
 
 

 

資  料 
（第１章） 

 
 
 

文献一覧表 
 

文献概要 
 

ヒアリングシート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



影響項目 研究手法 タイトル 著者名 発行年
1 地域別にみた熱中症死亡について―人口動態統計死亡票による検討― 星秋夫、中井誠一、金田英子、山本亨、稲葉裕 2009
2 近年5年間における東京都の熱中症の発生と死亡について 澤井睦美、星秋夫、中井誠一、山口隆子、稲葉裕 2009

3 Space heating demand and heatwave vulnerability: London domestic stock【ロンドン：英国】
MAVROGIANNI A.、DAVIES M.,MILNER J., CHALABI Z.,WILKINSON
P.,KOLOKOTRONI M.

2009

4 熱中症の実態調査―HeatstrokeSTUDY 2006最終報告―
三宅康史、有賀徹、井上健一郎、奥寺敬、北原孝雄、島崎修次、鶴田
良介、前川剛志、横田裕行

2008

5 都市域における気温変化が人間の健康面に及ぼす影響 廉林篤、二浦尾友佳子、鳴海大典、下田吉之、水野稔 2007
6 Impact Assessment of Heat Stress on Population Heat in Japan and China【中国】 ASANUMA Shinji, LIANG Chaoke, ANDO Mitsuru 2007
7 気温変化が大阪府域における人間の健康面へ及ぼす影響（環境）　　　　（熱ストレスにも関連） 鳴海大典、下田吉之、水野稔 2007
8 高校野球試合における選手、監督、審判員および観戦者の生体負担―高校野球を楽しむために― 倉掛重精 2009
9 暑熱環境下におけるジュニア長時間運動時の血液性状 永田道子、横倉三郎、梶原洋子、能雄二、平下政美、南昌秀 2009
10 夏季屋外運動中の熱中症原因としての土壌輻射熱観測 田神一美、太田アドリアナ春美、桑沢保夫 2008
11 沖縄県の体育施設におけるＷＢＧＴの長期追跡・評価 伊佐義史、遠藤洋志 2008
12 スポーツ活動時の水分摂取基準算定に関する調査的研究 新矢博美、藤松典子、芳田哲也、寄本明、中井誠一 2008

13 暑熱下長時間運動が体液バランスおよび疲労に及ぼす影響
河端隆志、鈴木崇士、宮澤太機、今井大喜、吉川貴仁、松村新也、宮
側敏明

2008

14

シンポジウム：運動時の熱中症予防指針への提言
●熱中症予防指針の作成経緯と追加・修正の要点
●年齢及び性別を考慮した熱中症予防指針の実験的根拠
●着衣条件を考慮した熱中症予防指針の実験的根拠
●熱中症予防対策の落とし穴
●熱中症予防のための気象情報

●中井誠一
●井上芳光
●芳田哲也、新矢博美、中井誠一
●朝山正巳
●登内道彦

2007

15
スポーツ活動および日常生活を含めた新しい熱中症予防対策の提案
―年齢、着衣及び暑熱順化を考慮した予防指針

中井誠一、新矢博美、芳田哲也、寄本明、井上芳光、森本武利 2007

16 ヒートアイランド現象に伴う熱中症の現状とその将来予測 茂泉優、松橋隆治、吉田好邦、井原智彦 2010
17 熱収支理論より導出されたWBGT式の特性―Yaglou式との違いが人体に及ぼす影響 佐古井智紀、持田徹 2009
18 湿球および黒球温度の重み係数に対するAdjustment Factor の対応 佐古井智紀、持田徹 2009
19 暑熱限界指標TLV(WBGT)の熱伝達に基づく検討 持田 徹、桑原浩平、佐古井 智紀 2007
20 LCIA手法を用いた環境影響評価の枠組みと人間の健康に与える影響評価 井原智彦、玄地裕、南拓郎 2006
21 暑熱環境における温熱的安全対策支援のための平均皮温・体内温予測モデル 桑原浩平、窪田英樹、中谷則天、濱田靖弘、中村真人 2005

22 屋外空間における温熱感指標と温熱感覚との関係について
林恩美、ソフィア トーソン、フレドリック リンドバーグ、本條毅、インリ
ヤード エリアソン、梅木清

2005

23 屋外環境における温冷感と快適感に関する研究 桑原浩平、堀越哲美、持田徹 2004

24
屋外での歩行による環境変化を考慮した温熱快適性評価に関する研究 :
その1 天候の差異が歩行空間の温熱環境に及ぼす影響の実測(環境系)

吉田信治、岸由紀子 2008

25 樹木の植栽が都市の風通しや温熱環境に及ぼす影響 (特集 都市の風通し) 吉田信治 2007

26
屋外空間における人体表面の平均対流熱伝達率の予測式の開発 (その3) :
樹木による乱れが屋外温熱快適性に及ぼす影響(体感, 環境工学I)

小野剛司、村上周三、大岡龍三、吉田信治 2006

27
樹木の成長,樹種の違いが樹冠の葉面積密度・光学的深さに及ぼす影響 :
実測に基づく街路樹の日射遮蔽効果の評価手法に関する研究

吉田信治、中井敦、大岡龍三 2006

28 居住環境における健康維持増進に関する研究（その10）外気温上昇が居住者の睡眠障害に及ぼす影響 玄地裕、井原智彦、鳴海大典、下田吉之、宮沢和貴 2009
29 平成20年度ヒートアイランド対策の環境影響に関する調査業務報告書 （社）環境情報科学センター 2009
30 都市部の暑熱環境により発生している睡眠障害の影響評価 玄地裕、井原智彦、岡野泰久 2008
31 夜間就寝時の温熱環境が睡眠に及ぼす影響 都築和代、久保博子 2008
32 東京都23区の夜間高温化による睡眠障害の定量化と睡眠障害に伴う経済損失の評価 玄地裕、井原智彦、岡野泰久 2007
33 東京23区におけるヒートアイランド現象による睡眠障害の影響評価 玄地裕、井原智彦、岡野泰久 2007
34 感染症への地球温暖化影響 倉根一郎 2009
35 地球温暖化に関する社会的影響--節足動物媒介性感染症から考える 小林睦夫 2009

36 都市域における疾病媒介蚊の発生状況調査 : ドライアイストラップを用いた2年間の調査結果
津田良夫、比嘉由紀子、倉橋弘、林利彦、星野啓太、駒形修、伊澤晴
彦、葛西真治、佐々木年則、冨田隆史、澤邉京子、二瓶直子、小林陸
生

2006
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影響項目 研究手法 タイトル 著者名 発行年

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 2008

2 建築とヒートアイランドの関係 鳴海大典 2007

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 2007

4 Estimating the ecological footprint of the heat island effect over Athens, Greece(2007)【アテネ；ギリシャ】
SANTAMOURIS M.,PARAPONIARIS K, MIHALAKAKOU
G.

2007

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 2006

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 2006

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 2006

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 2006

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 2010

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 2008

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

2006

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 2006

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 2005

昇温と
エネルギー

消費

ヒートアイラ
ンド対策の
エネルギー
消費削減
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影響項目 研究手法 タイトル 著者名 発行年
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 2008
2 The Effect of Changes of Urban Surfaces on Rainfall Phenomenon as Determined  by a Non-Hydrostatic Mesoscale Model MATHESON, Mark A., ASHIE Yasunobu 2008
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 2007

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

2007

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 2006
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 2007

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

2007

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 2004

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 2002
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 2009
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 2008
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 2007
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 2006
14 Changes in Hourly Heavy Precipitation at Tokyo from 1890 to 1999 KANAE Shinjiro, OKI Taikan, KASHIDA Akira 2004
15 Air quality influenced by urban heat island coupled with synoptic weather patterns【台中：台湾】 LAI Li-wei, CHENG Wan-li 2009

16 Urban heat island effect and its impact on boundary layer development and land-sea circulation over northern Taiwan【北台湾】
LIN Chuanyao、HUANG J.c.、CHEN W.-c.、CHEN W.-n.、LIU
Shaw-c.、CHEN Fei、LIOU Y.-a.

2008

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 2008
18 地域気象が支配する日本の大気汚染 吉門洋 2007
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 2007
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 2007
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 2006

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

2005

23 近年の光化学オキシダント濃度変化の一要因 吉門 洋 2004
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 2004
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 2004

26

東京都におけるオキシダント濃度の解析
（I）　近年の濃度変動トレンド
（II）　近年の濃度上昇要因について
（III）　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、石井
康一郎、上野広行、木下輝昭、宮川正孝、芳住登紀子

2004

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 2003

大気汚染
（光化学
オキシダ

ント）

数値計算

発生
メカニズム

解析

集中豪雨

気象
データ
解析

 

気
象

へ
の
影

響
一
覧

表
 

３
 



 



 1 

１．１ ヒトの健康への影響 
１）熱中症 
（１） 熱中症発生の統計解析 
１．『地域別にみた熱中症死亡について―人口動態統計死亡票による検討―』（星秋夫、中

井誠一、金田英子、山本亨、稲葉裕）（日本生気象学会雑誌第 46 巻第 3 号、2009 年 9
月） 

【目的】都道府県別死亡数を算出し、熱中症死亡の地域差を検討する。また、ICD-101前後

での差異の検討を行う。 
【方法】観察期間は、1975～2007 年の 33 年間で、分析対象は 5,877 人。使用した、気象

条件は、県庁所在地の気象条件を代表値とした。 
【結果】■死亡の平均は、178 人／年、死亡率は人口 10 万人あたり、0.163 人／年。死亡

日の日最高気温時 WBGT は、－4.6～33.1℃で、29.5～29.9℃の時が最も多い。 
    ■地域差は、死亡数でみると、人口の多い都道府県（東京都、大阪府、埼玉県な

ど）で多く、死亡率でみると、秋田県、鹿児島県、群馬県で高く、北海道、神

奈川県、宮城県で低かった。年齢調整死亡率では、沖縄県が最も高く、次いで

鹿児島県、群馬県となる。北海道、神奈川県、長野県で低値であった。 
    ■ICD-10 前後で、1995-2007 年の死亡率・年齢調整死亡率は、1975-1994 年の値 

よりも有意に高値であった。 
    ■最高気温と死亡率には、かなり強い有意な相関がみられた。 

 
図 1-1 年最高気温と死亡率 

 
２．『近年５年間における東京都の熱中症の発生と死亡について』（澤井睦美、星秋夫、中 

井誠一、山口隆子、稲葉裕）（日本生気象学会雑誌第 46 巻第 3 号、2009 年 9 月） 
【目的】熱中症の多数発生（10 人以上）に及ぼす気象の影響について、また、熱中症の発

                                                   
1 ICD-10 とは 2003 年改訂の国際疾病分類第 10 版を指す。 
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生と死亡との関連について検討する。 
【方法】観察期間は、2003～2007 年の 5 年間で、分析対象は、東京消防庁管内において熱 

中症で救急搬送された患者数で、死亡数は人口動態統計死亡票を用いた。気象条 
件は、6~9 月の搬送データを使用した。 

【結果】■５カ年間の観察期間の発生数は、4,132 人（男 2,944 人、女 1,188 人）、発生率

は、人口 10 万人に対して 6.571 人／年（男 9.398 人／年、女 3.764 人／年）、

死亡数は、217 人／年、死亡率は、0.345 人／年であった。 
    ■多重ロジスティックモデルによる多数（発生数 10 人以上、発生率 0.08 人以上） 

