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シート① 

影響分野 ヒト健康への影響／熱中症 

有識者名 北海道大学大学院工学研究科空間性能システム専攻  桑原浩平 氏 

日程 ２０１０年２月２日（火） 

内容 屋外環境における人体の温熱生理反応、心理反応 

研究紹介 

①人体と環境との間の熱交換 

正味日射受熱量（着衣―皮膚間の多重反射）、着衣のぬれ←無効発汗、平均皮膚温予測式 

②被験者実験と結果 

有色グローブ温度による環境グローブ温度の実測、着衣の日射透過率、反射率、吸収率の

実測、屋外環境における人体生理心理反応 

③予測式による解析例 

着衣の表色値と人体日射受熱量の関係、環境作用温度が平均皮膚温に及ぼす影響 

  

①日射作用温度を導入した平均皮膚温予測式を示した。これは、地表面の異なる 4 か所 で

環境グローブ温度を実測し、環境グローブ温度を気温の 1 次式として定義したものである。ま

た、着色値から着衣の日射熱特性（日射反射率等）を算定可能にした。 

 

②被験者実験を行った結果、平均皮膚温の予測値と実測値を比較し、予測式の有効性を示

した。平均皮膚温と体内温、心拍数の関係を示し、相対的作業強度と平均皮膚温から体内

温、心拍数が予測可能であることが判明した。また、生理反応と心理反応の関係から、皮膚

温＞36℃で、「非常に暑い」という申告になることが示された。 

 

③平均皮膚温予測式による暑熱負担低減の検討を行った結果、0.35clo の着衣では、視感反

射率を 0%から 70%に増加させると皮膚温が約 1℃低下した。また、環境作用温度を 2.5℃低下

させると、0.35clo の着衣で皮膚温が約 1℃低下した。 

 

＊短波長放射（日射）と長波長放射のバランスが変わると皮膚温にどう影響してくるのか、と

いう点についてはまだ解明されていない。 

今後の取

組み等に

対する考

え 

○以前検討した際に、WBGT を出す場合は、環境条件によって係数値を変えていかなければ

ならないことがわかっているため、WBGT との関係については慎重に検討していきたい。 

 

[過去の結果]人体熱平衡式を用いて、どのような条件で WBGT 式（湿球温度の係数が 0.7、

0.8）を再現できるか検討したところ、皮膚が完全に濡れている場合であった。この人体熱平

衡式で通常の皮膚状態を算出すると、湿球温度の係数が 0.2、グローブ温度の係数が 0.8 と

いう逆の結果となった。 
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シート② 

影響分野 ヒト健康への影響／熱中症 

有識者名 福井大学大学院工学研究科建築建設工学専攻  吉田伸治 氏 

日程 ２０１０年２月２日（火） 

内容 屋外温熱環境評価手法について 

研究紹介 

①連成ＣＦＤ解析に基づく屋外温熱環境評価手法 

 基礎方程式と樹木植栽モデル 

 緑地の規模・種類の違いが屋外温熱環境に与える影響の分析 

②同解析手法の非定常・不均一環境評価のための改良 

 多分割人体体温調節モデルの組み込み 

 歩行空間の熱環境評価事例の紹介 

  

① 環境共生空間の最適設計のためには屋外空間を構成する多様な要素の影響を把握す

る必要がある。 

 CFD とは、コンピュータを用いて、非線形な流体の運動方程式、熱輸送方程式、等を解い

て、建物周辺および街区内の気流性状、熱拡散性状を予測する手法で、3 次元解析ができる

唯一の手法となっている。これを基本とした連成数値解析により、建築・都市の外部空間の

流れ場、温度場、放射場、湿度場を詳細に解析し、屋外温熱環境を総合的に評価する手法

を解析し、悪化の著しい屋外温熱環境を改善するための建築計画・都市計画を行う際の有

用なツールとなる。 

 樹木が夏期の温熱環境に与える複合的な影響は、改善効果については、日射減衰効果、

長波放射減衰効果、蒸発潜熱の発生などであり、逆に悪化させる効果としては、樹木による

風速低減効果や水蒸気の発生などがある。 

 緑地の規模・種類の違いが屋外温熱環境に与える影響を分析した結果、過度の植栽が夏

季の熱環境悪化につながる可能性が示された。 

 

