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資 料 編

資料１ 名古屋市の研究報告

資料２ 建設省「グリーン庁舎」の概要

資料３ 「コミュニティーを涼しく」（ＥＰＡガイドライン）

資料４ 「まちづくりのための気候学入門」

(バーデン・ビュルテンベルク州経済省発行)

資料５ 「Climate and air pollution maps for cities and regions」

（ドイツ工業協会）

主な用語の解説
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資料１ 名古屋市の研究報告

名古屋市におけるヒートアイランドの実態調査が平成5年、6年に行われ、その結果は

「ヒートアイランドに関する基礎的調査のまとめ」（平成8年）として、報告されている。

以下にその調査の概要を示す。

（１）名古屋および他都市の気温変化

名古屋地方気象台における大正12年以降の年平均気温の推移を調べると、0.2℃/

10年の割合で上昇していた。また、昭和25年以降の大都市の平均気温上昇を計算す

ると、東京、大阪、福岡、名古屋が0.2℃/10年、横浜、京都が0.1℃/10年となった。

これに対し、三宅島では-0.1℃/10年と気温が低下していた。

表Ⅰ-1 名古屋及び他都市等の気温変化（1950～1992）

地点名 気温変化（℃/10年）

平均気温 高気温 低気温

名古屋 0.15 -0.10 0.23

東 京 0.23 -0.11 0.42

横 浜 0.09 -0.13 0.22

京 都 0.14 -0.12 0.22

大 阪 0.19 0.02 0.32

福 岡 0.18 0.01 0.46

三宅島 -0.13 -0.13 -0.24

伊良湖 -0.04 -0.05 -0.18

出典：「ヒートアイランドに関する基礎的調査のまとめ」（平成8年、名古屋市）

（２）名古屋市内の気温分布

平成5年の夏季と平成6年の冬季に33地点で気温の測定を行った。そのうち22地点

は百葉箱に自記温度計を設置し、10地点は大気環境測定局、1地点が気象台管轄局の

データである。

平成5年の夏は冷夏であり、名古屋地方気象台における8月の平均気温が25.2℃と、

平年に比べ約2℃低く、夏の暑さを調べるには不適当な状況であったが、気温分布で

は、市中央部から南部にかけて高温域が生じていた。

平成6年の冬は、雪の日が多かったが、月平均気温は平年並みであった。冬季も夏

季と同様に、市中央部から南部にかけて高温域が生じていた。
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また、平成5年8月と平成6年8月の日平均気温の差は約4℃もあるが、各年の 高気

温地点と 低気温地点の差はいずれも約2℃であり、ヒートアイランド強度は冷夏の

年と酷暑の年ではあまり違いが見られなかった。

出典：「ヒートアイランドに関する基礎的調査のまとめ」（平成8年、名古屋市）

図Ⅰ-1 平成5年夏季の気温分布（8月13日～9月7日、日 低気温の平均）

（３）気温と土地利用の関係

平成5年度の調査結果を気温データとして用い、地表面性状と人工排熱量との関係

を調べた。

a 地表面性状

緑被面積等については「緑の現況調査（平成3年3月、市緑地農政局）、土地利用

については「平成4年度メッシュ別用途地域別面積及び面積比率データ（市計画

局）」を基礎資料とし、これらのデータを4次メッシュ（国土数値情報500mメッシ
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ュ）として整理した。

「緑地」は樹木地、芝・草地、農地等を含み、「人工土地被覆」は住居、商業地、

工業地、道路・鉄道等を含むものとした。

出典：「ヒートアイランドに関する基礎的調査のまとめ」（平成8年、名古屋市）

図Ⅰ-2 緑地のメッシュ分布

b 人工排熱量

名古屋市内の人工排熱量として、電力使用量、都市ガス使用量、自動車・船舶・

航空機からの排熱量、工場・事業場からの排熱量に分け、各項目についてメッシュ

毎の熱排熱量を求めた。

自動車等の運輸分野の排熱量は、窒素酸化物の排出量から燃料使用量を求め、単

位あたりの発熱量を掛けて算出した。

また、工場等からの排熱量は、大気汚染物質排出量総合調査の燃料使用量に燃料

別の発熱量を掛けて算出した。
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出典：「ヒートアイランドに関する基礎的調査のまとめ」（平成8年、名古屋市）