の熱中症発生に及ぼす気象要因の影響の大きさについての検討の結果、単発で

発生または連続発生した初日においては、日最高気温時 WBGT≧28.0℃、当日・

全天日射量≧14.0MJ/㎡で発生する危険性が有意に高い。発症前 3 日間の全天日

射量平均が≧14.0MJ/㎡では、発生する危険性が有意に低い。連続 4 日間以上発

生した日においては、日最高気温時 WBGT≧28.0℃、発症前 3 日間の日最高

WBGT の平均値≧28.0℃、発症前 3 日間の全天日射量平均≧14.0MJ/㎡では、

発生する危険性が有意に低く、当日の平均雲量≧8.0 では、発生する危険性が有

意に低い。 
■死亡／発生比の平均は約 5.3%（夏季に比べ他季節での死亡比が高い）。日最高気 
温時 WBGT31℃以上では、死亡／発生比が高くなる。 

■日最高気温時 WBGT が高くなるにつれて、熱中症の発生率、死亡数とも高くな

るが、29.5℃以上になると低下する。 
■発生率／日、死亡率／日で表すと、WBGT が高くなるにつれて、発生率、死亡

率とも高値を示し、27℃、30℃に分岐点がある。 
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表 1-1 多重ロジスティックモデルの結果 

 
 
３．『Space heating demand and heatwave vulnerability: London domestic stock』

（MAVROGIANNI A., DAVIES M., MILNER J., CHALABI Z., WILKINSON  
P., KOLOKOTRONI M.）（Building Research & Information、2009 年）[暖房需要

と熱波に対する脆弱性：ロンドンの都市形態] 

【目的】■大ロンドン地域における都市形態と地域気象パターンの関係およびその結果と

してのプラス面とマイナス面の研究（都市形態と地表面温度、都市形態と熱需

要、都市形態と熱関連健康リスク）。 
    ■様々な空間的・時間的な都市内エネルギー需要と熱関連の健康リスクを理解す

るための方法論的アプローチの概説。 
【方法】熱需要モデル、GIS をベースとしたエネルギーモデル、熱脆弱性インデックスを

用いたケーススタディを行った。 
【結果】■地表面温度は、建物密度と土地被覆と高く相関している。 
    ■平均建物高さと夏季の熱に関連する死亡数との間に関係がある。 
    ■夏季の熱関連死亡数と地表面温度／建物密度／緑比率との間には相関関係なし。 
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表 1-2 個人および地域の特性と関連した熱波による死亡リスクの相対的増加 

 
（ロジスティック回帰分析の結果、年齢と建物の平均高のみが熱波による死亡リスク増加の要因であるこ

とが示された。赤枠は本報告書で付した。） 

 
【その他の考察】■ロンドンの 1961~2006 年の夏の日最高気温は 2.23℃上昇した。2006

年の熱波は、ロンドン市民の健康および快適性に大きなリスクを及ぼ

し、2006 年のロンドンとウェールズにおける夏季の死亡者数は 17％上

昇した。特に 75 歳以上の増加割合が最大であった。 
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図 1-2 ロンドンにおける 2006 年 6 月 1 日～8月 31 日における 

日最高気温（上Ａ図）と同時期の日死亡者数（下Ｂ図） 

（垂直の破線は、熱波が発生した 7 月 15 日～28 日を示しており、 

上Ａ図の水平破線は 28℃を示している） 

 
４．『熱中症の実態調査―Heatstroke STUDY 2006 最終報告―』（三宅康史、有賀徹、井上

健一郎、奥寺敬、北原孝雄、島崎修次、鶴田良介、前川剛志、横田裕行）（日本救急医

学会熱中症特別検討委員会、2008 年） 

【目的】熱中症患者の実態を把握し効果的な対策を構築する。 
【方法】分析対象は、平成 18 年 6～8 月に全国の救命救急センター及び指導医指定施設で 

診療した熱中症患者（66 施設、528 症例）で、そこで得られた病院到着前情報と 
しての記載用紙（搬送救急隊による記載）と医療機関到着後の記載用紙（主治医 
による記載）を分析した。前者は、患者の症状に加え発生時の天候・環境・来院 
手段などの情報を収集するためであり、後者は、日本神経救急学会の提唱する新 
分類2を用いて重症度分類を行うためである。 

                                                   
2 本神経救急学会の提唱する新分類は、熱中症の症状別に、三段階の分類を行っており、I°は軽症群で、

熱けいれんや熱失神などの症状を起こしている段階である。II°は、中等症群で、熱疲労等を起こす。III°
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【結果】■熱中症患者の平均年齢は、41.5 歳（3～39 歳）、男女比は、413：113（不明２名）

であり、これらの患者を日本神経救急学会の新分類で分類するとＩ°62％、II°
18％、III°20％となる。 

    ■発生状況には、以下のような特徴が見られた。 
●性別、年齢別に発生のピークが見られたのは、スポーツ時の若年男女（平均 
年齢 25 歳）、肉体労働の中年男性（平均年齢 47 歳）、日常生活中の高齢女性 
（平均年齢 59 歳）。 

     ●7 月中旬と 8 月上旬に多く発生（高い平均気温の時期と同期） 
     ●11 時前後と 15 時頃に多く発生 
     ●屋内発症 82 例、うち窓を閉め切ってエアコンのない状況が 50 例（61.0%） 
     ●発生時の天候は、晴天が 403 例（91.6%）、炎天下での発症が 352 例（76.9%） 

  ●意識障害（JCS; Japan coma scale）の変化： 
 0/JCS(=Ｉ°) 1/JCS(=II°) 2-300/JCS(=III°) 

現場 43% 15% 42% 

来院時 61% 12% 27% 

   *来院時での改善は、応急処置による改善 
     ●外来診療のみで帰宅したのは 285 例（平均年齢 38 歳）、入院は 221 例（平均 

年齢 51 歳）あった。入院例で有意に多かった症例は、収縮期血圧≦90mmHg、 

心拍数≧120/min、体温≧39℃。入院例の ALT3平均値は 240IU/l（帰宅時

98IU/I）で DIC4の基準を満たすものは 13 例（5.9%）あった。入院例におけ

る最重症化はほぼ入院当日に起こり（死亡例を除く）、入院日数は重症度に関

わらず 2日間が最も多い。 

●死亡例は 13例（全症例の 2.5%）で、全員 4日以内に死亡（死亡日時の明らか

な 10例中）。症例は、多臓器不全８、呼吸不全・循環不全・DIC 各 1（死亡原

因の記載のある 11例中）。 

●データのある III°の入院数 80例中、生存例の男女割合は 54：13、平均年齢 

54.0 歳。 

 
                                                                                                                                                     
になると、意識障害や痙攣、手足の運動障害、肝・腎機能障害、血液凝固異常などの重症の症状を指す。 
3 ALT（アラニンアミノトランスフェラーゼ）とは、炎症などによって体の細胞が壊れると血中に流出す

るため、増え方で障害の程度がわかる、主に肝臓に含まれている酵素である。正常値は 4~36 IU/l 以下で

ある。ALT は従来 GPT（グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ）といっていたが、近年、名称が変

わったために、ALT と呼ぶ施設が多くなっている（東京大学医学部付属病院検査部「血液検査の参考基準

地表」）。 
4 DIC（disseminated intravascular coagulation、播種性血管内凝固症候群）とは、基礎疾患の存在下に

全身性かつ持続性の著しい凝固活性化をきたし、全身の主として細小血管内に微小血栓が多発する重篤な

病態である。この診断の基準に関して、1972 年に Colman らが基準作成をして依頼、種々の DIC 診断基

準が提案されてきた。日本では、1979 年に厚労省 DIC 診断基準が作成され（1987 年改訂）、簡便に診断

が行えることから、国内、アジア、欧米においても普及した[金沢大学血液内科・呼吸器内科、日本 DIC
研究会]。 
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５．『都市域における気温変化が人間の健康面に及ぼす影響』（廉林篤、二浦尾友佳子、鳴

海大典、下田吉之、水野稔）（空気調和・衛生工学会近畿支部学術研究発表会論文集、

2007 年） 
【目的】ヒートアイランド現象による人間の健康影響について、その全貌の把握を試みる

とともに、大阪府における夏季ヒートアイランド現象が、現在、人体健康に対し

てどの程度影響を及ぼしているのか推定。 
【方法】対象地域・範囲は大阪市（現状把握）、大阪府（健康影響の推定）。使用したデー

タは、熱中症については、大阪市熱中症搬送者データ（2001 年 1 月~2005 年 12
月）、大阪管区気象台の気象データ（同時期）のうち、対象は 6 月~9 月の 4 ヶ月

間で、さらに火災や入浴が原因のものを除いて 909 人の搬送者データを対象とし

た。感染症については、大阪市保健所の大阪府を対象とした感染症発生動向調査

データ（2004 年 1 月～2005 年 12 月）、大阪管区気象台の気象データ（同時期）

を使用。 
【結果】熱中症や多くの感染症が増加する一方で、肺炎等による死亡数が減少する。 
 

表 1-3 夏季の気温変化影響を受けることが認められた 14項目に関する 

  現在の大阪府の夏季ヒートアイランド現象の健康影響（推定） 

 14 項目（疾患） 変化割合（％） 

搬送者数 熱中症 +139.4 
脳梗塞 -3.7 
脳内出血 -4.7 
くも膜下出血 -4.6 
気管支喘息 -8.4 
肺炎 -5.5 
慢性閉塞性肺疾患 -4.2 

死亡数 

老衰 -4.5 
手足口病 +46.3 
咽頭結膜熱 +33.1 
腸管出血性大腸菌感染症 +9.8 
感染性胃腸炎 -27.7 
流行性角結膜炎 +4.4 

感染症報告数 

突発性発疹 +3.3 
 
【その他の考察】[熱中症の搬送者数の特徴について] 

■年度によって 100 人~250 人と変動するが、これは夏季の平均気温と 
関連がある。男女比は圧倒的に男性が多い。年齢別では、13~19 歳の 
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年齢層と 80 歳以上の高齢者が多い。程度割合は、20 歳未満は約 80%
が軽症で、年齢とともに中等症になる割合が増加する。80 歳以上では

約 70％が中等症。 
        ■事業所が多くヒートアイランド現象が深刻な中心地域（北区・中央区） 

ほど、熱中症になる危険性は小さい可能性がある。これは、事業者数 
が多い北区や中央区では、労働者や買い物客など多くの人が空調の効 
いた屋内で活動するためと考えられる。 

[暑熱順化について] 
■日最高気温が約 31℃以上になると、日平均搬送者数が指数的に増加。 

33℃以上の範囲では同じ気温でも 6 月から 9 月の順で日平均搬送者が 
少なくなっている。 

 
６．『Impact Assessment of Heat Stress on Population Heat in Japan and China』

（ASANUMA Shinji、LIANG Chaoke、ANDO Mitsuru）（Global Environmental 
Research、2007 年）[日本及び中国における人の健康に対する熱ストレスの影響評価] 

【目的】熱ストレスの人の健康に対する影響を評価する。 
【方法】東京（日本）、武漢（中国）5を対象にした、疫学調査、動物の生物医学的応答研究

を行う。 
【結果】■熱関連疾病6は、日最高気温と熱インデックス気温とともに指数的に増加する。 
    ■熱関連疾病に関する臨界閾値気温には、東京と武漢で顕著な違いが見られた。 
    ■夏季の高温と熱関連疾病の関係は東京と武漢でほぼ同じような関係であった。 
    ■熱関連疾病の発生は年齢別に大きく異なり、最もリスクが高いのは東京でも武

漢でも高齢者である。 
    ■日本では発生の可能性が高いのは屋外であるが、中国では、屋外と屋内で同程

度発生している。 
 
７．『気温変化が大阪府域における人間の健康面へ及ぼす影響』（鳴海大典、下田吉之、水 

野稔）（日本建築学会近畿支部研究報告集、2007 年） 
【目的】人間への健康影響について、様々な資料・データを基にその全貌の把握を試み、 

さらに大阪府において、夏季ヒートアイランド現象が人体健康にどの程度の影響 
を及ぼしているかを推定する。 

【方法】対象は大阪市および大阪府で、使用したデータは、熱中症については、大阪市熱 
中症搬送者データ（2001 年 1 月~2005 年 12 月）、大阪管区気象台の気象データ（同 
期間）、大阪市月別死因別死亡数データ（同期間）、感染症については、大阪府感 

