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資料２－２ 都市化と熱環境の関連性についての知見の整理 

 

都市のどんな要素(都市化指標)が熱環境(ヒートアイランド現象)に影響を与えうるのか整理す

るため、街区において熱環境の実測を行っている既往研究を調査し、都市化との関連性を指摘し

ている既往研究を表１に整理した。出典は表２に示した。 

 

表１ 既往研究の要点一覧 

論文 

No 

都市の 

要素 

熱環境への 

影響 

日中／ 

夜間 
詳細 

① 街区形状 
放射環境 

体感温度 
日中 

WBGT は住宅地とスポーツトラックで高く、体育館

とビル街で低かった 

② 建物の存在 
放射環境 

体感温度 
日中 

グローブ温度の変化と SET*の変化がよく対応した

（建物による日陰の形成が影響） 

③ 

天空率 
放射環境 

気温 
夜間 

天空率の高い測定点ほど夜間冷却量が大きくなる傾

向が見られた 

街区形状 
放射環境 

気温 
夜間 

同じ天空率でも、都心部より郊外部の方が夜間冷却

量が大きくなる傾向が見られた 

④ 

建物の存在 放射環境 日中 気温と路面温度には相関がなかった 

高層ビルの

存在 

風環境 

湿度 
日中 

ビル街は住宅街よりも比湿が高かった（密集した高

層ビルが高い比湿を持つ海風を取り込んでいる） 

⑤ 
住宅街の存

在 

風環境 

顕熱 
日中 

住宅地を挟んだ２地点において、風速・乱れ・顕熱

に差が見られた 

⑥ 

被覆状態 放射環境 
特に 

日中 

都市域の地表を覆う工業材料と植生面の温度には大

きな差があった 

被覆状態 放射環境 日中 

都市化以前では植生で覆われ都市化されている周囲

と比べ温度も低いが、都市化後には人工物質で覆わ

れ周囲と同じ高い温度となっている。 

⑦ 被覆状態 

放射環境 

気温 

顕熱 

体感温度 

日中 

芝生校庭はダスト舗装校庭に比べ、晴天日日中の最

高温度が、地表面温度・気温共に低かった。また潜

熱が 86W/㎡大きく、顕熱が 21W/㎡小さかった。熱

中症に対し「警戒」を要する時間が 1 時間 30 分少

なかった。 

⑧ 人工排熱 気温 日中 
「オフィス－住宅地」の街区気温差が昼間を中心に

平日に比べ休日は明らかに減少する傾向を示した 

⑨ 

人工排熱 顕熱 夜間 
容積率が大きいほど夜間の顕熱フラックス積算値が

大きかった 

人工排熱 顕熱 日中 
日中の顕熱フラックス積算値は、休日よりも平日が

大きかった 
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表２ 文献表題など出典一覧 

No 論文名 著者 雑誌名、年度等 

① 

様々な日常活動空間における熱中症指

標 WBGTの観測：岡山市街地を対象にし

て(大気境界層)  

大橋 唯太 , 竜門 洋 , 重

田 祥範 

日本気象学会大会講演予講集 

92, 281, 2007-09-30 

② 

市街地を対象とした屋外温熱環境の実

測および数値解析(市街地観測,環境工

学 I)  

