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●はじめに

　都市のヒートアイランドの影響として5項目を挙
げてみました。1つは快適・健康の問題です。最近
は熱中症の増加が社会的問題にもなっていますが、
夏の一時期は亜熱帯気候になる地理的位置にあたる
ため、元々が蒸し暑く、さらにヒートアイランドに
よって快適性が失われている。これは非常に大きな
問題です。2つ目として社会経済的にも影響が大き
いエネルギー等の問題で、夏季日中の消費電力の上
昇、これは主に冷房需要によるピーク（最大電力需
要）です。3つ目に大気汚染で、ヒートアイランド
により風系が変化して上昇気流となり、光化学反応
の活性化が起こります。ただ明確にヒートアイラン
ドの影響と言えない部分もあると思います。4つ目
が集中豪雨への影響です。東京では研究が進んでい
るようですが、見極めが難しい面があります。5つ
目に生態系への影響で、クマゼミとアブラゼミの例
がよく引き合いに出されます。大阪城公園と靭公園
を比較すると、大阪城公園では次第にクマゼミの比
率が増えていて、靭公園ではそうでもないと聞いて
います。この原因が、都市の土壌の乾燥化によるの
ではないかと聞いたことがあります。

●現存気温と潜在自然気温の比較

　これは1976年にカナダのブリティッシュコロン
ビア大学のオーク教授が出されたモデルで「典型的
な都市ヒートアイランドの地表付近の気温断面」を
表しています。都市周辺の自然地域の気温レベルか
らの上昇でヒートアイランドを定義しています。
　大阪のように前面が海、周りが山で囲まれている
場合に、自然地域としてどの辺りを取ればよいかは
難しい問題です。そこで、コンピューターによるシ
ミュレーションを行いました。8月 5日 14 時の現
存気温と潜在自然気温の比較をしてみました。左の
図が現在の土地利用を仮定したもの、右の図が潜在
自然の温度分布です。地形的なことで言えば海風が
発達するので、沿岸部が低温になるのは両方の図と

も共通しています。しかし、潜在自然と比較すると、
現存の気温はかなりの気温上昇が見られます。左と
右の計算結果の差を示したのが下の図で、1.5℃～3
℃の上昇が認められます。最高気温時の結果です
から、一般的には最低気温時よりも気温差は少ない
と考えられますが、夏の最高気温時ということで、
このような結果になっています。

●クールスポット大阪調査

　クールスポットの調査ということで、大阪市の依
頼で1992年 8月に調査した事例を紹介します。淀
屋橋を基準に、大阪城公園や靭公園などと比較する
と最高気温時より最低気温時のほうが、温度差が大
きいという結果が得られました。大きな都市公園と
繁華街とでは、明け方で2℃～2.5℃、昼間で1℃～
1.5℃の温度差があります。ただ都市の中の公園と
の比較ですから、ヒートアイランドとは定義が違っ
てくるかと思います。

●ヒートアイランドの原因

　原因ですが、1つは樹木や草地による蒸発冷却の
減少が考えられます。2つ目が建物や道路での蓄熱
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の増加。主に最低気温時の気温上昇に寄与している
と思われます。3つ目が風通しの悪さで、都市はス
トリート・キャニオンが多いため、風通しの悪さも
気温上昇の大きな原因になっていることが考えられ
ます。4つ目が放射冷却の減少で、天空を見る割合
が少なくなり、夜間の放射冷却量をかなり少なくし
ています。さらに反射を繰り返すことで、日射の吸
収が多くなることが考えられます。とくに大きいの
が建物や自動車からの人工排熱の増加です。これも
直接的な加熱要因、温度上昇の要因と考えられます。

●対策手法の現状

　ヒートアイランド対策手法として現在行われてい
るものの1つが、建物表面（建物外皮）の対策で、
屋根緑化、屋上緑化、壁面緑化、高反射率塗料等に
よって行われています。2つ目は道路等表面の対策で、
保水性舗装、高反射率塗装、駐車場での芝生緑化が
行われています。3つ目が人工排熱の対策というこ
とですが、実際には冷房排熱など熱の捨て方が問題
だろうと思います。まずはこれら3つの対策項目に
ついて説明します。