                                                   
5 東京、武漢ともアジアモンスーン地域で夏は高温多湿、過去 30 年間で最も暑かった月の月平均最高気温

は、それぞれ 27.1℃、28.6℃、その時の月平均相対湿度は 73%、79%）。 
6 熱関連疾病とは、ここでは、熱中症・熱けいれん・熱疲労を指す。 
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染症発生動向調査（同期間）である。 
【結果】■熱中症については、日最高気温が約 31℃以上になると日平均搬送者数が指数的

に増加する。33℃以上の範囲では同じ気温でも 6 月から 9 月の順で日平均搬送

者数が少ないため、暑熱順化が起こっているといえる。 
■感染症については、87 種類の感染症のうち、明確な季節変動があり、気温との 
関係があると思われるのは 16 項目である。そのうち、相関関係が認められたの 
は 7 項目で、感染性胃腸炎は負の相関、それ以外7は正の相関であった。 

■推定では、夏季のヒートアイランド現象によって熱中症や多くの感染症が増加

する一方で、肺炎等による死亡数が減少すると推定される。 
【その他の考察】気温との関連が示唆される 12 死因中8、相関関係があったのは 10 項目で、

全て負の相関。 
 
（２） 熱中症の病態解析 
８．『高校野球試合における選手、監督、審判員および観戦者の生体負担―高校野球を楽し 

むために―』（倉掛重精）（体力科学５８、2009 年） 
【目的】高等学校野球試合における選手、監督、審判員およびスタンドで応援する観客の 

健康管理の基礎資料を得る。 

【方法】生理学的面及び血液生化学的面からの生体負担についての研究。状況は、大分地 

区大会のグランドの平均乾球温度 31.4℃、湿球 26.5℃、黒球 43.7℃の強日射・高 

温多湿環境。 

【結果】[選手の生体負担] 

発汗の亢進による体重減少、体温上昇、心拍数の増加、血液濃縮が認められた。

血液学的面からは、先発選手と補欠選手（ベンチ）では暑熱環境の影響の差はな

く、運動負荷では、先発選手群が強い影響を受け、特に投手と捕手が他のポジシ

ョンより暑熱環境および運動負荷の影響を強く受けていた。練習試合時の心拍数

は、勝利チームの選手が敗戦チームの選手より攻撃時・守備時いずれも高値を示

す。 

    [監督の生体負担] 

発汗の亢進による影響および脱水による血液の濃縮が認められた。心拍数は、暑

熱環境下曝露による上昇と精神的緊張などにより 120 拍前後の高い状態を維持（瞬

間的に約 190 拍まで急上昇したこともあった）。 

[審判員の生体負担] 

発汗の亢進による血液の濃縮、担当試合数の増加に伴い筋肉の負担や脱水の影響 

                                                   
7 正の相関関係があった６項目は、ヘルパンギーナ、手足口病、咽頭結膜熱、腸管出血性大腸菌感染症、

流行性角結膜炎、突発性発疹。 
8 12 死因とは、脳血管疾患、脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血、虚血性心疾患、気管支喘息、肺炎、結核、

慢性閉塞性肺疾患、自殺、老衰、総死亡数を指す。 
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が蓄積される傾向を示し、血液生化学面から、連日試合担当の場合は、前日の担 

当試合前値まで生体負担が回復しない傾向がみられ、試合間隔を 2日以上あける 

と回復する傾向。 

    [スタンド観戦者の生体負担] 

暑熱環境に順化しているか、していないかによって異なり、暑熱順化者は非順化 

者よりも、体温の上昇が小さく、心拍数の上昇が低く、発汗量が多く、発汗に伴 

う体重減少も大きかった。 

【考察】熱中症発生の危険性が最も高いのは、暑熱環境に順化していないスタンドの一般

観戦者。野球を楽しく観察するには、暑熱環境に順化していない一般観戦者の 

熱中症予防対策が重要。 
 
９．『暑熱環境下におけるジュニア長時間運動時の血液性状』（永田道子、横倉三郎、梶原

洋子、能雄二、平下政美、南昌秀）（体力科学 58、2009 年） 
【目的】夏期野球練習時における骨格筋融解によって血中ミオグロビン及び血中尿酸値の 

濃度がいかに変化するのかについて検討する。 

【方法】対象は小学５～６年生 28名で、小学校グランドにて、3時間の練習をした後測定 

をする。 

【結果】発汗量は、約 2000g で、赤血球数・Ht9は、明確に脱水の影響は観察されなかっ 

た。血液浸透圧、血中ミオグロビン濃度、尿酸値、BUN10の値は、有意に増加し、 

血液の濃縮が起きていることがわかる。 

【考察】夏期の長時間運動や筋肉トレーニングは、骨格筋融解症を招来し11、学童の急性腎

不全の発症をもたらすことが示唆される。学童野球をはじめ、夏期におけるスポ

ーツのあり方、練習の頻度や時間、内容、休息がより詳細に検討される必要があ

る。 

 
１０．『夏季屋外運動中の熱中症原因としての土壌輻射熱観測』（田神一美、太田アドリア

ナ春美、桑沢保夫）（筑波大学体育科学系紀要 31、2008 年） 
【目的】夏季の屋外スポーツ活動中の熱源を特定する。 

【方法】太陽輻射熱と地面輻射熱とを別々に測定できる装置は市販されていないため、自 

作の「人体輻射熱計」（恒温水槽と熱流センサーの組合せ）で、輻射熱が人体にど 

れだけ流れ込んでいくかを測定した。 

                                                   
9 Ht（ヘマトクリット）とは、血液中に占める赤血球の全容積の割合のことである。これらが基準範囲よ

り少ない場合は貧血、多ければ多血症と診断される（東京大学医学部付属病院検査部「血液検査の参考基

準値表」）。 
10 BUN（Blood urea nitorogen、尿素窒素）は、体で使われた物質の老廃物で、普段は腎臓からろ過され

排出されている。腎臓機能評価の時に検査され、腎機能が悪化し、排泄されなくなると上昇する（東京大

学医学部付属病院検査部「血液検査の参考基準値表」）。 
11 血中に流出されるミオグロビンの血中レベルで診断する。 
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【結果】■輻射による熱流入量は、太陽直射とグラウンド直射でほぼ同値であった。 

    ■真夏の屋外スポーツや野外労働の場は、北緯 36 度のつくば市周辺であっても過 

酷な熱環境であり、晴天などの気象条件によっては厳重な予防策の実施が求め 

られる。 

 
１１．『沖縄県の体育施設におけるＷＢＧＴの長期追跡・評価』（伊佐義史、遠藤洋志）（体

力科学 57、2008 年） 
【目的】沖縄の夏季は、強い日差しを避け屋内スポーツ種目が選択されることが少なくな

いため、屋内の WBGT の実態を把握し、沖縄の環境特性に即した情報を得る。 

【方法】沖縄県中部地域の屋内外の体育施設において、2007 年 6 月～10月の 10時、12 時、 

14 時の WBGT を測定する。 

【結果】[屋外] 

6 月中旬梅雨明け前から厳重注意の日が出現し、7月のほぼすべての日が、厳重 

警戒以上に相当（うち約 6割が原則中止）。８、９月は、９割が厳重警戒以上、原 

則中止の日は 7月に比べ減少した。 

    [屋内] 

■６月下旬～10 月中旬はほとんどが厳重警戒以上（原則中止の日は 7月以外は少 

ない） 

    ■ＷＢＧＴと気温には有意な相関関係がある。 

    [回帰式] 

■屋外においては、y=0.9681x＋0.2043（r=0.95、p<0.01）。 

    ■屋内においては、y=0.848x＋2.8586（r=0.90、p<0.01）。 

    [WBGT] 
■屋外回帰式を用いてＷＢＧＴ28℃、31℃となるには気温が 29℃、32℃の時のた

め、日体協の指針（気温でそれぞれ 31℃、35℃）よりも低温で熱中症の危険性

が増す恐れがある。 

    ■平均値の高さ、10時＜14 時＜12時の順となる。 

 
１２．『スポーツ活動時の水分摂取基準算定に関する調査的研究』（新矢博美、藤松典子、

芳田哲也、寄本明、中井誠一）（体力科学 57、2008 年） 
【目的】各種スポーツ活動時における環境温度別水分摂取基準について検討した。 

【調査】野球、アメリカンフットボール、サッカー、ハンドボール、エアロビックダンス、

水泳、ウォーキングにおける練習・活動時の WBGT と発汗量を調査する。 

【結果】■スポーツ活動時における WBGT と発汗量（g/kg/h）は有意な相関関係があった。 
    ■回帰直線の傾きは高い順に、エアロビックダンス、ハンドボール、サッカー、水

泳、アメリカンフットボール、ウォーキング。野球が最低値。 
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    ■WBGT25℃以上では運動種目間での発汗量の差が大きくなる傾向がある。 
    ■WBGT25℃以上の環境温度で体重 60kg の場合の望ましい水分摂取量は、低強度 

（野球／ウォーキング）の場合、400~600 g/h、高強度（ハンドボール／エアロビ

ックダンス）の場合、500~1200 g/h である。 
 

表 1-4 WBGT21～31℃における体重 60kg のヒトが 60分間運動した場合の発汗量 

種目 発汗量（g） 

野球 340～530 

ウォーキング 350～560 

水泳 400～750 

アメリカンフットボール 490～770 

サッカー 500～950 

ハンドボール 570～970 

エアロビックダンス 520～1170 

 
１３．『暑熱下長時間運動が体液バランスおよび疲労に及ぼす影響』（河端隆志、鈴木崇士、

宮澤太機、今井大喜、吉川貴仁、松村新也、宮側敏明）（体力科学 57、2008 年） 
【既存知見】暑熱環境下における長時間運動時に引き起こされる脱水による生体の体液バ

ランスの低下が体温の上昇を促し、体温調節能や運動能に影響を及ぼす。 
【目的】暑熱環境下での長時間運動時における体液バランスの低下による体温調節能への

影響と疲労について検討する。 
【方法】人工気候室におけるトレッドミルによる走運動 50 分間後の体温調節能、体液バラ 

ンス、血液性状を測定した。主観的な感覚指標も測定した。 
【結果】■体温上昇、心拍応答の増加が認められ、運動による末梢性ストレスの疲労マー

カーとして骨格筋より分泌される IL-6 が増加した。 
    ■運動強度（酸素摂取量）と IL-6 には有意な正の相関関係があった。 
 

表 1-5 測定結果 

体温 38.57±0.38 体温調節能 

心拍応答 163.4±9.48bpm 

平均血圧 38 分目で、96.4±2.53mmHg、その後下降 体液バランス 

血漿量 約 10％減少 

IL-6 約 4 倍の増加 血液性状 

酸化ストレス 運動開始より増加、ついで抗酸化能の増加、それに伴い減少 
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１４．『シンポジウム：運動時の熱中症予防指針への提言』（体力科学５６、2007 年） 
●熱中症予防指針の作成経緯と追加・修正の要点（中井誠一） 

【目的】熱中症予防指針作成の経緯について示し、これまでの熱中症の事例研究から、今

後改訂すべき「スポーツ活動時熱中症予防指針」の追加・修正の要点を提案する。 

【内容】[運動時熱中症予防指針作成経緯] 

 