大黒 雅之 , 本橋 比奈

子 , 深尾 仁  

日本建築学会学術講演梗概集 

973-974, 2008-07-20 

③ 
都市キャニオン形態と地表面温度・気

温の夜間冷却との関係に関する調査 

久保 慶太 , 榎本 裕一 , 

小林 主英 , 村上 公哉  

日本建築学会学術講演梗概集 

975-976, 2008-07-20  

④ 
岡山市におけるビル街と住宅街の気象

要素の違いについて 
川邊 智一 , 大橋 唯太 

日本気象学会大会講演予講集 

87, 347, 2005-04-30 

⑤ 街区における顕熱流の観測 
浦野 明 , 花木 啓祐 , 岡

部 篤行 

日本建築学会学術講演梗概集，

737-738, 1999 

⑥ 

都市化に伴う地表面温度変化のモニタ

リングと熱環境評価への利用に関する

研究  

坪松 学 

環境情報科学. 別冊, 環境情

報科学論文集，13, 127-132, 

1999-11-16  

⑦ 校庭の芝生化による熱環境の変化 － 
東京都環境科学研究所ホーム

ページ 

⑧ 

東京・大阪における街区気象と需要エ

ネルギーの計測(3) : 街区内実測気温

にみられる人工排熱の影響(大気境界

層)  

亀卦川 幸浩 , 小川 洸

一 , 梅田 拓哉 , 大橋 唯

太 , 重田 祥範 , 井原 智

彦 

日本気象学会大会講演予講集 

94, 203, 2008-10-31 

⑨ 
土地利用の異なる市街地上空の熱収支

実測と分析(環境)  

山岡 直子 , 吉田 治典 , 

伊藤 清 , 田部 充朗 

日本建築学会近畿支部研究報

告集. 環境系 (46), 277-280, 

2006-05-23 

 

 

（論文の検索手法） 

①検索サイト  CiNii（NII論文情報ナビゲータ） 

          JDreamII（科学技術医学文献データベース） 

②検索キーワード 

「街区＆気象」「街区＆測定」「市街地＆気象」「市街地＆測定」 

「都市＆人工排熱＆測定」「表面温度＆都市化」 

（以上の検索ワードより検出された論文から、その引用文献、共著者などを 

追って文献を収集した。） 
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①様々な日常活動空間における熱中症指標 WBGTの観測：岡山市街地を対象にして(大気境界層)  

大橋 唯太 , 竜門 洋 , 重田 祥範，日本気象学会大会講演予講集，92, 281, 2007-09-30 

観測地点：岡山駅から半径１km以内 

解析日：2006/8/2～8/7（いずれも太平洋高気圧に覆われた晴天日） 

補足事項：気温は強制通風で測定。WBGT計算用の気温(自然通風)は算出。 

WBGT は住宅地②とスポーツトラックで、低かったのは体育館とビル街であった。この WBGT の

違いは、活動空間に入射してくる放射量の差が大きいことに主に起因していることが、黒球温度

計の熱収支計算の結果から示唆される。 

 

図１ WBGT観測値及び入射放射量の計算値 

 

②市街地を対象とした屋外温熱環境の実測および数値解析(市街地観測,環境工学 I)  

大黒 雅之 , 本橋 比奈子 , 深尾 仁，日本建築学会学術講演梗概集，973-974, 2008-07-20 

解析日：2006/8/10 10～17時 

観測場所：横浜市中心市街地（17地点） 

グローブ温度の変化と SET*の変化はよく対応

しており、建物による日陰の形成が SET*に大きく

影響している。 

 

 

 

 

 

 

図２ グローブ温度及び SET*の時間変化 
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③都市キャニオン形態と地表面温度・気温の夜間冷却との関係に関する調査 

久保 慶太 , 榎本 裕一 , 小林 主英 , 村上 公哉，日本建築学会学術講演梗概集， 

975-976, 2008-07-20  

解析日：大手町 8/16,17、吉祥寺 8/21,22（各 11～15時及び 1～5時） 

測定地点：大手町 32地点、吉祥寺 44地点 

天空率と地表面温度及び気温の夜間冷却

量（11～15時の平均－1～5時の平均）との

関係を分析した結果、これらの間にはある

程度の関係性が見られ、天空率の高い測定

点ほど夜間冷却量が大きくなる傾向が見ら

れた。 

都市の空間形態の違い（建物規模や道路

幅の違い）によって起こる夜間の放射冷却

の違いを検討した結果、両地区の天空率が

同一の測定点 13組の天空率と夜間冷却量Δ

Tの関係を分析では、都心部（大手町）に比

べ郊外部（吉祥寺）の方が、夜間冷却量が

大きい傾向にあった。 

                   図３ 天空率と地表面温度・気温の夜間冷却量の関係 

 