図Ⅰ-3 人工排熱量のメッシュ分布（8月）

c 地表面性状、人工排熱量と気温の関係

独立変数として、人工土地被覆、緑地、水面、人工熱をとり、回帰分析を行った

結果、以下のことが分かった。

① 高気温については地表面性状や人工排熱との有意な相関はない。

②平均気温と 低気温では地表面性状や人工排熱との有意な相関があるが、相関

は弱い。

表Ⅰ-2 気温との単相関係数（調査結果をそのまま用いた場合）

夏 季 冬 季

平均 高 低 平均 高 低

人工土地被覆 0.26 0.00 0.40* 0.21 -0.03 0.33

緑 地 -0.36* -0.06 -0.36* -0.38* -0.02 -0.56*

水 面 0.22 0.29 0.13 0.00 0.02 -0.02

人 工 熱 0.33 0.06 0.39* 0.15 -0.07 0.28

*:5%有意

出典：「ヒートアイランドに関する基礎的調査のまとめ」（平成8年、名古屋市）
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資料２ 建設省「グリーン庁舎」の概要

（1）グリーン庁舎とは

環境基本法の基本理念に則り、その計画から建設、運用、廃棄に至るまでの、

ライフサイクルを通じた環境負荷の低減に配慮し、我が国の建築分野における環

境保全対策の模範となる官庁施設を「グリーン庁舎」と定義している。

図Ⅱ-1 グリーン庁舎のイメージ図

出典：建設省ホームページ
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（２）グリーン庁舎計画指針の策定

平成10年3月、環境保全の模範となる官庁施設を整備するに当たり、考え得る対

策を網羅的に取りまとめ、官庁施設の計画・設計の指針として「環境配慮型官庁

施設（グリーン庁舎）計画指針」を策定した。

官公庁施設の建設等に関する法律

国家機関の建築物及びその付帯施設の位置、規模及び構造に関する基準

官庁施設の総合耐震計画基準 グリーン庁舎計画指針

建築設計基準 建築設備計画基準

建築構造設計基準 建築設備設計基準

図Ⅱ-2 グリーン庁舎計画指針の位置付け

出典：建設省ホームページ

（３）グリーン庁舎計画指針の概要

（総則）

この指針はグリーン庁舎を計画・設計する際の基本的事項を示し、官庁営繕行

政における地球環境保全対策の推進に資することを目的としている。

（基本事項）

グリーン庁舎化の評価においては、ライフサイクル二酸化炭素排出量を主たる

指標として採用し、地球温暖化対策を重点的に講ずることとしている。

（5つの柱）

・周辺環境への配慮

周辺地域に与える影響の軽減、地域生態系の保護育成、大気、水質、土壌等の

周辺環境の汚染防止等に努める。（関連技術：屋上緑化、透水性舗装など）

・運用段階の省エネ・省資源
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負荷の抑制、自然エネルギーの利用、エネルギー・資源の有効利用により運用

段階の省エネ・省資源に努める。（関連技術：太陽光発電、自然換気など）

・長寿命

階高、床面積・床加重等の機能的ゆとりの確保と、耐久性・耐震性等の物理的

ゆとりの確保により、長寿命に努める。（関連技術：階高・床面積のゆとりの

確保など）

・エコマテリアル

資源の枯渇に配慮した材料、リサイクルが容易な材料等、環境負荷の少ない材

料（エコマテリアル）の採用に努める。（関連技術：高炉セメント、再生砕石

など）

・適正使用・適正処理

建設時における、建設副産物の発生抑制・再利用、運用段階の適切なゴミ処理

への配慮等、適正使用・適正処理に努める。（関連技術：ゴミ搬送システム、

梱包レス化など）
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資料３ 「コミュニティーを涼しく」(ＥＰＡガイドブック)