表 1-6 熱中症予防措置・指針 

1954 年 Yaglou, et al.が WBGT を提案し、「軍隊の訓練を WBGT26.5℃以上では短縮

する」とした。 

1965 年 湿球温度でアメリカンフットボールの指針を定める。 

1975 年 ASCM「WBGT28℃以上は 10 マイル以上の長距離走を禁止すべき」。 

1994 年 日本体育協会が『スポーツ活動中の熱中症予防指針』（WBGT を温熱指標

とした運動時の予防指針）作成・公表12。 

 
表 1-7 日本体育協会の運動時の熱中症予防指針 

 
 
 

 

 

 

 

    [熱中症発生の実態] 

    ■人口動態統計によると、1968 年～2004 年の 37 年間での熱中症死亡件数 5,079

件で、年齢階級別累計では、0～4 歳、15～19 歳、30～59 歳、65 歳以上の年齢

層にそれぞれピークがある。熱中症死亡者数と真夏日・熱帯夜の日数は相関関

係があり、日最高気温が 38℃を超えるような年には熱中症死亡者は著増してい

る。地域別にみると、東京が多いが、全国各地に分布している。性別では、男

性が圧倒的に多く、若年層が大半を占めている。 

    ■新聞記事報道による運動場面における熱中症を分類すると、運動種目では、多

い順に、野球、登山、マラソン大会となっており、それぞれの種目において、

ランニング時の発生が多い。運動時の熱中症発生時の環境温度は、乾球温度 25℃

以上、湿球温度 20℃以上で、WBGT28℃以上で特に多く発生している。また、5、

6 月の発生例では 7、8 月の例よりも低温・低湿に分布しており、暑熱順化の影

                                                   
12 運動時熱中症発生時の環境温度（WBGT）の分布を参考に、運動現場で測定した湿球温度および乾球温

度と WBGT の相関関係から、湿球温度、乾球温度で示された数値を WBGT に換算した。 

WBGT 基準 

21℃以下 ほぼ安全 

21℃以上 注意 

25℃以上 警戒 

28℃以上 厳重警戒 

31℃以上 運動は原則禁止 
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響が示唆される。 

【考察】現在の指針への追加・修正の要点として、①子どもや高齢者および男性全般に多

発、②スポーツ種目にも特徴あり、③野球練習時の多発傾向は着衣の影響も無視

できないことから、従来の予防指針を基本に、年齢・性・着衣条件・運動種目特

性・気象情報を考慮することが挙げられる。 

 

●年齢及び性別を考慮した熱中症予防指針の実験的根拠（井上芳光） 

【目的】予防指針は、対象者を特定せずに作成されているので、体温調節上弱者的立場あ 

る者に対して、この予防指針を修正する必要があることから、実験データに基づ 

き、子ども・高齢者・黄体期の女性が弱者的立場であることを解説する。 

【内容】[子ども] 

■同一深部体温あたりの発汗量は、思春期前の子どもが若年成人より少ない。こ 

れは、大量発汗を要求する条件ほど顕著である。そこで、少ない発汗量を皮膚 

血流量の顕著な増加で代償し、運動や暑熱ストレスに対処する。汗が唯一の熱 

放散手段となる環境温度が皮膚温より高い条件のとき、子どもの大きな体表面 

積／体重比が熱獲得を促進するとともに、未発達な発汗機能が大きく影響し、 

子どもの深部体温は若年成人より大きく上昇する。 

    ■スポーツ活動時における子どもの深部体温は、皮下脂肪厚とより強く関連する 

ため、肥満児ほど夏季スポーツ活動時に高体温になりやすいことも配慮すべき 

である。 

    [高齢者] 

■皮膚血流量→単一汗腺あたりの汗出力→活動汗腺数と順次低下する。熱放散反

応については、下肢→躯幹後面→躯幹前面→上肢→頭部と老化過程が進行する。 

■皮膚温度感受性の低下から、運動開始および暑熱曝露初期の熱放散反応の応答

も鈍化し高体温を導く。また、口渇感も減弱するため、水分補給が少なくなる。 

    [女性] 

■男性に比し、発汗よりも皮膚血管拡張に依存した熱放散特性をもつため、熱放 

散反応が性周期で収縮する13。よって、熱放散反応は、卵胞期より黄体期に減弱 

し、同一強度の運動では黄体期に深部体温がより上昇する。 

■熱中症予防指針として女性の性周期にも配慮すべき。 

 

●着衣条件を考慮した熱中症予防指針の実験的根拠（芳田哲也、新矢博美、中井誠一） 

【目的】野球、フェンシング、剣道、アメリカンフットボール等、全身を覆うユニフォー 

    ムを着用するスポーツ種目では熱中症の発生が多いこと（着衣による体表面から 

                                                   
13 黄体期のプロゲステロン増加による熱放散反応開始の深部体温閾値を高い方へシフトし、さらに熱放散

反応の感受性も減弱させる。 
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の熱放散が阻害されるため脱水や高体温等のストレスが多くなる）から、スポー 

ツユニフォームなどの着衣が運動時の体温調節反応に与える影響を定量化する。 

【調査内容】①スポーツユニフォームを着用した場合の運動時体温調節反応を測定、裸体

条件と比較し、着衣による温熱ストレスを定量化する。 

      ②体温反応と温熱ストレスの相互関係について検討する。 

      ③水を循環させ皮膚温を任意に変化できるスーツ（WS）およびベストを着用 

して運動した場合の皮膚温変化と深部温上昇の程度を明らかにする。 

【結果】①WBGT28℃、成人男性の場合、深部温上昇は以下のようになる。また、総発汗 

量についても、各種スポーツユニフォームを着た場合、競泳用パンツのみに比 

して、1.1～1.6 倍多かった。 
 

ユニフォーム 運動終了時の深部（食道）温上昇度 

野球 １．２℃ 

フェンシング ０．８℃ 

サッカー ０．８℃ 

競泳用パンツのみ ０．４℃ 

 

    ②有意な相関関係があったものは、運動終了時の平均皮膚温と運動終了時の深 

部温上昇度、平均体温（平均皮膚温×0.1＋食道温×0.9）と総発汗量であり、

着衣による熱放散の阻害が皮膚温上昇を高め、深部温や発汗量、心拍数の上昇

を導くことがわかった。 

    ③WS およびベストをフェンシングのユニフォームの下に着用して、①と同様の実

験を実施した結果、WSにより平均皮膚温を 34℃以下に冷却すると、運動終了時

の深部温上昇度は 0.4℃となる。本研究の運動強度では平均皮膚温が 34℃を超

えて 1℃上昇すると、深部温上昇度は、0.24℃上昇することがわかった。 

【考察】野球等全身を覆うユニフォームを着用して夏期に練習を実施する場合には、皮膚 

    温を一定温度以下に低下させる対策や、現在の予防指針の設定温度を１～２割程 

    度（1ランク）厳しくすること等、環境温度への厳しい注意が必要である。 

 

●熱中症予防対策の落とし穴（朝山正巳） 

【目的】スポーツ活動中の熱中症事故は、「25℃以上の高温環境下」「急に暑くなった時」「長 

時間にわたる運動で、ランニング中」「無知と無理」によって発生するケースが多 

いため、適切な給水と休息、高温下での無理な運動を回避することが、熱中症予 

防の有効策であるが、一方で、「涼しい環境」「練習を始めて間もない短時間」「軽 

い運動」でも熱中症は発生していることから、熱中症予防の「落とし穴」を述べ 

る。 
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【内容】熱中症発生の条件として、「太って元気そうだから」「少年チームの選手だったか 

ら」「室内スポーツだから」「短時間の軽い運動だから」「水を飲ませているから」 

「そんなに暑くないから」などの理由も挙げられる。熱中症は、「体調不良によっ 

て自律神経失調を生じ、汗腺や毛細血管の機能不全から、円滑な熱放散が損なわ 

れて、高体温を起こす」ために生じる。 

    さらに、10 年前の熱中症事故が関係者の「無知」が主因であったのが、最近は熱 

中症を知っていても、「その予防策に対する知識が不充分」であったために起こっ 

ている。 

    ⇒スポーツ活動現場での給水や秘書設備、現場レベルの予報システムの整備、熱 

     中症患者のための救急システムの見直しなどの社会的インフラの設備が求めら 

れる。 

    ⇒肥満者の熱中症多発傾向から、個体差を考慮した熱中症対策を確立するための 

     さらなる研究の進化が求められる。 

 

●熱中症予防のための気象情報（登内道彦） 

【目的】熱中症予防のための気象情報の紹介 

【内容】[夏期ＷＢＧＴの特徴と熱中症の多発日] 

    （2006 年 8 月・大阪） 

ＷＢＧＴ28℃（＝厳重注意）を期間平均で 10～16 時、最も長い場合では、8～ 

18 時の時間帯で上回る。 

     ＷＢＧＴ25℃（＝警戒）を期間平均で 22 時～6時の間下回る。 

    （1995～2005 年・東京・気温と救急搬送者の資料）搬送者の急増が見られる日 

     ①梅雨明け、梅雨の中休みで気温が急上昇した日（前日比 3～5℃程度） 

     ②最高気温が 35℃を超える、35℃に達した日およびその翌日 

    [地表面状態の違いによるＷＢＧＴの差] 

    （2006 年・東京）芝面、アスファルト面の表面温度の比較 

①午前中は強い日差しによりＷＢＧＴ値はほぼ同程度 

②アスファルト面表面温度 40℃を超えるＡＭ11時以降、アスファルト面のＷＢ

ＧＴ値が高くなる。この時、アスファルト面上の気温は芝面上の気温より１

～２℃高く、弱風時には強制通風条件の下で観測された気温より 1℃程度高い。 

    （2005 年晴天日）コンクリート面、芝面上の観測値 

     コンクリート面上の観測値が、乾球気温で 2.5℃・湿球温度で 1.3℃・黒球温度 

で 3～7℃、芝面上よりも高い。 

     ⇒コンクリート上では、ＷＢＧＴ情報を利用する際に、１ランクより危険なラ 

ンクにおける行動をとる必要。 

    （コンクリート面上の地表面からの高さによるＷＢＧＴの差） 
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     高さ 1.5ｍに比べて、高さ１ｍで 0.4℃高く、高さ 50 ㎝で、1.1℃高く、高さ 5 

㎝で 2.1℃高くなる。 

     ⇒乳幼児はさらに高い暑熱環境に曝されている。 

    （夏期の自動車内） 

自動車内温度は最高 60℃程度に達するが、最初の 60 分に温度上昇分の 70～80％ 

上昇する。炎天下に駐車後、ＷＢＧＴ＝31℃に達するまでの時間は、1時間 15 

分～2時間 20分。 

 

１５．『スポーツ活動および日常生活を含めた新しい熱中症予防対策の提案―年齢、着衣及

び暑熱順化を考慮した予防指針』（中井誠一、新矢博美、芳田哲也、寄本明、井上 
芳光、森本武利）（体力科学 56、2007 年） 

【既存知見】疫学的検討からの熱中症発生状況の特徴 
① 発生地域は全国各地 
② 死亡数は 65 歳以上の高齢者に多く、特に女性の割合が増加。日常生活で

の発生。 
③ 運動は屋外種目、屋内種目を問わず、ランニング時に多発。運動強度が関

連する。 
④ 環境条件は、高温多湿、WBGT と関係あり。 
⑤ 急激な温度変化および 6 月以前は低温で発生。暑熱順化の程度が関与。 
⑥ 野球での発生が多い。着衣条件の影響示唆。 

【目的】暑熱障害に対して熱中症を用いる根拠を文献で考察するとともに、近年の熱中症

の発生実態を分析し、「スポーツ活動時熱中症予防指針」に追加・修正する項目を

検討し、新たに日常生活を含めた指針について提案を行う。 
【結果】■暑さあたりの意味で暑熱障害の総称として熱中症を用いることが妥当。 
    ■1968 年～2005 年の 38 年間の熱中症死亡数の動態は、5,433 件（漸次増加傾向） 

