塗り分けられた地図上に、郊外から中心市街地に吹き込む

冷気流が書き込まれている。 Wirtschaftsministerium，Baden-Wuerttemberg (1998) による。

⑤都市計画へのアドバイスマップの作成

気候機能分析マップをもとに、地域毎に今後の都市計画への処方箋が描かれる。

これを地図におとしたものが、都市計画へのアドバイスマップ(Planungshinweiskarte)

である（図３－５）。こちらも処方箋でゾーニングを行う形をとっており、凡例に

は「近隣の居住地域にとってローカルな気候保全機能が高く開発から守られるべき

緑地」や「当面もう少し開発を進めても気候や大気汚染に関して影響が少ないと思

われる市街地」といったものがある。

このような手続で実現した建築設計の例としては、フライブルク市のサッカース
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タジアム（連邦リーグ１部のSCフライブルクの本拠地）の透風型壁面（試合に関係

のない時など開放し、夜間の冷気流（図３－６）を遮らないように配慮している)な

どがある。

図３－５ シュツットガルト中央駅周辺の

アドバイスマップ

気流系による市街地の換気を意識した計画が描かれている。市

街地の冷却、空気の浄化に有益と考えられる気流系が表示され、

この気流系が維持されるような土地利用計画が表現されている。

Abt． Stadtklimatologie， Amt fuer Umweltschutz， Landesha

uptstadt Stuttgart (1999)による。

図３－６ フライブルク市周辺の山地で発生して

谷を下り市内を吹き抜ける夜間の冷気流（数値シ

ミュレーションの結果）Schwab et al.(1996) による。

(3) フライブルクにおける「風の道」

狭義の「風の道」は、市街地への空気の進入経路を意味する。東京都心部からみ

て海風の風下に位置する関東内陸の都市（熊谷など）では、風上からの熱や大気汚

染物質が輸送されてくるため、市街地の風通しを確保しただけでは暑熱の緩和や大

気の浄化という機能が十分に発揮されないことになる。市街地の郊外への連担を避

け、適度な緑地を確保することによって初めて、「風の道」として活用する可能性

が生じる。実際の都市デザインにあたっては、その地域の風系の特徴を考慮する必

要があることはいうまでもない。とりわけ丘陵や山地、湖沼に隣接して立地し、山
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谷風循環や夜間の冷気流の影響を受け、一般風に対して出現風系が複雑な都市にお

いては、異なる気象条件・季節・時刻での風配や風速分布等、基礎的な解析が重要

である。

フライブルク市(図３－７)は、人口約20万人を擁する南西ドイツの都市(海抜180

m前後)である。ライン地溝帯の東端に位置し、黒い森（Schwarzwald）として有名な

山地（ 高部1291m）に接している。ライン地溝帯が形成する平野部では一般に風が

極めて弱く、盛夏時の暑熱や冬季の大気汚染が問題となっている。

図３－７ フライブルクの市街地と周辺地形

複雑な地形のため、この地域には特有の風系日変化をみることができる。とりわ

け，昼は市街地の後背地（東方）に位置する谷（Hoellentaeler）を上る風系が、夜

はこの谷から市街地へと吹き出す風系が卓越している（図３－８）。ここに見られ

る夜間の卓越風系は、山地で発生して細かな沢筋を下るcold drainage air flowが

集積した冷気流であり、この風系を適切に市街地へ導き入れることが好ましいと考

えられる。この夜間の東風は、気圧傾度が低く雲量の少ない時にだけ出現する弱い

風（3m/s未満）であり、地表付近の冷却された安定な気層でのみ観測される。この

日変化は厳冬期以外（通年の出現率65％）で見られる。またフライブルク周辺の夜

間の冷気流現象の存在は、数値シミュレーションでも確かめられている(図３－６)。
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図３－８ フライブルク市街地周辺の地上風系

A:風速別風配図（通年） B:昼（白）夜（黒）別風配図

では、実際にこのような風系が出現した時の気温への効果はどの程度であろうか。

図３－９はフライブルクの市街地における航空機熱画像である。谷の出口付近の地

表面温度が帯状に低温となっており、冷気流による冷却効果が認められる。

このような知見と気象観測データにもとづき、フライブルク近郊に計画人口

10000人の再開発計画が立案された（図３－１０）。街路のパターンは、夜間の冷気

流や日中の冷涼な北風を導き入れるとともに、春季や秋季に顕著な南西寄りの強風

を防ぐ構造となっている。

図３－９ 航空機熱画像にみる夜間の冷気流による地表面冷却効果

1976年4月1日 4.39 a.m.撮影（快晴）

谷の出口付近が帯状に低温（相対的に暗い部分）となっている。
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図３－１０ フライブルク近郊Rieselfeldの再開発計画

街路のパターンが夜間の冷気流の卓越風向等に対応したものとなっている。Richter et al. (1994) による。

(4) 気候解析（Klimaanalyse）の日本の都市への適用

さて、ドイツの内陸都市における「風の道」は、弱風条件下や冬季の接地逆転層

形成時における大気汚染対策としての位置づけが高い。大気汚染濃度のデータを比

較してみても、日本の大都市に比べ際だって高い値とは思えないが、ドイツ人は今

日においてもなお、道路交通起源の窒素酸化物やオゾン（オキシダントの代替指標

として扱っている）対策には非常に熱心である。

近年，日本でも都市マスタープランに「風の道」を位置づける自治体が見られる

が、日本の大都市の多くは海岸に隣接し、平均風速は「風の道」を積極的に位置づ

けているドイツの内陸都市に比べ大きい。日本の都市における「風の道」のコンセ

プトを確立するにあたっては、気圧傾度の小さくなる頻度やそのような総観規模条

件下における地上風系の解析を積み上げる必要がある。日本の関東以南の都市にお

ける夏季の暑熱の程度は、ドイツの内陸都市をかなり上回っており（表３－１）、

「風の道」による市街地の冷却効果に対する需要は大きいはずである。

表３－１ シュツットガルトと東京の比較
シュツットガルト 東京

年平均風速(m/s) 1.9 3.4
真夏日日数 6 45
二酸化窒素(ppb) 22 46
一酸化炭素(ppm) 0.6 1.3
オゾン(ppb) 16 13
粒子状物質(μg/m3) 23 54
大気汚染データ年次 1996 1994
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図３－１１ 東京都心部（東西約10km・南北約7kmの範囲）における建物の配置と盛夏時の卓越風向

Ichinose et al.(1998)の数値シミュレーション結果（7月下旬快晴日における地上風系の日変化）をもとに、「風

の道」として位置づけるべきエリア（３ヶ所）を示した。白い領域は建物の推定高度が10m未満である。風上に広大な

緑地を有するものの、そこを吹送して冷却された風を活かせないエリアも散見される。

一方アジアには、都市計画・建築計画的手法にもとづいて住みよい環境を創造す

る「風水」という伝統的知識体系がある。風水とは本来、土地の相をみるにはその

土地の風と水を観察しなければならないという自然観のことである。ここには、都

市の熱環境に関連する記述も見受けられる。ドイツにおける都市気候保全に配慮し

た都市計画は、科学的な根拠にもとづいて行われているものではあるが、「西洋の

風水」と考えてよいだろう。その意味では、Klimaanalyseがアジアに受け入れられ

る可能性は大きいものと思われる。

赤坂御所から新宿御苑

へと続くゾーン

（日中の卓越風向）

赤坂御所から外堀通り

へと続くゾーン

（夜間の卓越風向）

銀座から日本橋へと

続くゾーン

（夜間の卓越風向）
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