このガイドラインは、一般の読者及び技術専門家を対象とし、植樹及び地表面の淡色化

という手法が、エネルギー需要の減少と都市の気温低下に寄与する可能性を調査研究の結

果に基づいて説明したものである。しかし、将来の検討と研究の基礎を成すものであり、

終的な分析結果と見なされるものではない、と本文中に解説されている。目次構成を以

下に示す。

コミュニティーを涼しく

Cooling Our Communities

植樹と表面淡色化に関するガイドブック

A Guidebook On Tree Planting And Light-colored Surfacing

著者

ローレンス・バークレイ研究所：ハシェム・アクバリ

ローレンス・バークレイ研究所：スーザン・デイヴィス

ザ・ブルース・カンパニー：ソフィア・ドーサノ

ローレンス・バークレイ研究所：ジョー・フアング

合衆国環境保護局：スティーヴン・ウィネット

合衆国環境保護局 政策分析局 気候変化課

1992年 1月
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目 次

概要

はじめに

1 The Urban Heat Island: Causes and Impacts

ヒートアイランド現象：原因とその影響

2 The Benefits of Urban Trees 植樹の効果

3 Using Light-Colored Surfaces to Cool Our Communities

コミュニティーを涼しくするための淡色表面材料の利用

4 Implementation Issues: Water Use, Landfills, and Smog

おこりうる問題点：水の使用、ゴミの埋立、スモッグ

5 Lessons Learned from Successful Tree Programs 効果のある植樹計画

6 Planting and Light-Colored Surfacing for Energy Conservation

省エネルギーのための植樹及び表面淡色化

7 Ordinances 緑化等に関する施策について

8 Conclusions and Recommendations 結論と提言

References 参考文献

Appendix 付属資料

A Further Data on Heat Islands ヒートアイランドに関するデータ

B The Costs of Conserved Energy 省エネルギーによるコスト低減効果

C Estimating Water Use by Various Landscape Scenarios

様々な土地利用に対する水使用の予測

D Sample Ordinance 省エネや緑化に関する施策例について

E The Best Way to Plant Trees 適切な植樹の方法

F Trees and Shrubs 樹木と灌木

G Sample Tree Planting Incentive Program 植樹を促進させる施策例

H Planting New Life in the City Down the Street 新しい都市生活の計画
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資料4 「まちづくりのための気候学入門」

(バーデン・ビュルテンベルク州経済省発行)

ドイツでは、主に内陸都市を対象として夏季の熱負荷緩和と冬季の大気汚染負荷軽減を

目的とした「都市計画のための気候解析」が行われている。解析のアウトプットとして計

画へのアドバイスを表現した地図が作成され、都市プランナーが法的拘束力を持った地区

詳細計画・建築計画を作成する際に参照し、気候解析が都市計画に反映されることが推奨

されている。これらのことについて解説した参考書が「まちづくりのための気候学入門」

として出版されている。その目次を以下に示す。

まちづくりのための気候学入門（ドイツ語、1998年12月）の目次

ユルゲン・バウミューラー(シュツットガルト市環境保全局都市気候部、大気環境）

ウルリヒ・ホフマン(シュツットガルト市環境保全局都市気候部）

ウルリヒ・ロイター(シュツットガルト市環境保全局都市気候部、大気環境・交通）編

（目次：一ノ瀬俊明 訳）

１ 建築計画における気候

２ 都市気候の特徴とその出現形態

2.1 総論

2.2 都市の熱収支

2.3 ヒートアイランド

2.4 都市の湿度・降水・植生

2.5 都市の風

2.6 都市の生気象

2.7 都市の換気

2.8 自動車からの排気ガス

2.8.1 排気ガスの源・道路

2.8.2 排気ガスの源・自動車

2.8.3 交通起源大気汚染物質濃度の見積もり

2.9 排気ガス中の大気汚染物質とその規制値

2.10 スモッグ

2.11 排気ガスのもたらす影響

2.12 グローバルな視点からの気候(地球規模で考え、足元から行動しよう)
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３ エネルギーのことを考えた建築計画