で、0~4 歳、15~19 歳、30~59 歳および 65 歳以上に高値が見られる。発生の特 
徴は、それぞれ、順に、事故（自動車に閉じ込められる）、スポーツ場面、労働 
や運動場面、家・居住施設および農場となっている。 

 



 18 

 
図 1-3 1968 年～2005 年の熱中症死亡件数の年次変動 

 

 
図 1-4 1968 年～2005 年の熱中症死亡件数の男女別年齢階級別累積 

（棒グラフの黒部分が男性、白部分が女性） 

    ■運動時の熱中症発生時の環境温度は乾球温度 25℃以上、湿球温度 20℃以上。発 
生に関しては、環境温度や湿度とともに暑熱順化の影響が大きいことが示唆さ 
れる。 

    ■予防の基本は、①過度の体温上昇の抑制、②脱水の予防。 
    ■暑熱順化、年齢（子どもと高齢者）および着衣条件に関する対策は、１段階基 

準を下げる必要あり。特に肥満児は注意が必要。根拠は、①野球ユニフォーム 
は重ね着であることから、体温上昇をより増高させ、サッカー等の短パン T シ 
ャツよりも、食道温上昇や発汗数、心拍数、温冷感が 1.3 倍高いため、全身を覆 
うスポーツユニフォーム着用時には熱中症予防指針の温度範囲を１段階下げ、

さらに皮膚温を下げる対策が必要。帽子の着用も体温上昇の抑制に有用。また、 
暑熱順化に関しては、6 月は 1 段階低値とすることが妥当。 
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（３） ＷＢＧＴ等の指標 
１６．『ヒートアイランド現象に伴う熱中症の現状とその将来予測』（茂泉優、松橋隆治、

吉田好邦、井原智彦）（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】■夏場の不快感を定量化する。 
【方法】■アンケートをとり、その結果をミッドポイント14で評価し、日最高気温と定量化

困難である不快感の関係を導出する。 
      アンケート期間は 2009 年 8 月中旬～9 月上旬の計 15 日間（最高気温が高く 
     かつ雨が降らない日を予測して設定）で、インターネットによって、東京都 23 

区居住者（総サンプル数：774、解析使用：772）を対象に行った。調査内容は、 
夏場の不快感症状（８項目）の回避に対する支払意志額および暑さによる予定 
変更がある場合に、その回避に対する支払意志額である。 

【結果】[アンケート解析] 
    ■夏場の不快感の各症状回避に対する月単位での 1 人あたりの平均支払意志額の

結果、だるさ、疲労感回避に対する支払意志額が非常に高いことがわかった。 
 

表 1-8 夏場の不快感の各項目の平均支払意志額[円／月・ヒト] 

項目 平均支払意志額 
1 だるさ、疲労感 1,250 
2 立ちくらみ、めまい、ふらつき 280 
3 無気力、いらいら 650 
4 熱っぽさ 460 
5 食欲不振 220 
6 むくみ 210 
7 下痢、便秘 270 
8 寝苦しさ 500 

 
■夏場の不快感症状８項目全てを回避することに対する１人あたり平均支払意志

額は、約 3,750 円であった（平均支払意志額 20,000 円／月以上の回答を除く 710
サンプルより算出した結果）。 

    ■東京都区部全体（都区部人口約 850 万人）の不快感回避を貨幣換算すると、約

320 億円／月となり、夏を 3 カ月と仮定すれば、夏の不快感回避は、少なくとも

                                                   
14 LCIA の枠組みにおいては、特性化（ミッドポイント）し、その後さらにグループ化し、３～５の保護

対象（エンドポイント）に集約して重み付けを行い、被害評価を行う。ミッドポイントでの評価は課題比

較型で、エンドポイントでの評価は被害算定型といえる[LCA 日本フォーラムニュース第 34 号

（http://www.jemai.or.jp/lcaforum/pdf/news/34.pdf）、稲葉敦『LCA 現状と課題』

http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/07101701.pdf 参照]。 
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約 960 億円に換算できる。 
    ■暑さによる予定変更に関する平均支払意志額は 1人あたり約 200円／夏となり、

東京都区部の人口を乗算すると、約 17 億円／夏となる。 
    ■予定変更回避も夏場の不快感に含めると、東京都区部の夏場の不快感は、少な

くとも 980 億円／夏と言える。 
    ■日最高気温と平均支払意志額の関係は、項目１（だるさ、疲労感）と項目８（寝

苦しさ）に有意な相関が得られた。また、項目８よりも項目１の方が、日最高

気温の上昇とともに平均支払意志額が高くなった。 
 

 
図 1-5 日最高気温（℃）と平均支払意志額（円／月）の関係 

（項目１と８は、日最高気温に対する支払意志額の平均値を、項目２～７は、気温に依

らず支払意志額の平均値を用いて、項目 1～8 の合計値を縦軸の支払意志額としている） 

 
    ■図 1-5 より、平均支払意志額で考えると 1℃上がるごとに 1 人当たり約 240 円／

月高くなる。東京都区部全体では、1℃上がるごとに約 20 億円／月高くなる。

夏を 3 カ月と仮定すると、夏場を通して日最高気温が平均 1℃下がれば、約 60
億円の損失が防げるといえる。 

【考察】■夏場の不快感回避に対する支払意志額はかなり大きくなり、単純な比較は難し

いが、2007 年の東京都区部の熱中症死亡数 82 人についてエンドポイントで評

価した平均余命（47.8 年）を用いて、その損失を貨幣換算した額・約 380 億円15

と比較すると、同程度の被害をもたらしていることが予想される。 
 
１７．『熱収支理論より導出された WBGT 式の特性―Yaglou 式との違いが人体に及ぼす影

響』（佐古井智紀、持田徹）（日本生気象学会雑誌、2009 年） 
【既存知見】■熱平衡式に基づいて湿球温 Tw、グローブ温 Tg、気温 Ta で人体の熱平衡式

を得、それを皮膚温で基準化し、Yaglou らの 2 つの WBGT 実験式と同形

で表わされる理論式を導いた（＝WBGT*と記述）。 

                                                   
15 エンドポイントで評価した東京都区部における熱中症死亡の場合の平均余命（47.8 年）と LIME にあ

る１DALY 損失回避に伴う支払い意志額（970 万円／DALY）を用いた貨幣換算した結果。 
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■日射の影響を無視できる室内のような環境で用いる指標 
WBGT*=0.85Tw＋0.21Tｇ 
（Yaglou ら WBGT=0.7Tw＋0.3Tg） 

      ■日射の影響を無視できない屋外環境で用いる指標 
       WBGT*=0.84Tw＋0.30Tｇ－0.08Ta 

（Yaglou ら WBGT=0.7Tw＋0.2Tg＋0.1Ta） 
【目的】■WBGT*と Yaglou らの式の係数値の違いが人体に及ぼす影響を検討する。 
    ■日射の影響を無視できない屋外環境で用いる導出式のTaの係数がマイナス値を

とる物理的な意味を考察する。 
【結果】■Yaglou らの WBGT は、場所や時刻で大きく変化する日射量や風速が考慮され

ていないため、暑熱指標として問題である。Yaglou らの WBGT は導出式と比

べて高湿条件で低くなる（Yaglou らの式から得られる WBGT の、導出式に対

する 1.5℃のずれは、気温換算で 4~5℃のずれに当たる可能性あり）。 
    ■気温 Ta の係数が負号を示すのは、グローブ温 Tg と人の作用温度 Top とのずれ

を補正するため、および水蒸気圧を湿球温 Tw で表現したことにより、Ta の上

昇が水蒸気圧の低下を意味するためと解釈できる。 
 
１８．『湿球および黒球温度の重み係数に対する Adjustment Factor の対応』（佐古井智紀、

持田徹）（日本生気象学会雑誌、2009 年） 
【既存知見】■労働・暑熱条件を想定し、皮膚が発汗により飽和状態にあることを前提と

して、湿球温度 Tｗ、黒球温度 Tg による皮膚温 Tsk の表現式を得た（＝

WBGT*と記述）。 
      ■WBGT と類似しているが、係数は、WBGT*=0.85Tw＋0.21Tｇ（WBGT＝

0.7Tw＋0.3Tg）と異なる。 
      ■WBGT は ACGIH や ISO の暑熱リスク指標として採用され、夏服・静穏気

流の基準状態以外で用いる場合の Adjustment Factor（AF）も提案されて

いる。 
【目的】発汗により完全に皮膚が飽和する高湿条件、およびそれより湿度が若干低い条件、 

気温と放射温が等しい等温環境を対象とし、Tw と Tg の重み係数が変化すると AF 
がどのように変化するか、検討する。 

【結果】Tw の重み係数が大きくなるほど、AF の絶対値が大きくなる。 
 
１９．『暑熱限界指標 TLV（WBGT）の熱伝達に基づく検討』（持田 徹、桑原浩平、佐古井

智紀）（日本建築学会大会学術講演梗概集、2006 年） 
【既存知見】■ACGIH（American Conference of Governmental Industrial Hygienists）

は、熱中症の生じ得る限界値（TLV）を WBGT 指標により与えている。 
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日射のない条件での WBGT 指標：WBGT＝0.7Tw＋0.3Tg 
 

表 1-9 TLV の補正法の例（文献によって近い条件でも違いあり） 

 条件 TLV 補正値（℃） 

1 夏季の作業着（通常の着衣） ０ 

2 綿のオーバーオール －２ 

3 非透水性・浸湿性の着衣 －６ 

4 カバーオール －３ 

5 非透水性・浸湿性の着衣 －１１ 

6 非透水性・非浸湿性の着衣 －１９ 

7 綿のカバーオール ０ 

8 非透水性・浸湿性の着衣 －２ 

9 非透水性・非浸湿性の着衣 －１０ 

 
【目的】皮膚ぬれ率が 1.0 より小さい条件（日射のなく、代謝量 3.3met(=300kcal/hr)）を

対象として、人体および湿球温度計と環境間の熱収支式を基に、夏服（基準着衣）、

静穏条件において TLV に応じる温熱生理状態を明らかにする。 
【結果】基準条件の TLV は皮膚温 34℃に対応し、基準条件以外での TLV 補正量－3～－4℃

となる。 
 
２０．『LCIA16手法を用いた環境影響評価の枠組みと人間の健康に与える影響評価』（井原

智彦、玄地裕、南拓郎）（日本建築学会大会学術講演梗概集、2006 年） 
【目的】東京 23 区におけるヒートアイランド現象の環境影響の定量化・統合化の枠組みと

人間健康に与える影響について述べる。 
【方法】■LIME（Life-cycle Impact assessment Method based on Endpoint modeling）

の枠組みおよび重み係数を用いて、現在の東京におけるヒートアイランド現象

による環境影響を算出する。 
■使用したデータは、YLL（早死による生命損失年数）の統計値17、東京における

気温 30℃超延べ時間数と熱中症患者の搬送者数の関係（環境情報科学センター）、

熱中症患者死亡率（東京都消防局）。 

                                                   
16 LCIA: Life Cycle Impact Assessment. 
17 障害調整生存年 DALY は、YLL と YLD の和だが、熱中症や熱ストレスによる YLD 変化の統計値が入

手できないため、ここでは、YLL のみを使用する。 
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図 1-6 LIME を用いた環境影響評価の枠組み 

 
【結果】■気温 30℃超時間数が 1 時間増加するごとに 0.243DALY の被害が発生する。す 

なわち、熱中症での環境影響は、2.36×106yen/h となる（LIME では１DALY 
＝976×106yen）。 

    ■日最高気温が最適値から 1℃上昇するごとに熱ストレスで 5.96DALY/d の被害 
が発生する。統合化を行った結果、日最高気温が最適値より高温化すると 57.8 
×106yen/℃-d の影響があり、日最高気温が最適値より低温化すると、28.9× 
106yen/℃-d の環境影響となる。 