②屋外熱環境評価への Gagee の Two-node モデル、SET*の適用については、屋外空間の

温熱環境評価の体系化が十分なされていないため、準用しているのが現状である。不均一

かつ非定常的で熱的刺激の強い（劣悪）屋外空間を導入する必要がある。 

今後の取

組み等に

対する考

え 

○継続的な検証と改良を進めていく予定である。 

○今後、人間がどの方向を向いているかによってどう影響してくるのか等の分析を行う予定

である。 
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シート③ 

影響分野 ヒトの健康・エネルギー消費 

有識者名 産業技術総合研究所安全科学研究部門  井原智彦 氏 

日程 ２０１０年３月１５日（月） 

内容 被害算定型 LCIA 手法による環境影響の定量化研究の動向 

  

被害算定型 LCIA 手法による環境影響の評価では、夏の気温上昇より、冬が暖かくなること

で、寒冷ストレスの軽減や寒冷エネルギー消費の削減の影響の方が大きい。そのため、

LIME の枠組みでの被害評価では、人間の健康面での被害を中心に考えているため、元来

の自然環境の状態を是とする考え方とは異なる立場にいる。 

 LIME への批判には、全国１つの指標で評価を行っているため、そのような粗い値を出して

どうなるのか、等の批判があるが、被害算定額の絶対値に重要性があるのではなく、他の疾

患との相対比較に意味がある。LIME は、どのような環境影響が重要なのか、という最初の段

階のスクリーニングに使えるため、政策の切り口などを見極めるには有効ではないかと思う

（ただし、LIME も、地域ごとの人口密度等を考慮することで、地域別の被害額など詳しい値は

出すことができる）。 

今後の取

組み等に

対する考

え 

○今後は、インパクトとして何が重要なのかを整理することが重要だと思う。その際には、

LCA が重要で、現実的に、対策をして何がよくなったのか、どのような対策をすると環境にや

さしいのか、を市民に対して、明らかにすることが大切である。 

○ヒトに対する影響評価は、網羅的に行ってきたが、桜の開花が遅くなっているなど、自然

界、生態系への影響はまだ行われていない。ただしこれには、目的関数が設定しにくいという

問題や、社会影響なのか、生態系への影響なのか、あいまいである等の問題がある。 

○集中豪雨や大気汚染などを LIME にのせていくことは、これからの課題である。 

○軽度の熱中症を疲労感としてどこまで見て行くのか、ということも課題である。疲労感やだ

るさ、ということを算定していくには、それぞれの疾患の係数を設定する必要があり、医学系

の知見をとり入れていかなければならない。 

その他の 

視点 

○ヒートアイランド現象はこれ以上はひどくならないと考えられるが、地球温暖化がもたらす

気温上昇により、都市の暑熱環境が悪化するため、適応策が求められる。 

○後進新興国は、大抵日本より南の暑い地域にあるので、街づくりに対する提言などができ

ればよいと思う。 
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シート④ 

影響分野 エネルギー消費 

有識者名 産業技術総合研究所安全科学研究部門  玄地裕 氏 

日程 ２０１０年２月１５日（月） 

内容 最近のエネルギー影響研究の動向 

  

