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1. はじめに 

 
本研究は、個々の建物の省エネ・ヒートアイランド緩

和対策が都市スケールのヒートアイランド緩和に与える

影響を定量化するツールを開発することを目的とする。  
近年、「ヒートアイランド現象」といわれている都市

の温暖化が注目され、夏季の気温の上昇が問題視されて

いる。ヒートアイランド現象緩和のため、内閣の都市再

生本部と国土交通省・環境省が「ヒートアイランド対策

連絡会議」を設置しているほか、東京都も屋上緑化など

の推進施策を実施している。 
この様な状況の中で、当社としてもヒートアイランド

現象の緩和のために、建物から生じる発熱(人工排熱）

の対策、また建物だけでなく周辺地域の街路樹・保水性

舗装などの対策、さらには都市空間全体についても評

価・計画・対策の提案をしていくことが社会的責務とな

ってきている。 
 建物を冷房する際、室外機からは高温の熱が排出され

る。この排熱量は建物の断熱などの省エネルギー性能に

大きく影響を受ける。そこで建物の計画の際、排熱量さ

らにはヒートアイランド現象の緩和に対して、省エネル

ギー性能が与える効果を予測することが重要となる。 

都市のヒートアイランド現象の原因のうちかなりの部

分が、人工排熱・建築物による熱容量などマイクロスケ

ール（街区規模）の熱・運動量収支のバランスの変化が

主な要因となっている。当社では建築物内の空調の排熱

量にかかわる消費エネルギーの予測技術および街区や都

市全体の広範囲でのヒートアイランド予測技術は、個別

には研究されている。しかしながら、両者を相互作用を

把握する技術の確立にはまだ至っていない。 

既存の都市気候のシミュレーション研究としては、

Ichinose, et. al.(1999)1)は、人工排熱が東京のヒートアイ

ランド現象に与える影響の解析を行った。Urano, et. 

al.(1999)2)は、Ichinose,et. al. (1999) 1)のモデルに建物キャ

ノピーが風の流れに与える影響を付加して都市の立体的

再配置の効果を解析した。また、亀卦川ほか(2001)3)は、

都市空間内の空調消費エネルギーシミュレーションとメ

ソスケールモデルを連成したシミュレーションを行った。

さらに、原山ほか(2004)4), 原田ほか(2004)5)もメソスケ

ールモデルに都市キャノピーの影響を考慮した解析を行

っている。 
本研究では、上記の研究で用いている簡易的な空調消

費エネルギー計算に比べて、より詳細かつ国際的に広く

用いられている熱負荷エネルギーシミュレーション手法

により解析した都市内の建物の人工排熱および屋上の熱

収支の影響を考慮して、都市気候シミュレーションを行

った。 
都内の事務所ビル、住宅の典型的なモデルを設定し、

エネルギーシミュレーションによる解析結果を都市スケ

ールの気温熱シミュレーション解析の入力データとして

用いることができるようにした。評価対象は建物 1棟に

対する省エネルギー技術が基本であり、同技術が都内の

すべての建物に施工されたらどれぐらいの効果があるの

かを予測・評価することを可能とした。 

解析は以下の手順により行った。 

(1) 典型的なオフィスビルを想定し、ヒートアイラン

ド緩和策の実施前後の年間の空調消費エネルギー

を熱負荷・エネルギーシミュレーションにより計

算する。  

(2) 東京 23 区の建物形状･用途データを作成し、人工

排熱の空間分布を(1)を用いて求める。 

(3) メソスケール気象モデルに基づいた都市気候シミ

ュレーションにより、緩和策の実施の有無が都市

気候に与える影響を解析する。 

(4) 都市気候の緩和が空調消費エネルギーに与える影

響を再び熱負荷･エネルギーシミュレーションによ

り解析する。 ＊１ 技術センター建築技術研究所環境研究室 
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解析の流れ図を図-1に示す。 

図-1 解析の流れ 

Flowchart of the analysis. 
 