●建物表面（建物外皮）のヒートアイランド対策

　この図表は建物外皮のヒートアイランドの抑制効
果を示したもので、厳密ではないので一般論として
見ていただきたいと思います。屋上緑化と高反射率
塗料（クールルーフ）による対策について夏季の夜
間と日中の効果を表しています。クールルーフにつ
いては、断熱がよくない建物では暖房負荷を増加さ
せる要因になり得るということです。最近、日本建
築学会のクールルーフ推進小委員会でガイドライン
を作りました。その中で都市被覆に関する緩和効果
として、緑化と高反射率化が最適な対策だと位置付
けています。水平面で日射を受けることが夏季では
ヒートアイランドに寄与し、垂直壁面は入射角が大
きいので、水平面の場合程には影響が大きくないと
考えられます。屋根・屋上面や道路・舗装面などへ
の対策がとくに重要だろうと思います。
　この写真は難波パークスで、大規模な屋上緑化が
行われています。この写真は高反射塗料による対策
を実施した天満橋のドーンセンター屋上ですが、日
射反射率の測定を行っている様子です。ここ数年、
反射率を現場でどのように実施するかが学会でも議

論になり、標準板二点校正法による測定が行われる
ようになり、比較的に精度のよい測定値が得られる
ようになりました。

●道路等舗装表面のヒートアイランド対策

　バーナード・ルドフスキーによる著作「人間のた
めの街路」の中で、巨大空間における初期の空調シ
ステムとして、ローマのナボナ広場では、夏に広場
全体に水を張って祭りが行われていたことが紹介さ
れています。日本の伝統である打ち水とよく似た試
みだと思います。
　これは長堀通りでの熱画像です。長堀通りは東西
道路ですが、東西道路のほうが南北道路より1日あ
たりの受熱量が大きいことになります。とくに長堀
通りは幅が80 mもあって、南側車線は建物の遮蔽
効果で日陰ができますが、北側車線は日中のほとん
どで日射を受け、画像でも分かるように昼も夜も真
っ赤に染まっています。日射による蓄熱の影響から、
放射温度が高いという結果になっています。東西道
路の場合は何らかの対策が必要かと思います。一方、
この写真と熱画像は南北道路の御堂筋で、朝夕は建
物の影で覆われ、昼間はイチョウ並木の緑陰にほぼ
覆われます。ただ手前の道頓堀では東西から日射を
受けて、夜間でも蓄熱が大きいという結果になって
います。
　各種道路舗装面について透水性、保水性、高反射
率などの実験をやりました。保水性舗装の場合は降
水量に左右されるため、やはりアクティブに水を供
給しないと温度低下効果が無くなってしまいます。
確実に舗装面温度を低くできるのは、やはり日射反
射率が高い表面になること、それが第一義的な結果
でした。
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　この写真と熱画像は兵庫県庁南駐車場を芝生化し
た事例ですが、利用者が多く、車のタイヤによる踏
圧とエンジンの熱によって芝生はかなりのダメージ
を受けました。利用頻度の低い駐車場の方が芝生化
には向いていると思います。
　道路・駐車場等の対策としては、やはり樹木によ
る日陰が最もグレードが高く、また、日射反射率を
高めることが表面温度の低減化には重要です。保水
性舗装や散水による蒸発冷却がこれらに次ぐという
のが評価の結果になります。この写真（仙台市の定
禅寺通）のように、できるだけ多く日陰をつくるこ
とが理想的な街路空間ではないかと思っています。
長堀通りもこのような道路にするように提案してい
るところです。

●人工排熱のヒートアイランド対策

　都市では大気が熱の捨て場のようになっています。
空調の排熱、自動車による排熱や排ガスが大量であ
り、とくに空気の流動の少ない淀み空間への熱廃棄
をしないようにすることがヒートアイランド対策の
原則だと思います。