 

④岡山市におけるビル街と住宅街の気象要素の違いについて  

川邊 智一 , 大橋 唯太，日本気象学会大会講演予講，87, 347, 2005-04-30 

観測地点：ビル街（岡山市田町）、住宅街（岡山市今）、距離約 1.5km 

観測方法：自転車による移動気象観測（各８地点） 

解析日：2004/9/3 9～20時 

補足事項：データは正時の値に補正。比湿

は乾球温度、湿球温度、気圧（岡山気象台）

から算出。 

住宅街における気温と路面温度の両方が

ビル街よりも常に高いが、空間的なバラつ

きを示す標準偏差には同じような特徴が見

られない。つまり、路面温度と気温の間に

相関があるとは言い難く、特に路面温度に

は建物による日なた・日陰の形成が強く影 図４ ビル街と住宅街における熱環境の比較 
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響しているものと考えられる。 

ビル街は比湿が住宅街よりも高い。これは数 km～数十 km の空間スケールで今まで議論されて

きた結果とは逆である。比湿と風速の空間的なバラつきも大きいことから、ビル街では背の高い

建物が適度に密集しているため、力学的な混合によって上空の空気を取り込みやすい状況であっ

たものと考えられる。つまり、ビル街では、高い比湿をもった海風が容易に地上まで運ばれるた

めに、あまり密集していない低層建物群の影響で上空の空気を取り込みにくい住宅街よりも比湿

が高くなったものと考えられる。このことは海風到着時にビル街では比湿の減少が止まったのに

対して、住宅街ではそれが見られなかったことからも示唆される。 

 

⑤街区における顕熱流の観測  

浦野 明 , 花木 啓祐 , 岡部 篤行，日本建築学会学術講演梗概集，737-738, 1999 

解析日：1998/8/20（連続して南西寄りの風が卓越） 

観測場所：千葉県ちはら台、戸建住宅地区を挟む２箇所（超音波風速温度計：17ｍ＆10ｍ） 

A点と B点の間に存在

する住宅地による風速

の低減及び乱れの増加

および顕熱の発生の効

果が、観測により確認さ

れた。  

 

 

 

図５ 観測地点図と平均風速の日変化 

 

⑥都市化に伴う地表面温度変化のモニタリングと熱環境評価への利用に関する研究  

坪松 学，環境情報科学. 別冊, 環境情報科学論文集，13, 127-132, 1999-11-16  

 

表面温度測定 

測定日：1995/8/12 

測定地点：日本大学構内および近郊 

 

都市域の地表を覆う工業材料と植生面の温度には大きな

差がある。また都市表層の蓄熱量も植生面と比べて大きく、

熱エネルギーが夜間に放熱され表面温度に影響を与えてい

る。 

図６ 地表面温度の日変化 
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人工衛星ランドサット 

測定日：1986/8/6及び 1995/7/30 午前 10時 

測定地点：千葉県幕張付近 

補足事項：人工衛星の解像度は、120ｍ×120ｍ／１画素 

 

幕張メッセ付近では、主な建物工事開始以前の 1986年では雑草など植生で覆われ都市化されて

いる周囲と比べ温度も低いが、主な工事が終わった 1995年には人工物質で覆われ周囲と同じ高い

温度となっている。 

 

図７ 衛星による熱画像（1986年と 1995年） 

 

平均地表面温度とその温度の占める面積のヒストグラムの特徴は、地表の状態を表している。

特に 1994 年に工場や石油施設が完成予定であった E 地区では、95 年には一部の地域を残しほと

んど人工物質に覆われ、86年と比べると高温部が多くなっている。 

 

図８ 各地域の地表面温度とその占める割合（1986年と 1995年） 
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⑦校庭の芝生化による熱環境の変化 