２. 熱負荷･エネルギー計算 
 
2.1  ヒートアイランド緩和策の設定 

建物に対策できるヒートアイランド現象の緩和策とし

て、本研究では東京で普及が始まっている屋上緑化の他

に、高反射性材料を検討した。本研究では、建物屋上表

面の高反射化を緩和策として取り上げ、東京全体に緩和

策が普及した場合の効果の定量的評価を空調消費エネル

ギーシミュレーションと都市気候シミュレーションを用

いて行った。 

Akbari et.al.(2001)6)は、高反射性材料・緑化など

の施策により、米国全体の空調消費エネルギーを 20 % 

削減し、年間100億ドルのコストダウンの達成が可能と

している。アメリカでは省エネルギー設計のために、各

州で必要に応じて基準を個別に定め、建築許可の前提と

しているが、ハワイ州・カリフォルニア州などで、高反

射性材料に関する規定が盛り込まれている。 

ヒートアイランド緩和対策として、高反射性塗装を屋

根に施工することを前提に、その前後の日射反射率を対

策前 20 %、対策後 60 %と設定した。対策前の値は暗色

系の塗装の一般的な値である。また、最近の高反射塗料

は白色塗料の施工直後のカタログ値としては 85 %程度

の反射率を有するものがあるが、暗色系の塗装の採用・

経年変化による劣化なども考慮して、Akbari and 
Konopacki(2003)7)が用いている 60 %を採用した。 

屋上緑化の効果の定量化については、以下のように設

定した。堀口ほか(1996)8)は、厚さ 90 mm の改良土壌

（山砂+パーライト）の上に植栽した芝生の蒸発散量を

測定し、日積算蒸発量 Y[kg/m2・day]と日積算日射量

[Mcal/m2・day]との関係を 

 XY 2.1=          (2) 
としている。上記に蒸発潜熱 L を入れて SI 単位系で示

すと、日積算日射量 H [J/m2・day]と日積算蒸発散量

LE[J/m2・day]との関係は、 

    HLE 7.0=          (2) 
となる。海老澤ほか(2004)9)では、厚さ 50 mm の軽量基

盤(使用済み発砲系断熱材と植栽土の混合成型板）と厚

さ 15 mm の芝土の上に芝草を植栽した試験体の測定を行

い、日射量に対して、蒸発散量は 1時間遅れで回帰した

方が、時間遅れなしまたは2時間遅れとしたものより相

関が高いが、時間遅れなしの相関係数も0.7前後あると

している。ここでは簡単のため、上記の日積算日射量と

蒸発散量の関係が時間日射量と蒸発散量の間にも時間遅

れなしに成り立つとして設定した。 

 芝生面の日射反射率は梅田ほか(2004)10)より、0.23

とした。日射反射率と蒸発散量を加えると 93 ％となり、

残りの 7%が顕熱になる。以上の設定を一般芝生とする。 

 一方、海老澤ほか(2004)9)の測定した蒸発散量は堀口

ほか(1996)8)に比べて半分程度であるので、日射反射量

と蒸発散量を加えると約 60%と設定できる。以上の設定

を軽量芝生とする。 

 なお、屋上に設置する軽量土壌・軽量基盤などの植栽

材料は、ある程度の断熱特性を有する。一方、梅田

(2004)10)によると植栽材料の熱伝導率と体積含水率の関

係式が求められ、前者は後者によってによって大きく変

化することがわかっている。体積含水率の時間変化を予

測するのは困難であるので、今回は、建築エネルギー計

算の際に、土壌などの熱特性は無視することにした。 

2.2  典型的な事務所建物の設定と熱負荷･エネルギーシ

ミュレーション 
 典型的な事務所建物の設定は、鈴木ほか(1995)11), 海
野ほか(1995)12)による事務所ビルのモデルを用いた。同

モデルは、小規模（延床面積 3,000m2 クラス）･中規模

（10,000m2 クラス）･大規模（30,000m2 クラス）の 3 タ

イプが設定されている。本研究で作成した建物形状･用

途データによると、23 区内の商業･業務用途の建物の 1
棟当たり延床面積の平均は、570m2 であったので、小規

模モデルのみ設定の対象とした。建物の概要を表-1 に

示す。 

 
表-1 設定事務所建物の概要（鈴木他 199511） を参考に作成） 

     Configuration of the model office building 
(modified from Suzuki et. al. 199511)). 

延床面積 3,190 m 2

階構成 F7

空調面積 2,330 m 2

在室人員 0.1 人 /m 2

外気導入量 30 m 2/ h人

照明 ;空調室 15.0 W/ m 2

照明 ;便所 ･湯沸 1.6 kW(点灯率  50% )
照明 ;階段 0.7 kW(点灯率  50% )

コンセント負荷 10.9 Wm 2

冷房 ビルマルチ  COP=3.1
暖房 ビルマルチ  COP=3.5  

モデル建物の 

エネルギーシミュレーション 

大都市全体の土地利用･ 

建物形状データベースの作成 

大都市全体の排熱 

データベースの作成 

都市気候シミュレーション 

による大都市の熱環境予測 
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熱負荷・エネルギーシミュレーションの解析プログラ

ムは、米国のエネルギー省のプロジェクトで開発された

DOE-2.1E (BESG 199013) 199314))を用いた。気象データは、

拡張アメダス気象データによる東京の標準年のデータを

米国 TMY2 形式に変換して用いた。また、熱源の容量

などは、DOE-2.1E の自動設定機能により求めた。 
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図-2  対策前後の屋上の顕熱フラックスと最上階の 

消費電力の日変化 
      Diarnal variation of rooftop sensible heat flux and top floor 

electricity consumption. 
 