●ヒートアイランド対策としての「風の道」計画

　対策項目の4つ目が「風の道」計画で、大阪地域
に限って紹介したいと思います。ドイツ・シュツッ
トガルトのいわゆる山風を利用した大気汚染低減対
策が日本でも紹介されて有名になっていますが、大
阪地域は海風が夏季の日中に卓越するのでシュツッ
トガルトよりは恵まれた大気環境にあると思います。
　この図は左2つが海風、右2つが陸風の流れを表
現しています。最高気温時の海風は大阪市の東端ま
でしか到達していません。その先まで到達するのは
19時頃になるようですが、その頃には陸風に変わ
るなど気象条件に左右されて、はっきりは分かりま
せん。陸風が始まっても、それが海側まで到達する
ことも最近では少なくなっており、海側は夜遅くま
で海風方向の流れが認められています。但し、長期
間の観測データでは確実に陸風が見られ、陸風も重
要な要因になっていると思います。周囲の山系から
の山風も冷たい風を送り込んでいますが、市街部が
かなり蓄熱しているために冷気でなくなってしまい
ます。それでも風の流れはあるわけで、六甲山系か
らの新鮮な空気が降りてきているのは確かです。

●都市内の風の流れ（大阪市）

　大阪市の街路は東西南北、格子状に走っています。
東西の街路は有効に風の道を形成します。淀川は風
の方向と一致しているため、京都方面に向かってお
そらく遠距離まで海風が運ばれているだろうと考え
られます。都市河川の道頓堀川にしても有効な風の
道になっていると思います。大阪府や大阪市でも風
の道を意識するとともに、地上での淀みを極力少な
くする施策が緑の計画とともにまとめられつつあり
ます。

●都市環境気候地図

　都市環境気候地図は気温分布を中心に描くもので
すが、風速を中心に描いた都市環境気候地図を紹介
します。上の図は8月1カ月の平均を示したもので、
下の図は8月のよく晴れた日の結果を示しています。
平均風速から見ると、尼崎、西宮、淀川付近が風の
道になっていることが分かります。逆に風のない地
域は東大阪付近となっていて、気温分布とも符合し
ています。大阪市地域スケールに拡大した都市環境
気候地図を見ると、北西部の尼崎、西宮地域は風の
通りが良いことから比較的に気温も低くなっていま
す。逆に東大阪地域は風が弱くて気温が上昇傾向に
あるのかと思われます。このような結果から、内陸
地域で緑地を増やすなど何らかの優先的なヒートア
イランド対策が必要だと思います。

●「風の道」計画の意味

　風の道の目的は、空気の淀みをなくし、熱による
気温上昇や大気汚染物質の濃度上昇を抑えようとす
るものです。その意味では換気ということになりま
すが、単に外部空間の換気を意味するのではなく、
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風が通るルートを計画することにあります。従って、
風の道の第2の目的として、風通しのよい快適なオ
ープンスペースを創出することが重要です。この視
点から見ると「風の道」計画の最終的な目標は、自
動車、自転車や歩行者が混在・混乱している日本の
狭くて危険な道路について、総合的な環境の質の改
善を図ることでもあるわけです。
　CO2削減、エネルギー保全、それにヒートアイラ
ンド対策を加えれば、都市環境にとってそれぞれに
大きな課題だと言えます。CO2削減は気候変動を防
ぐ、エネルギー保全は省コスト、ヒートアイランド
対策は快適で健康な都市づくりということになろう
かと思いますが、ヒートアイランド対策は都市の具
体的な形を考えるという面で特に重要です。こうし
た面での議論が、もっと盛んに行われてもよいので
はないかと思います。

●未来都市のイメージ　コンパクト・エコシティ

　の構想

　さきほど話の中で、現存での気温分布、潜在自然
植生と仮定した場合の気温分布に触れましたが、そ
の間に何かコンパクトな風通しのよい都市が考えら
れそうです。この図は早稲田大学の尾島俊雄先生が
雑誌の特集号（プロセスアーキテクチャ 1991.11）
に掲載したイメージ図です。要するに継続性のある
エコシティを考えると、人間はマンハッタンのよう
な超高層住宅に住む、そうすれば自然を地表面に帰
すことができるだろうという極端な例を示したもの
です。これの緩和版というのが、都市にメリハリを

つけて、要するに緑地の部分と都市の部分をある程
度棲み分けをするという考え方です。そうすると熱
い部分と冷たい部分ができて、そこには何らかの循
環も生ずるであろうと期待を込めたものです。将来
的にはこのようなことを考えていくようになろうか
と思います。