■気温が通年で低下した場合、寒冷ストレスによる被害が小さくない。 
 

  
図1-7 気温30℃超時間数と熱中症による  図1-8 東京における日最高気温と死亡リス 

    死亡者数との関係             クとの関係 
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２１．『暑熱環境における温熱的安全対策支援のための平均皮温・体内温予測モデル』（桑

原浩平、窪田英樹、中谷則天、濱田靖弘、中村真人）（日本建築学会北海道支部研究

報告集、2005 年） 
【目的】人体の温熱的な状態を表す代表的生理量の１つである平均皮膚表面温度（平均皮

温）と体内温（直腸温）に着目し、暑熱環境における温熱的安全対策のための簡

便な評価指標として利用する。 
【方法】■裸体・着衣状態における運動時の被験者実験を行い、平均皮温・体内温予測モ 

デルの検証を行う。 
    ■湿り空気線図上に等平均皮温線と等直腸温線を示し、温熱環境と生理状態の関 

係について考察する（実際の環境において予測モデルを利用するため）。 
【結果】[裸体] 

■平均皮温は室内温度に比例して上昇し、発汗密度も同様の傾向を示す。心拍数 
も運動負荷が一定にも拘わらず、室温に比例して上昇する。直腸温は直線的に 
微増する。心拍数は代謝だけでなく、温熱性の負荷にも依存する。 

 
図 1-9 室内温度と平均皮温・直腸温・鼓膜温（左）、発汗密度・心拍数（右）の関係 

 
    [着衣] 

■平均皮温、発汗密度は室内温度に比例して上昇する。直腸温・鼓膜温は裸体時

に比べほぼ一定で微増する。心拍数は裸体時と同様に室内温度の上昇に伴い上

昇する。 
   

（裸体実験） 
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図 1-10 室内温度と平均皮温・直腸温・鼓膜温（左図）、発汗密度・心拍数（右図）の関係 

（着衣実験） 

 
[主観量と生理量] 
■平均皮温が 33.5℃のあたりから暑さ感が上昇し、深部体温が上昇し始める臨界

皮膚温 35.8℃を超えるあたりで「非常に暑い」に達していた。直腸温が 37.8℃
（中立温感時）を超えるあたりから暑さ感が急激に上昇する。 

   
図 1-11 平均皮温と暑さ感の関係     図 1-12 直腸温と暑さ感の関係 

 
    [気温に対する平均皮温と直腸温] 

■気温 22℃程度より直腸温が上昇する温域に入り、気温 37℃程度で直腸温が 40℃
を超える。体内温を 38℃程度まで下げるには気温を 24℃程度まで抑える必要が

ある。 
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図 1-13 気温と平均皮温、直腸温の関係 

 
２２．『屋外空間における温熱感指標と温熱感覚との関係について』（林恩美、ソフィア ト 
   ーソン、フレドリック リンドバーグ、本條毅、インリヤード エリアソン、梅木清） 

（環境情報科学論文集、2005 年） 
【目的】屋外空間における温熱感指標と温熱感覚との関係を検討する。 
【方法】千葉県松戸市を対象地とし、異なる特徴をもつ２つの屋外空間（駅広場、公園） 

で微気象観測とアンケートを実施し、観測した気象要因（気温・風速）が人々の 
温熱感覚に及ぼす影響を調査する（調査期間 2004 年 3 月 12 日～24 日）。観測デ 
ータから求めた温熱感指標SET*をもって2つの屋外空間での温熱感覚の違いを分 
析する。 

【結果】駅広場と公園での温熱感は SET*の快適域とほぼ一致し、公園の快適感は SET*の 
快適感より広く、駅広場より公園で快適と感じる範囲が広い。 
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   図 1-14 SET*と温熱感との関係      図 1-15 SET*と快適感との関係 

 

２３．『屋外環境における温冷感と快適感に関する研究』（桑原浩平、堀越哲美、持田徹）（日 
本建築学会大会学術講演梗概集、2004 年） 

【既存知見】屋外熱環境評価指標として、日射の影響を組み込んだ SET*と予想温冷感

ETS(Expected Thermal Sensation)を提案している。 
【目的】これまでの実験で得られた温冷感・快適感の申告データと、SET*と ETS の関係

を明らかにし、SET*と ETS の屋外環境における快適域を決定する。 
【方法】■SET*の算出は、Gagge らの 2-node model に日射の影響を含む多重放射考慮の 
     有効放射温度を組み込むことで行う。 
    ■ETS は、必要調節熱量 RTR と札幌の被験者実験の温冷感申告データを回帰して 

得られた温熱指標で、次式で定義する。 

 

    ■名古屋の屋外にて被験者実験を行う。 
【結果】屋外環境における SET*の中立温冷感域は、15.7℃＜SET*＜25℃、快適域は、17.8℃ 

＜SET*＜24℃。ETS と快適感の関係は、－1.0＜ETS＜＋1.0 の範囲で 70％弱の 
人が快適と感じる。 

 



 28 

（４） 都市における暑熱解析 
２４．『屋外での歩行による環境変化を考慮した温熱快適性評価に関する研究：（その 1）天

候の差異が歩行空間の温熱環境に及ぼす影響の実測(環境系)』（吉田信治、岸由紀子）

（日本建築学会、2008 年） 
【目的】8 月上旬から 9 月上旬までの非常に暑い時期の天候の違いが屋外歩行空間の温熱環

境に及ぼす影響を報告する。 
【方法】福井大学文京キャンパス内に設けた歩行経路において18、2007 年 8 月 6 日～9 月 6 

日の１日２回（10:00～12:00、13:00～15：00）、皮膚温など人体の温熱生理量の 
計測センサーを取り付けた被験者の後を気象要素の計測機器を取り付けた移動カ 
ートが追従する。 

 

図 1-16 歩行経路図（北は紙面上方） 

 

図 1-17 歩行中の各測定機器 

 

                                                   
18 開放度が高く日当たりの良い空間、開放度が低く日影の多い空間など変化に富む環境条件を形成、経路

中盤に日向・緑陰の休憩も設定する。 
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【結果】[気象条件の地上熱環境の比較] 
    ■人体へ入射する日射量は、165～239 Ｗ／㎡（とりわけ天候の悪い日のぞく）と 

なり、街区内日射入射率（人体への入射量／全天日射量（気象条件））は、午前

21～24%程度、午後 24～40％程度の値となる。午後の入射率が大きいのはキャ

ンパス全体が南西方向に街路軸、オープンスペースを確保しているため。 
    ■気温は、屋上において、8 月上旬平均 35～38℃（午前）、34～38℃（午後）、9 

月上旬平均 30～32℃（午前）、28～33℃（午後）。歩行空間（カートの計測気温） 
では、屋上気温よりも低値を示す（屋上気温は遮蔽物のないコンクリート面上 
で計測されるため）。ばらつきが大きく、その傾向は午前中に強く表れる（歩行 
経路内の街路樹の配置、地表面・建物外表面被覆の差異による。午前中は日射 
の受熱増加に伴い表面温度が急激に上昇する被覆面（アスファルト等）と上昇 
の緩やかな面（樹冠下、草地）からの空気の加熱速度の差が大きく、午後の各 
被覆面の過熱はピークを過ぎ、その差が小さくなるため） 

    [天候（晴天、曇天）の差が人体周辺熱環境に及ぼす影響（晴天日 9/4 と曇天日 
9/6 の午後の実測の比較）] 

■日射入射量については、両者に大幅な差があり、方向は晴天日は前面・右側の

値が大きい（晴天日は指向性のある直立つ日射の影響が強く現れ、曇天日は天

空日射の割合が大きいため指向性の小さな結果）。 
■平均放射温度ＭＲＴについては、晴天日 35～90℃（歩行地点の日照の有無によ 
る顕著な差が生じる）、曇天日 27～45℃（経路内全般に日射量が減少、差が小さ 
い）。気流[相対速度＝人体の移動も考慮した気流速度]については、天候による 
差異は小さく、平均皮膚温度[頭、腹、腕、手、大腿、下腿、足の 7 点の皮膚温] 
は、晴天日 34.8～36.4℃、曇天日 31.6～34.5℃であり、天候の差異は人体温熱 
生理に与える影響が大きい。 

    [休憩地点の差異] 
■晴天日の日向と緑陰の被験者の皮膚温は最大 2℃、曇天日は最大 0.5℃で、休憩 

地点の違いによる影響は小さい。 
【考察】地上の温熱環境は、土地被覆や植栽の配置により大きく影響される。日射、MRT、 

気温は天候による差異が生じたが、風速に対する影響は小さい。そして、皮膚温 
度は、晴天日より曇天日の方が全般に高温となり、天候の差異が温熱快適性に与 
える影響は大きい。 
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図 1-18 晴天日・曇天日の周辺熱環境と皮膚温の時間変化 

 
２５．『樹木の植栽が都市の風通しや温熱環境に及ぼす影響』（特集 都市の風通し）（吉田

伸治）（日本風工学会誌、2007 年） 
【目的】都市空間に不可欠な「みどり」と風通しに関して、計算流体力学 CFD による検討

を交えながら説明を行う。 
    ①植栽の屋外温熱環境に与える複合的影響の中での風通しの変化がもたらす影響

の大きさの説明。 
②季節に応じた防風・利風を可能とする樹木帯形状に関するケーススタディの内 

容紹介。 
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図 1-19 植栽が夏季の温熱環境に与える複合的影響 

 

【方法】CFD 連成数値解析に基づく屋外温熱環境評価。 

 

図 1-20 屋外温熱環境における SET*予測のための連成解析フローチャート 

     

    ■緑化効果検討のための街区モデル 

 

図 1-21 解析ケースのイメージ 

 

【結果】①草地面積の増加は温熱快適性を向上させ、樹木の配置は逆に快適性を悪化させ

る。地表全面に樹木を配置するという過剰ケースであることに留意する必要は

あるが、植栽による温熱環境緩和効果を期待する場合、樹木の適切な密度と配

置に配慮する必要がある。 
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図 1-22 風速ベクトルの水平分布（高さ 1.5m）（左端）、地表面温度分布（左中）、 

気温の水平分布（高さ 1.5m）（右中）、SET*の水平分布（高さ 1.5m）（右端） 

 

 
図 1-23 緑地の種類と面積の違いによる SET*の増減（高さ：1.5m、単位：℃） 

（図中の灰色の領域は SET の変化が負の値を示し、温熱快適性が向上したことを示す） 

 
    ②河川沿岸において夏季に河川風を誘引し、冬季はそれを防止する、樹木帯・フ

ェンスの配置の検討の結果、高木のみの樹木帯は、夏は河川から離れた領域に、

冬は河川近傍に風速変化率 0.2 以下の領域が形成、高木・低木の樹木帯は、風速

変化率 0.2 以下の領域が大幅増加、フェンスを併用した樹木帯は、場所によって

は夏の方が風速変化率の大きな値を示す領域も見られる。 
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     河川上の新鮮空気の樹木帯内部への到達状況は、樹木帯（高木のみ、高低木と

も）では、河川上の空気が殆ど到達しないが、フェンスありでは、フェンスの

配置に伴い夏は河川から樹木帯内部へ、冬は樹木帯内部から河川に向かう強い

流れが生じ、夏の利風と冬の防風が実現する。 

 
図 1-24 夏季における風速分布（地上 1.5m、風速変化率として示す）19 

 

 

図 1-25 冬季における風速分布（地上 1.5m、風速変化率として示す） 

 

 

図 1-26 川の新鮮空気の濃度分布と風速ベクトル分布（夏季、高さ 1.5m） 

 

 

図 1-27 川の新鮮空気の濃度分布と風速ベクトル分布（冬季、高さ 1.5m） 

 