1 年間の計算を行い、結果のうち典型的な夏の日とし

て 7 月 26 日の値を用いた。屋根表面の顕熱フラックス

と最上階の空調･照明の消費電力の値の日変化を図-2 に

示す。対策前後で消費電力の差は数 W/m2 程度であった

が、屋根表面の顕熱フラックスの差は最大で 250 W/m2

を超えた。また、最上階以外の下層階の消費電力は、対

策前後で差がみられなかった。 
なお、戸建て住宅･集合住宅についても、同様にモデ

ル建物を設定して消費エネルギーの解析をおこなったが、

高反射塗装の対策を行うと、年間の暖房消費エネルギー

の増加が冷房消費エネルギーの削減を上回る結果が出た

ため、本研究では、住宅の対策は行わないこととした。 

 

３. 建物形状･用途データの作成 
 
東京 23 区の 2003 年および 2004 年のゼンリン住宅地

図データを用いて、建物形状を再現した。建物の１階の

形状および階数がデータとして存在するため、全ての階

が１階と同一の形状かつ階高を 4 m と仮定して、建物

全体の形状を作成した。 
つぎに、国土地理院の細密数値情報による 1994 年の

10 m メッシュ土地利用データと建物形状データを重ね

合わせることにより、23 区内の全建物について、用途

を推定した。図-3 に新宿～渋谷付近の建物形状の再現

状態、表-2 に東京 23 区全体の各用途別の建物統計を示

す。 

 

 

図-3 新宿～渋谷付近の建物形状の再現 

      Reproduced building shape of Shinjuku-Shibuya area. 
 
 

表-2 東京 23区全体の用途別建物統計 

Building statistics of Tokyo city area. 

建物数 建築面積[m2] 延床面積[m2] 平均階数
工業用地 56,932 10,643,878 35,628,108 3.3
一般低層住宅地 743,201 58,707,560 142,851,260 2.4
密集低層住宅地 364,326 20,440,348 49,696,804 2.4
中高層住宅地 40,498 11,318,468 73,628,976 6.5
商業・業務用地 343,350 41,885,624 176,852,451 4.2
その他の公共公益施設用地 50,113 18,551,602 70,982,624 3.8
合計 1,598,420 161,547,480 549,640,223 3.4  

 
以上により作成されたされた建物形状に基づき、都市

気候シミュレーションに必要な空間格子内に存在する各

建物の x, y 方向の壁面の見付面積、延床面積、屋上面積

を幾何計算により算出し、以降の解析に用いた。 
国土交通省・環境省(2004)15)では、東京 23 区の人工

排熱として、8 月の顕熱は、建物が 709.7、自動車が

448.9、清掃工場が 137.2、工場が 110.4、火力発電所が

27.3、鉄道が 31.6、航空機が 10.1、船舶が 5.2 とされて

いる（単位：TJ/day）。本研究では以上のうち比較的値

が大きい建物・自動車・清掃工場・工場のみ考慮した。  
建物の人工排熱の時空間分布は、国土交通省・環境省

(2004)15) による排熱原単位のうち、事務所建物のヒー

トポンプパッケージおよび集合建物・戸建建物の値を用

いた。同原単位は、事務所建物について、ヒートポンプ

以外に冷温水発生器、空冷電動チラーのものもあり、そ

れぞれの建物規模別導入割合が求められているが、1 万

m2 以下の建物は半分以上がヒートポンプを導入してい

るので、今回は全てヒートポンプと仮定した。 
なお、細密数値情報の区分により、商業･業務用途が

1 つの区分としてまとめられており、事務所建物と商業

建物の区別がつかないため、商業･業務用途の建物全て

を事務所建物と同じ熱特性を持つと仮定して解析した。

同様に公共公益施設用地の建物も事務所建物の値を用い、
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一般低層住宅地・密集低層住宅地は戸建建物、中高層住