●都市環境計画に必要な3つの変革

　こうした考え方に立って、大阪の都市部の環境計
画についてスタディをしてみました。その中で明ら
かになったことの1つが緑・水辺空間と風の道を確
保することです。2つ目が環境インフラ（水・エネ
ルギー・廃棄物）の供給処理能力を充実させ、資源
の有効利用、環境汚染を防ぐこと。3つ目が自動車
依存から脱却して公共交通を充実し、快適な緑陰歩
行ネットワークを形成すること。とくに日本の夏を
考えれば、「夏の都会空間の動線は全て緑陰空間と
すべし」と変革してみるのも、よいのではないかと
思います。
　モデルとして堂島川・上町筋・道頓堀川・木津川
に囲まれた地域を定めてみました。古地図（1845
年当時の大阪）にあるように、昔はこれだけの堀が
あったわけです。川や堀は障害物がないために風が
よく通ります。西風がもともとの自然地形であり卓
越するので、たぶん当時の大阪のまちは風のまちだ
ったと思われます。

●大阪グリッドモデル

　大阪都市部のモデルを示します。土地利用計画と
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して、現在の大阪は碁盤の目状に地下鉄が整備され
500m間隔程度で駅が存在するので、地下鉄の駅付
近をコアゾーン（核）とする。土地利用と都市形態
を3つに分け、コアゾーンは業務・商業・公共の建
物を中心とし、住居ゾーンは住宅を中心とする。グ
リーンゾーンはレクリェーション・生態系の保全・
歴史的建築物の保存の機能を担う。スタディでは、
こうした想定の中で地下鉄ターミナルのいちばん遠
い所からグリーンゾーンをつくっていくと仮定した
ら、どうなるのかというものです。

●市街地をコンパクト化し、緑地を増加させた土

　地利用モデル

　地下鉄駅を中心に都市の集約化を反映したコア・
住宅・緑の配置について検討しました。そして緑地
10％、20％、30％のケースについて、それぞれの
確保を目標とした上で、残りの土地を住居ゾーンと
コアゾーンで2分の1に分けたモデルを作成してみ
ました。左上の図が現状で、左下が現状の上に10
％の緑を載せた図、右の図が緑10％とし、残りを
コアゾーン・住居ゾーンを等分にしたものです。そ
してこの図が、スタディによるケース1（緑10％）、
ケース2（緑20％）、ケース3（緑30％）の結果で、
パーセル単位の土地利用データを使っています。ケ
ース3（緑30％、コア45％、住居45％）までいく
と相当なグリーンゾーンのエリアが得られます。次
の図は80 m四方の街路ブロックを基準に考えて描
いたものです。昔の堀や川に代わって、緑地が風通
し役割を果たすことをイメージしています。

●コアゾーンのイメージ

　風通しのことを考えると、アメリカ型の1ブロッ
クに高層建物が建つような形が都心部コアゾーンの
イメージと思えてきます。コアゾーンの容積率を考
えてみると、現状の地域平均は326％とあまり高く
ありません。コアゾーンにおける容積率は集約化す
ることで上昇します。緑地30％モデルでは732％と、
現状より2倍程度の密集度となります。

●グリーンゾーンのイメージ

　大阪都心部には大阪城公園や靭公園などがありま
すが、今後どうやってグリーンゾーンをつくるのか
といえば、緑の区画整理のようなものが考えられま
す。緑地を増やすには部分的に業務・商業施設はあ
る程度高層化するという提案があります。区画整理
を考えると、例えば梅田北ヤードではまず緑地に指
定して、市街地内にある老朽化で建て替えが必要な
既存建物について北ヤードに移転する。それに連動
して、緑地を市街地内に持っていくような計画も考
えられるのではないかと思います。

＜質疑応答＞

Q)： ヒートアイランド対策に関し、提案している
ことへの行政等の反応はどうか。
A)： 少なくとも「風の道」については機運が高ま
ってきた。沿道は、緑化と風の道を合わせて考える
ということが大阪府の計画にもあり、大阪市も同様
な方向で考えている。逆にコンパクト・エコシティ
構想は大胆すぎるのか、あまり前向きな反応はない。

Q)：コンパクトシティを実現していくと、集積地
が高密度化していき、そこでヒートアイランド現象
が高まりそうに思えるのだが。
A)： 例えば大阪のOBPは建蔽率も抑えられており、
コアゾーンのような集積地でも緑がたっぷりあるイ
メージを想定している。
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