ヒートアイランド現象によるエネルギー消費への影響についての研究は、最近はあまり見ら

れないが、個別の技術のヒートアイランド緩和と地球温暖化対策効果の関係等を解析する研

究は出ている。 

しかし、ヒートアイランド現象を助長することや緩和することの意味が明確になっていないとこ

ろが気になっている。特に、ヒートアイランド現象は、「何が悪いのか」ということが明確になっ

ていないということを感じる。 

今後の取

組み等に

対する考

え 

○対策については、エネルギーに関してはヒートアイランド緩和対策を考えるより、エネルギ

ー消費削減を考えて取り組めばよく、エネルギー削減効果の高い住宅の高断熱化などを進

めることで、ヒートアイランド現象に対する悪影響はないと考えている。 

○地球温暖化対策とヒートアイランド対策については、双方の対策ごとに「見える化」していく

ことが重要である。この分野ではヒートアイランド対策を行い、そのために、エネルギー消費

が増えた分は、省エネルギー対策で相殺している、などの双方の対策の住み分けが説明が

できるようにすることである。 

その他の 

視点 

○今年は生物多様性の国際会議の開催年（COP10）であるが、ヒートアイランド現象が生態

系に及ぼす影響についてはまだ全くと言ってよいほど明らかにされていないが、これは問題

だと思う。 
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シート⑤ 

影響分野 エネルギー消費 

有識者名 大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻  鳴海大典 氏 

日程 ２０１０年３月１２日（金） 

内容 
様々な影響の位置づけ、捉え方について、今後の地球温暖化とヒートアイランドの双方の対

策の住み分けに関して 

  

省エネ技術とヒートアイランド対策技術は、それぞれ、どちらもしっかり行うと良い。顕熱フラッ 

クスを下げるのに有効な、屋根散水・屋上緑化・高反射率塗装などについて、エネルギー消

費が増加するから有効でないという意見もあるが、それほどエネルギー消費増加には大きな

影響はなく、省エネ対策技術でまかなえるので、ヒートアイランド対策として有効ならば取り入

れたら良い。 

今後の取

組み等に

対する考

え 

ヒートアイランド現象は今がピークで、これより下がっていく傾向という立場にある。しかし、ヒ

トが暑いと感じる限界には来ているので、地球温暖化は進んでいくとされている現状にあって

は、ヒートアイランド対策が、地球温暖化の適応策となるように、取組みを進めて行けばよい

のではないか。 

その他の 

視点 

○事業所などに対しては、エネカット（空調室外機の吸い込み温度が高温になると熱交換器

に水を噴霧し、圧力上昇の防止と消費電力の低減をする装置）の技術が有効である。 

○住宅においては、睡眠阻害の影響は、１世帯あたり１シーズン 7 万 7 千円程度と LIME で見

積もられている。冷房を使用すると、この影響が、ランニングコスト約2万円程度で回避できる

ため、最新のエアコンと使用して、被害を回避した方がよい。また、冷房については、ヒトの代

謝量に合わせた空調制御の技術が望まれる（寝始めの代謝は高いが、起床時は低いな

ど）。 
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シート⑥ 

影響分野 気象／集中豪雨 

有識者名 筑波大学計算科学研究センター  日下博幸 氏 

日程 ２０１０年２月１６日（火） 

内容 集中豪雨の数値計算、ヒートアイランド現象と集中豪雨の関連性 

  

① 関東（東京）の短時間強雨に対する都市の影響については、まだ検討の余地がある。都

市が雨を降らせるという事に関しては肯定も否定もしていないという立場である。 

② Ｅ－Ｓ型の風系がみられる、局地的に短時間で降る豪雨については、都市の影響がない

とは言えない、という状態である。 

  

①都市が原因で雨がふったのか、降ったのがたまたま都市だったのかについては統計をじっ

くりみる必要がある。 

 数値シミュレーションで、都市がある状態と都市がない状態（草地状態）の差が都市の影響

とする場合、初期値を変えても気温の場合ははっきりしているため問題はないが、雨の場合

は、初期値や境界値、時間を少し変えただけでも、変化してしまい、都市の影響は、その他の

様々な要因に埋もれてしまってはっきりしない。これは、カオス的な性質のための予測可能性

の問題であり、特に、雨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。 

 