２６．『屋外空間における人体表面の平均対流熱伝達率の予測式の開発（その 3）樹木によ 
   る乱れが屋外温熱快適性に及ぼす影響(体感, 環境工学 I)』（小野剛司、村上周三、大

岡龍三、吉田伸治）（日本建築学会大会学術講演梗概集、2006 年） 
【既存知見】人体の温熱快適性を評価する上で、放熱特性の把握は重要であり、人体の対

流熱伝達率はこれを決定づける大きな要素である。前報（その２）では、風

                                                   
19 図 1-24～1-27 までの case2 において、case2-1 は、高木のみにより構成される樹木帯を配置した場合、

case2-2 は、高木、低木よりなる樹木帯を配置した場合、case2-3 は case2-2 の樹木帯の一部の樹木をフェ

ンスに変更した場合、の各 case を指す。 
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洞実験と CFD 解析に基づき、風速と気流の乱れ強さの双方の影響を考慮でき

る人体の平均対流熱伝達率の予測式を開発した。 
【目的】上記予測式を用いて、樹木のある街区における温熱環境の解析を行い、植栽によ

る気流の乱れが温熱快適性に与える影響を SET*を用いて検討する。さらに、既往

研究の予測式との比較より本予測式の有効性を検討する。 
【方法】東京の晴天日を想定した 7 月 22 日 6 時～23 日 24 時の 42 時間分の非定常放射・ 

伝導連成解析より得られる建物壁面、地表面温度の結果を境界条件とし、3 次元対 
流・放射・湿気の輸送連成解析を行う。 

    
図 1-28 １区画の形状     図 1-29 解析対象街区のイメージ 

 

【結果】■日当たりの良い建物南西側で高温となり、建物風下側のキャニオン空間で水平 
方向の循環流域が形成される。 

    ■樹木なしのケースに比べ街区全体で風速が低下した。樹木の配置位置および周 
辺では、気温低下や乱流エネルギーの増加が確認された。 

    ■植樹による風速低下の影響で、両モデル（OMO20、Seppanen）とも、1 区画の 
     平均対流熱伝達率は小さい。OMO モデルでは予測式中に乱れの影響も考慮して 
     いるため、Seppanen モデルに比べ減少幅が小さく、樹木の配置位置で平均対流 
     熱伝達率の変化率が高くなる。Seppanen モデルでは変化率が低くなる。 

⇒平均風速のみで評価する Seppanen モデルに対し、植樹による気流の乱れの影 
響を平均対流熱伝達率の評価に反映できる OMO モデルの効果が確認できる。 

                                                   
20 OMO（小野―村上―大岡）モデル。 
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図 1-30 平均対流熱伝達率 の水平分布   図 1-31 の変化率の水平分布 

（高さ 1.5m）               （樹木あり／なし） 

 

    ■OMO モデルでは樹木の位置で SET*が低くなる。街区全体で SET*が低下し、

植樹による温熱快適性の改善効果を確認できる。Seppanen モデルでは、樹木の

有無による SET*の変化は殆ど見られないが、樹木の位置で SET*が上昇する。

これは一般的認識と異なる。 
    ⇒OMO モデルを用いた方がより実際の温冷感に近い結果となる。 

   
図 1-32 SET*の水平分布（高さ 1.5m） 
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【考察】■本予測式を用いた場合は樹木の位置で平均対流熱伝達率が大きくなり、SET*が 
低下するという実際の温冷感に近い結果となった。 

■既往研究の平均対流熱伝達率の予測式（風速のみの関数）を用いた場合との比

較により有効性が確認できた。 
 
２７．『樹木の成長、樹種の違いが樹冠の葉面積密度・光学的深さに及ぼす影響：実測に基

づく街路樹の日射遮蔽効果の評価手法に関する研究』（吉田信治、中井敦、大岡龍三）

（日本建築学会環境系論文集、2006 年） 
【既存知見】■樹木の植栽には、日射遮蔽、照り返しの減少、潜熱放散、風速低減、湿度

上昇、樹冠による緑陰、都市内クールスポットの形成などの効果がある。 
      ■樹木の植栽の熱環境緩和に関する研究（３分類） 
       ●樹冠を日射透過しない物体とした日影位置の変化に関する研究 
       ●実測に基づく樹冠の日射遮蔽、熱環境緩和効果に関する研究 
       ●数値シミュレーション技術に基づく樹木（植生）の総合的な気候緩和効

果に関する研究 
【目的】■日射の直散分離に基づく樹冠の日射透過率の予測精度の向上を図った間接法に

より樹冠の葉面積密度、光学的深さの双方を併せた放射減衰に関わるパラメー

タ ak（葉面積密度×消散係数）の推定方法を提案する。 
■福岡市内の街路樹に対する樹種毎の ak の推定、樹冠内葉群を構成する葉群の配

置状況を分析し、樹種や樹木の成長に伴う ak の変化を検討する。 
【結果】[ak の推定式] 
    ■r＝ e －akℓ  ak= －ln(r)／ℓ 
    （r：日射透過率、ℓ：日射通過距離(m)、a：葉面積密度(㎡/㎥)、k：消散係数） 
     ＊ｒとℓ は実測より得られる値 

[福井市内の街路樹の ak の実測と検討] 
■葉の傾斜角は全ての部位で一様であり、方位角は部位別の方位角と同じ方位角 
の指向性がある。 

    ■直散分離を行わない場合、ak の値は半分程度の値に過小評価されるため、ak の 
同定における直散分離の必要性は明らかである。 

    ■樹冠を均質とする樹木モデルでは成長度が増すと ak が樹種に関係なく 0.5[㎡/ 
㎥]程度の値に収束。 
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２）睡眠阻害 
２８．『居住環境における健康維持増進に関する研究（その 10）外気温上昇が居住者の睡眠

障害に及ぼす影響』（玄地裕、井原智彦、鳴海大典、下田吉之、宮沢和貴）（日本建

築学会学術講演梗概集 D-1、2009 年） 
【目的】気温情報による睡眠障害に与える影響について評価する（主観的睡眠障害）。 
【方法】把握・評価に用いた指標は、ヒートアイランド現象による睡眠障害の発生頻度に

ついてのアンケート調査（2008 年 8 月 24 日～8 月 30 日の 7 日間、対象地域は東

京 23 区と大阪府）21。使用したデータは、東京では、東京・練馬・新木場・羽田

の各 AMeDAS の気温、大阪においては、大阪・堺・豊中・牧方・八尾・熊取・能

勢の各 AMeDAS の気温である。 
【結果】■睡眠時外気温が 1℃上昇するごとに、冷房使用率は、東京 4.5%、大阪 3.5％ほど 

増加する。 

 

図 1-33 睡眠時外気温と冷房使用割合（大阪府） 

 
■24.7℃～30.0℃において、0 時外気温が 1℃上昇するごとに睡眠障害者が 7.3%

増加する。 
【その他の考察】アンケート回答者全体の 47％が睡眠障害を有し、また女性の方が高い割

合を示した。地域間の差異はない。 
 
２９．『平成 20 年度ヒートアイランド対策の環境影響に関する調査業務報告書』（社団法人

環境情報科学センター）（環境省、2009 年）[睡眠阻害に関する箇所のみ取り上げる] 
【目的】ヒートアイランド現象の環境影響を定量的に捉える。 
【方法】2008 年夏季（8 月）と秋季（10 月）に東京、大阪、福岡で各 80 名、計 240 名を 

対象に、対象者の寝室の屋外と室内の気温・湿度を測定し、あわせて睡眠感など 
に関するアンケート調査を行った。 

【結果】■就寝中の室内気温が上昇するに従い、暑く感じる割合や不快に感じる割合、睡 
眠中に暑さで覚醒してしまう割合が増加していた。 

                                                   
21 アンケート調査は、「ピッツバーグ睡眠質問票（PSQI-J）」と「その日の睡眠に関する質問（SQIDS)」
に基づく。 
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図 1-34 就寝中の室内温度と温冷感（左図）、快適感（中）、中途覚醒（右図） 

 
■屋外最低気温 1℃の上昇につき暑さで目が覚めてしまう人の割合がおおよそ 5％ 

増加することが分かった。 
■冷房の使用方法によっては、就寝途中で冷房が停止するなどにより室温変化が

激しくなり、結果として冷房を使用した場合の方が同じ屋外気温でも覚醒割合

が高くなってしまう状況が見られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-35 日最低気温と覚醒割合 
 
３０．『都市部の暑熱環境により発生している睡眠障害の影響評価』（玄地裕、井原智彦、 
   岡野泰久）（日本建築学会環境工学委員会熱シンポジウム、2008 年） 
【目的】■夏季夜間の高温化と睡眠障害の関係を定量化する（①）。 

■ヒートアイランドによる睡眠障害への影響を定量化する（②）。 
■ヒートアイランド現象の環境影響について保護対象（人間健康、社会資産、生

物多様性、一次生産量）ごとの定量的な比較を行う（③）。 
【方法】■対象地域・範囲は、東京 23 区、各月・通年（1~12 月）（②）、1982 年と 2002

年（③）、把握・評価に用いた指標は、ＬＩＭＥ（日本版被害算定型影響評価手

法）、「熱帯夜と不眠に関するアンケート」（2006 年、2007 年の夏季 2 回、それ

0 

10 

20 

30 

40 

50 

21～ 22～ 23～ 24～ 25～ 26～ 27～

覚
醒

割
合
（
％

）

日最低気温（℃）

就寝中の温冷感と室内温度（全体）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20～ 27～ 28～ 29～ 30～ 31～ 〔℃〕

〔
温
冷
感
〕

45

50

55

60

65

70

75

〔
湿
度

(%
)〕

寒い

やや寒い

涼しい

どちらでもない

暖かい

やや暑い

暑い

湿度

就寝中の快適感と室内温度（全体）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20～ 27～ 28～ 29～ 30～ 31～ 〔℃〕
〔
快

適
感

〕

45

50

55

60

65

70

75

〔
湿

度
(%
)〕

快適

やや快適

どちらでもない

やや不快

不快

湿度

就寝中室内最高温度と暑さによる覚醒の有無の割合
（総合）

0%

25%

50%

75%

100%

20～ 27～ 28～ 29～ 30～ 31～ 32～ 〔℃〕

覚醒なし

覚醒3回以上

覚醒2回

覚醒1回



 39 

ぞれ 10 日間連続調査）である。 
【結果】■25.3℃（気温分岐点）以上において、深夜 0 時気温が 1℃上昇するごとに約 2.3% 

の住民が新たに睡眠障害になる。（①） 

 
図 1-36 夜間 0時の気温と睡眠障害者の割合の変化 

 

■DALYは、115.51年／℃。重み付け 0.05のとき睡眠障害による人間健康被害は、

25.3℃以上で深夜 0時気温 1℃上昇した場合、1日あたり約 2億 5900万円（②）。 

 
図 1-37 1982 年と 2002 年のヒートアイランドに伴う環境影響の比較 

 
３１．『夜間就寝時の温熱環境が睡眠に及ぼす影響』（都築和代、久保博子）（日本建築学会

環境工学委員会熱シンポジウム、2008 年） 
【既存知見】■睡眠時の光に関して、50Lx 以上になると、手や寝具で頭部を覆って遮光す

る動作がみられるようになり、100Lx 以上になると睡眠に影響が認められ

る。暗黒でも不安感が強まるため、覚醒時に周囲の状況がある程度判断で

きる程度の明かりが必要。 
      ■夜間、就寝前の光環境がメラトニンホルモンの分泌を抑制し、入眠を遅延

させる、という報告もある。 
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      ■温度に関して、裸体の場合、気温 29 度より低温になっても高温になっても