 東京都環境科学研究所ホームページ 

測定日：2005/8/17 

測定地点：都内学校 

芝生校庭はダスト舗装校庭に比べ、晴天日日中の最高温度が、地表面温度で 8.3℃、0.2m 気温

で 2.5℃、1.5m 気温で 1.6℃それぞれ低かった。芝生校庭はダスト舗装校庭に比べ、潜熱が 86W/

㎡大きく、顕熱が 21W/㎡小さかった。芝生校庭はダスト舗装校庭に比べ、熱中症に対し「警戒」

を要する時間が 1時間 30分少なかった。 

 

 

図９ 舗装面と芝地の比較 
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⑧東京・大阪における街区気象と需要エネルギーの計測(3) : 街区内実測気温にみられる人工排

熱の影響(大気境界層)  

亀卦川 幸浩 , 小川 洸一 , 梅田 拓哉 , 大橋 唯太 , 重田 祥範 , 井原 智彦  

日本気象学会大会講演予講，94, 203, 2008-10-31 

解析日：2007/8/1～16のうち好天静穏日 

    東京：平日９日 休日６日、大阪：平日６日 休日４日 

測定地点：各 10～20箇所 

補足事項：需要エネルギー量は、道路交通センサス及び街区内電力需要量（電力会社）より算出 

街区気温は、一般的には上空気象条件や天空率・熱容量などの局所的街区構造の影響も受ける

ものである。しかし、本研究では、解析機関を好天静穏日に限定し、同一都市内での２つの街区

間での気温差を解析対象とした。その気温差に平日・休日間で系統的な差異が認められた場合、

その差異は主として人工排熱の影響によるものと推察できる。 

「オフィス－住宅地」の街区気温差は、統計的に有意でない時間も一部含まれたものの、昼間

を中心に平日に比べ休日は明らかに減少する傾向を示した。（東京最大 1.5℃、大阪最大 1.0℃）

これはオフィス街での排熱現象の街区気温に対する影響を示唆するものだった。 

 

 

 

図１０ 東京・大阪における平日・休日のエネルギー消費量(上)と気温差(下) 
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⑨土地利用の異なる市街地上空の熱収支実測と分析(環境)  

山岡 直子 , 吉田 治典 , 伊藤 清 , 田部 充朗， 

日本建築学会近畿支部研究報告集，(46), 277-280, 2006-05-23 

解析日：2005/7/23 20:00～2005/7/25 6:00（扇町及び北堀江） 

    2005/8/6 20:00～2005/8/8 6:00（堺筋本町） 

    2005/10/19 20:00～2005/10/31 8:00（南船場） 

測定地点： 

扇町(O地点)、北堀江(K地点)、堺筋本町(S地点) 建設現場（タワークレーン 60、140ｍ） 

 南船場(M地点) オフィスビル屋上（屋上 45ｍ）     

各地点の風上方向のグロス容積率（建物延べ床面積を領域面積で除したもの）に着目し、顕熱

フラックスを比較した所、高密度な地区は中密度な地区に比べて、夜間（18:00～翌 5:30）の顕

熱フラックスの積算値が大きくなる傾向が見られる。 

 

図１１ 夜間の顕熱フラックスと容積率の関係 

 

オフィスビル街において平日と休日の顕熱フラックス積算値を比較すると、２日間の顕熱フラ

ックスの差は 1.3MJ/m2であり、日積算全天日射量の差 0.6MJ/m2より大きい。また日積算全天日射

量に対する日中の顕熱フラックス積算値の比は、平日が 0.37、休日が 0.31 となり、平日の方が

大きい。またソースエリアを含む領域に対応する変電所の電力消費量は平日の方が大きい（平日

6.4MJ/m2＞休日 2.3MJ/m2）。人工排熱の差は電力消費量の差に表れる。以上から、顕熱フラックス

の差は人工排熱に起因すると推察される。 

 

図１２ 平日及び休日における顕熱フラックスと全天日射量、消費電力量 
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