②統計解析より、降水のパターンには３種類あることがわかっているが、この中で大気が比

較的安定していて、短い時間に大量に降るというパターンの降水に関して、ヒートアイランド

の影響がある可能性がある。この降水パターンでは、Ｅ－Ｓ型の風系パターンが見られる。

都市が暖かいために、上昇気流を少し押し上げている、ということが明らかになれば、東京の

強雨の発生に都市効果が寄与しているか、その可能性を解明できる。 

 このパターンについて、シミュレーションを行う予定であるが、100 回以上、様々なパターン

で行う必要がある。 

今後の取

組み等に

対する考

え 

○地球温暖化に対する適応対策としてのヒートアイランド緩和、という視点で考えるべきであ

る。温暖化の影響を緩和するよりも費用の面でも安く、同等の効果をもたらすのではないか。 

○集中豪雨については、都市防水という観点から、被覆改善や水循環を考えた予防策を考

えていくべきである。 

 



 7 

シート⑦ 

影響分野 気象／大気汚染／光化学オキシダント 

有識者名 埼玉大学大学院理工学研究科  吉門洋 氏 

日程 ２０１０年２月１９日（金） 

内容 ヒートアイランドと光化学オキシダント高濃度化の関連性、海風との関係 

  ①海風くいとめ効果 ②ウィークエンド効果 

  

①ヒートアイランド現象による高温化が光化学オキシダント高濃度化を招くという報告は見ら

れるが、実際に明らかになってはいない。それよりは、ヒートアイランド循環によって、海風前

線が食い止められて停滞し、その内陸側によどみ域ができ、持続することによって、前駆物

質である NOx や NMHC が蓄積する。凝縮された暑い汚染気塊が、午後に内陸進入を再開す

る海風前線に運ばれ、関東北部に高濃度の光化学オキシダントをもたらす。 

 

  

参考）海風停滞時、（東京―熊谷）方向断面内の       （東京―熊谷）方向の風の時間変化  

上層風観測内挿図                      （海風（S)の内陸進入が停滞する） 

[大気環境学会特別講演会要旨集『「増え続ける光化学オキシダント―その原因と対策―』（平成 15 年 7 月）] 

 

②高濃度オキシダントの出現日数を縮小するためには、NOx の濃度の低下に加え、NMHC

の濃度を NOx の低下率以上に減らす必要がある。組成比を変える方が手を打ちやすいとい

うことで、HC／NOx 比をどうするか、という議論が起こる。 

 また、この濃度比の関係から、「ウィークエンド効果」というものが報告されている。これは、

NOx 濃度が減る週末に、逆に光化学オキシダント濃度が増加する地域があるもので、光化

学オキシダント等値線図（下記図参照）から明らかだが、NOx が低下して O3 の分解が減るこ

とによるものである。以上からも、NOx も HC も半分程に減らさないと光化学オキシダント濃度

は下がらない、ことがわかる。 
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参考）１都６県におけるオゾン濃度の最高値の等濃度線図 

[東京都光化学オキシダント対策検討会報告書（平成 17 年 2 月）] 

今後の取

組み等に

対する考

え 

○グローバルな温暖化とあわせてヒートアイランド対策を考えていかなければならない。 

○都市に限らず、エネルギー消費に関する効率化を図るべきである。 

○1976 年～97 年の間の都市化の影響は数値シミュレーションなどによってもわかっている

が、全く都市がないと本当にゼロなのかについてはわかっていないので（東京はなくても地形

効果で埼玉県あたりは暑いのかどうか）、ここのシミュレーションは今後行う必要がある。 

その他の 

視点 

○都市サイズが大きくなると、上昇気流が強くなる（＝海風はもっとくいとめられてしまう）可能

性がある。現在は海岸線から 20km くらいまでが「都市」だが、大宮くらいまで（30km）都市化

が進むと、効果が異なってくる可能性がある。 

○九州から山口県にかけて、中国の影響とみられる光化学オキシダントの高濃度化の状況

が報告されている。関東まではその影響が大きいとはいえない（２年に１度程度の頻度）。 

 
 

赤丸の箇所の濃度（緑色で表される濃

度）であったものが、NMHC 濃度が変

化しないとすると、NOx 濃度が減少す

ることで、黄色域のより高濃度の濃度

になってしまう。 