徐波睡眠、レム睡眠が減り、覚醒が増加する。また、低温の方が覚醒に結

びつきやすい。 
      ■寝具と人体の間に形成される寝床内気候が 32~34℃、45~55%が快適である

という報告もある。 
【目的】夜間就寝時の温熱環境が人の睡眠および体温調節反応に及ぼす影響について明ら

かにする。 
【方法】既往研究のまとめと実測。 
【結果】[季節の温熱環境が睡眠に及ぼす影響] 
    ■寝室の気温は外気温に比例している。一方、相対湿度はどの季節でも 60％。 
    ■光環境は、春の積算照度・平均照度がともに高い結果となり、夏・秋・冬では

差はない。 
    ■就床時刻に季節による差は見られず、起床時刻は、春・夏のほうが秋・冬より

早くなっている。しかし、有意な差は認められない。 
    ■睡眠時間帯中の中途覚醒時間は夏に最も長くなる。夏は、睡眠時間は最も短く、

睡眠効率は最も悪くなっている。 
【考察】■暑熱環境は体温の低下を妨げ、睡眠効率を低下させた。 
    ■冷房時刻の影響は、就寝時の後半よりも前半に冷房したほうが、徐波睡眠22の減

少を抑制し、覚醒を抑制していた。 
■後半に冷房した場合は、前半の暑熱で徐波睡眠が減少し、覚醒が増加したうえ、

後半の冷房において、リバウンド現象が確認され、徐波睡眠がやや増えるなど、

睡眠・覚醒リズムへの影響が懸念される。 
    ■睡眠中の頭部冷却は、熱負荷を軽減させ、足元への送風は対流放熱を促進し、

発汗を抑制して、睡眠効率を改善した。 
    ■睡眠効率が 90％以上となる睡眠環境を SET*で表すと 23℃～29℃となる（既往

研究を含めた検討の結果）。 

                                                   
22 徐波睡眠とは、睡眠時の脳波で周波数が 0.5～2Hz、振幅が 75μV 以上のδ波（徐波）が 20%以上を占

める睡眠段階 3 と 50%以上を占める睡眠段階 4.を合わせた睡眠で、深睡眠と考えることができる[白川修一

郎編『睡眠とメンタルヘルス』（ゆまに書房、2006 年 6 月）] 
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図 1-38 中途覚醒、睡眠段階１、徐波睡眠に及ぼす前半冷房、後半冷房の影響 

 
３２．『東京都 23 区の夜間高温化による睡眠障害の定量化と睡眠障害に伴う経済損失の評

価』（玄地裕、井原智彦、岡野泰久）（日本建築学会大会学術講演梗概集、2007 年） 
【目的】熱帯夜と睡眠障害の関係を定量化し、さらに睡眠障害に伴う経済損失を評価する。 
【方法】対象地域・範囲は東京都 23 区で、アンケート調査の回答をもとに解析を行う。 
【結果】■深夜 0 時気温が 1℃上昇するごとに 9.94%の住民が新たに睡眠障害になる。 

1976~1980～1999~2003 の 23 年間に深夜 0 時気温が 26.7℃以上になる日が

15.4 日から 34.0 日に増加したことに伴って増加した睡眠障害者は、年平均で都

区民全体の 0.85%。 
■ヒートアイランド現象の進展に伴う労働生産損失額は、作業効率低下による損

失額年間 67 億 5700 万円、眠気を原因とする欠勤・遅刻・早退による損失額年

間 3 億 2800 万円、計 70 億 9000 万円に上る。 
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図 1-39 深夜 0時気温と睡眠障害者の割合の関係 

 
３３．『東京 23 区におけるヒートアイランド現象による睡眠障害の影響評価』（玄地裕、井

原智彦、岡野泰久）（日本建築学会大会学術講演梗概集、2007 年） 
【目的】■ヒートアイランドによる睡眠障害への影響を定量化する。 

■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オーダー比 
 較を行う。 

【方法】対象地域・範囲は東京都 23 区において、保護対象を人間健康、社会資産、生物多

様性、一次生産量とし、夏季および通年において気温が 1℃上昇した場合の影響を

LIME および DALY（障害調整生存年）を用いて定量化する。 
【結果】■ヒートアイランドによる睡眠障害への影響は、被害量 305 億円程度（重み付け 

0.05）と推定された。これは、エネルギー消費と同等以上の被害量である。 
    ■ヒートアイランド対策としては、夏季のエネルギー消費削減につながる対策と 

居住地区の夜間気温を下げる対策が重要。 
【その他の考察】■夏季の環境影響は、睡眠障害 305 億円、熱ストレス 11.4 億円、熱中症 

3.7 億円、寒冷ストレス－20.8 億円、エネルギー消費 71.3 億円。合計 
371 億円となった。他影響と比較して、睡眠障害の被害量の大きさは、

重み付け 0.05 とすると 10 倍以上であった。重み付け 0.01 でもエネル

ギー消費と同程度の影響があった。 
        ■通年の環境影響は、睡眠障害 301 億円、熱ストレス 11.4 億円、熱中症 

3.7 億円、寒冷ストレス－80.5 億円、エネルギー消費－12.4 億円。合 
計 223 億円。重み付けの値によらず、睡眠障害の影響が支配的である。 
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表 1-10 障害度の重み付けの違いによる東京 23区における被害額の変化 

 

 

 

図 1-40 夏のヒートアイランド現象による推定被害量 

（睡眠障害重み付け 0.05、1999~2003 年の 5年平均） 

 
３）感染症 
３４．『感染症への地球温暖化影響』（倉根一郎）（地球環境、2009 年） 
【目的】地球温暖化のヒトの健康への影響について、日本における感染症について概観す

る。 
【結果】■海水中のビブリオ・バルフィニカス菌検出域の北上が認められる。夏季の海面 
     温度 20℃の北限線が北上し、北海道に達していることから、海水温の上昇が影 
     響と推察される。 
    ■日本脳炎ウイルス活動の活発化および、日本脳炎媒介蚊であるコガタアカイエ

カの生息域拡大および活動活発化が認められる。 
    ■インド、中国、東南アジアの日本脳炎ウイルス媒介蚊である Culex vishnui が、

1992 年石垣島、2002 年沖縄において確認されている。 
    ■ヒトスジシマカ23の現在の北限が東北地方であり、この北限が年々北上している。

ヒトスジシマカの分布域の北限は年平均気温 11℃の線とよく一致しているので、

                                                   
23 ヒトスジシマカはデング熱やチクングニア熱の媒介蚊。 
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温暖化が進行すると、東北地方全域や北海道への進入も予想される。 
    ■日本では地球温暖化による感染症の患者数の増加はまだ見られていないが、影

響が患者数の増加として現れる時点においては影響がすでに深刻となっている

可能性があるため、各種感染症について、温暖化影響評価のための技術を早急

に確立する必要がある。 
 
３５．『地球温暖化に関する社会的影響--節足動物媒介性感染症から考える』（小林睦夫）（生

活と環境、2009 年） 
【既存知見】昆虫などが病原体を媒介する病気においては、媒介者である蚊やダニなどは

変温動物であるため、患者や感染動物の生理状態のみならず、媒介者が気象

条件にどのような影響を受けるかが重要な要因となる。 
【目的】温暖化の影響として、病気を媒介する蚊の生息域が高緯度地方に拡大する可能性、 

また、高地へ移動することによって節足動物媒介性感染症のリスクが上昇する可

能性に関して概説する。 
【結果】■1999 年にウエストナイル熱24が突然米国で流行、2007 年米国内患者数は 27,000

人以上に達し、1,000 人以上が死亡。毎年 3～4,000 人以上が発症し、米国に完

全に定着している。その原因は、アカイエカ群種の体内でウイルスが翌年まで

越冬しているためであり、さらに、このウイルスは、高温条件下の蚊体内での

増殖率が高まるため、夏期の高温は感染した蚊 1 匹当たりのウイルス量を増加

させる。 
    ■ガンビエハマダラカの高度地域への進入によって、アフリカ高地での環境でマ

ラリアの流行が起こる可能性がある。 
    ■東南アジア、中南米などのデング熱の媒介蚊であるネッタイシマカは、1 月の平

均気温が 10℃以上の地域に分布するといわれ、台北で 2008 年に久しぶりに 20
人規模の流行が起こった（南部では散見されている）。台北と石垣市では、1℃
以上石垣市が高いため、石垣島に移入した場合は確実に定着すると見られる。 

    ■日本のヒトスジシマカの北限は、第二次世界大戦後は栃木県であったのが、1968
年に仙台となり、1993~96 年には、日本海側で本庄、内陸部で古川、太平洋側

で石巻となった。1998~2000 年には、その北限は、秋田および能代（日本海側）、

一関および東山町（内陸部）まで北上している。 

                                                   
24 ウエストナイル熱はイエカ属が媒介するウイルス感染症。 
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図 1-41 東北地方におけるヒトスジシマカの分布域の拡大 

 

    ■チクングニヤ熱が、2007 年に北イタリアの小さな村で突然流行し、約 300 
人の患者が発生し、1 人が死亡している。原因は、インドから来た 1 人の患者に 
よるもので、媒介蚊はヒトスジシマカとみられる。フランスでは、2005-2006 
年に 800 人以上のチクングニヤ熱の輸入患者が報告されているが、これは主に 
レニオン島（インド洋の島）で感染した患者である。ヨーロッパで温暖化が進 
むと、ヒトスジシマカの分布拡大が予想され、チクングニヤ熱などのリスク地 
域が拡大する。 

【考察】■ウイルスによって、高温条件下の蚊体内での増殖率が高まるため（デング熱、 
日本脳炎）、温暖化傾向は、ウイルスの増殖にも影響を与える可能性がある。 

■温暖化に伴い増えるであろう大型の自然災害（台風やハリケーン）の場合、媒

介昆虫と患者を含む病原体保有動物の両方ともに影響があり、感染環25が回復す

るのに相当の時間が必要と思われる。 
    ■地球規模での温暖化の場合、1 年間あたりの温度上昇がごくわずかであり、媒介 

動物への直接的影響は少なく、蚊の幼虫の発育速度が高まり、その地域の個体 
群密度が上昇し、媒介動物の分布域の拡大が静かに起こる。その環境に病原体 
を持った動物や患者が浸入すると突然大きな蚊媒介性感染症の流行が起こる可 
能性が高い。 

 
                                                   
25 Transmission cycle. 
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３６．『都市域における疾病媒介蚊の発生状況調査：ドライアイストラップを用いた 2 年間 
   の調査結果』（津田良夫、比嘉由紀子、倉橋弘、林利彦、星野啓太、駒形修、伊澤 晴 

彦、葛西真治、佐々木年則、冨田隆史、澤邉京子、二瓶直子、小林陸生）（日本衛生 
動物学会誌、2006 年） 

【目的】ドライアイスと乾電池駆動の吸引トラップを組み合わせたドライアイストラップ

を使用し、関東地方の都市域における蚊相を明らかにする。 
【方法】国立感染症研究所構内とその周辺、昆虫医科学部職員の自宅に、週１回、1kg のド

ライアイスと吸引式トラップを組み合わせて設置し、２４時間後に捕獲された昆

虫類を回収する。採集地は、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の都市域で、2003
年は 12 ヶ所、2004 年は 18 か所で採集した。 

【結果】2003 年、04 年とも捕獲された雌成虫個体数はアカイエカ群のほうがヒトスジシマ 
カよりも約 4 倍多い。 

 
図 1-42 トラップあたりの平均捕獲個体数の季節的変化 

（上段：アカイエカ群、下段：ヒトスジシマカ） 

 

【考察】■東京周辺の都市域で主要な蚊はアカイエカ群とヒトスジシマカで、これらの種

類が重要な疾病媒介蚊となる可能性が高い。 
■トラップの捕獲率は、蚊の飛行行動の差やトラップ設置場所や採集地周辺の発

生数などによって影響を受けるため、今後環境条件と発生数の対応関係等を検

討する必要がある。 