3.1 総論

3.2 エネルギー源としての太陽

3.2.1 全天放射量

3.2.2 日射・日影の幾何計算

3.2.3 放射収支の調査手法

3.2.4 昼間の明るさ

3.3 気温への効果

3.3.1 熱のレベルを記述するための固有値

3.3.2 局地気候学的視点

3.4 風への効果

3.4.1 風の統計

3.4.2 統計解析から得られるもの

3.4.3 風速は鉛直方向に増大する

４ 計画に反映させる情報をどのように集めるか（観測、風洞、モデル）

4.1 気象観測

4.1.1 定点観測

4.1.2 移動観測

4.1.3 トレーサーガスの散布実験

4.1.4 鉛直気象観測

4.2 風洞実験

4.2.1 総論

4.2.2 調査手法としての風洞

4.2.3 風環境緩和への応用例

4.2.4 狭域空間における流れ場への応用例（トンネル内気流の例）

4.2.5 風通しへの応用例（街路拡幅事業の例）

4.2.6 ドイツ周辺の風洞所在地一覧

4.3 数値シミュレーション

4.3.1 デジタル標高モデルDHM

4.3.2 風系モデルDIWIMO

4.3.3 冷気流モデルKALM

4.3.4 ミクロスケールモデルMISKAM

4.3.5 交通起源大気汚染評価モデルSTREET

4.3.6 排気ガスの拡散計算を通じて沿道の建て詰まり状況を評価するモデルMLUS-92
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4.3.7 沿道大気汚染モデルPROKAS

５ 建築計画の参考となる気候・大気汚染マップ

（例：シュツットガルト近隣自治体連合のクリマアトラス）

5.1 はじめに

5.2 熱赤外画像

5.3 気象学的なベースマップ

5.4 大気汚染マップ

5.5 気候分析マップ

5.6 計画へのアドバイスを表現したマップ

６ 計画への勧告

6.1 植生地の保全と効能

6.1.1 風致と緑地の整備計画

6.1.2 緑地の有益性をどう評価するか

6.1.3 緑地と水面：地表面を窒息させないために

6.1.4 屋上緑化

6.1.5 壁面緑化

6.2 局地的な都市の換気性の保全

6.2.1 市街地冷却に役立つ冷気の生成

6.2.2 市街地への清浄な空気の供給

6.2.3 緑地の風通し

6.2.4 望ましい集落及び建築物の形態

6.3 大気環境保全のための方策

6.3.1 業務・製造業部門へ

6.3.2 家庭部門へ

6.3.3 交通部門へ

6.4 計画に向けた都市気候調査

７ 参考文献

８ 関連するインターネットアドレス

索引
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資料5 「Climate and air pollution maps for cities and regions」

ドイツでは資料4でも示したように、都市計画に活用することを目的とした気候解

析が行われており、その気候解析や主題図作成の方法には規格（VDI:ドイツ工業協会

による）に相当するものがある。この内容は以下のような構成である。

Contents 目次

Preliminary note 前提条件

1 Introduction 序論

2 Maps and plans 主題図と計画

2.1 Functional map typology 主題図の種類

2.2 Application of climate and air pollution maps in physical planning

気候マップ及び大気汚染マップの計画への活用

2.3 Drafting and produntion of map 主題図の作成

2.4 Types of climate and air pollution maps

気候マップ及び大気汚染マップの種類

3 Terms, symbols and representations in climate maps and air pollution maps

気候マップ及び大気汚染マップで使用する用語や記号

3.1 Climatic phenomena 気候学的な現象

3.2 Climatotopes and aerotopes クリマトープとエアロトープ

3.3 Representation of climatic and air pollution processes

気候及び大気汚染の解析結果の表現

3.4 Standardized symbols for climate maps and air pollution maps

気候マップ及び大気汚染マップに用いられる標準的な記号

Annex A 付属資料

Examples of planning recommendations derived from climate/air pollution

maps

気候解析図及び大気汚染図を用いた計画の推奨例

A1 Example from the Climate Atlas of the Stuttgart District Association of

Communities シュツットガルト周辺地域の事例

A2 Planning reference map of the Kommunalverband Ruhrgebiet

(KVR)-Ruhr District Association of Communities ルール周辺地域の事例