宅地は集合建物の原単位を用いた。 
建物の人工排熱は高さ 20 m 以下の建物は全て屋上高

さ、それ以上の建物は各階の高さから排出されるとして、

各空間格子の人工排熱量を算出した。さらに、DOE-
2.1E による対策前後の最上階の消費電力の差排熱量に

付加することにより、各解析ケースの人工排熱に与える

影響を解析可能にした。 
 建物以外の排熱は以下により設定した。自動車の排熱

は、道路面積に比例して発生すると仮定し、国土交通

省・環境省(2004) 15)の 23 区の排熱量合計・時間変動の

値を細密数値情報による道路面積により配分して求めた。

清掃工場の排熱は、国土交通省・環境省(2004) 15) によ

る各清掃工場の値をそれぞれの場所に発生させた。なお、

煙突の高さは 150 m と仮定した。工場の排熱は、国土

交通省・環境省(2004) 15)の地上排熱の時間別年平均値を

工業用地の建物の床面積に比例して発生すると設定し、

煙突排熱は煙突高さを 75 m と仮定した。 
 以上の手順により作成した人工排熱の分布図を図-4
に示す。 
 

 

図-4 夏季の日積算人工排熱の高さ方向の合計量の 

水平分布 (単位 W/m2) 
Daily anthropogenic heat amount of Tokyo summer. 

    

４. 都市気候シミュレーション 
 
解析に用いたメソスケール気象プログラムは、Yamada 

and Banker(1988)16)による HOTMAC を元に、建物が気流･

温度に与える影響を考慮できるように改良したものを用

いた。 

都市キャノピーの影響を考慮した水平方向の運動量の

輸送方程式は、Urano, et. al.(1999)2)と同様に Uno(1989)17)

のモデルを用いて、 
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となる。U, V は x, y 方向の風速である。地形に沿った

z*座標系を採用しており、z*は z*座標系の鉛直座標であ

り、Zg は地表面の標高、H は z*座標系での解析領域の

上端の高さである。 

 さらに、都市キャノピーの影響をドラッグ係数 Cd, 

キャノピーの面積密度 aで考慮している。面積密度の値

に、前節で求めた各解析格子の建物壁面積のデータを用

いた。乱流エネルギーの方程式でも同様にドラッグの項

が存在し、建物の存在による乱れの増加を考慮した。 

鉛直方向の運動量は、静水圧平衡の近似により連続の

式と水平方向の風速から診断的に算出した。 

熱量の輸送方程式は、 
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と表される。ここで Ha が建物の屋上が存在する各空間

格子の人工排熱および屋上の顕熱フラックスである。 
地表面の熱収支は、長波･短波放射、顕熱･潜熱フラッ

クスによる収支を求めているが、商業･業務建物の屋上

の熱収支を熱量の輸送方程式で別途考慮しているため、

建物の存在割合に応じて収支を減じ、地表面が露出して

いる面積割合を考慮して求めた。なお、建物の存在する

ところでは地上での顕熱フラックスの代わりに、屋上の

顕熱フラックスと屋上面積の積を該当する格子に与えた。 
図-5, 図-6 に解析領域を示す。半田･浦野(1996)18)と

同様に、関東甲信越を含む 400km 四方の領域:Grid-1、

その内側の 160 km 四方の領域:Grid-2, 40 km 四方の領

域:Grid-3 の 3 つの領域を設定し、それぞれ双方向のネ

スティングにより解析を行った。Grid-3 が東京 23 区を

含む領域である。解析格子の分解能は、水平方向は

Grid-1 が 16 km、 Grid-2 が 4 km、 Grid-3 が 1 km で

あり、鉛直方向は、地表面付近が 2 m で上空 5000 m ま

でを 50分割した。 
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図-5 都市気候シミュレーションの解析領域 

 （等値線は Grid-1 の分解能による標高を示す） 
Analysi region of urban climate simulation.         
(Contour line shows topography.) 

 

 

図-6 Grid-3 の解析領域 (半田 199819)） 

Analysis region of Grid-3. (Handa 199819)) 
 

建物キャノピーの影響は Grid-3 の東京 23 区内のみ考

慮し、Grid-3 の建物に覆われていない部分、および

Grid-1,2 は、土地利用による熱量･運動量の収支を地表

面で考慮した。土地利用は、国土地理院の国土数値情

報・1/10 細区分区画土地利用データを用い、また国土

数値情報の標高データも解析に用いた。 
7 月下旬の太平洋上の一般風が南風 6 m/sec の状態を

初期値とし、48 時間分の解析を以下のケースで行った。 
Case-1: 対策前 
Case-2: 商業･業務用途建物の 100 %を高反射材料の屋

根にする。 
Case-3: 商業･業務用途建物の 100 %を軽量芝生の屋根

にする。 

Case-4: 商業･業務用途建物の 100 %を一般芝生の屋根

にする。 
 解析結果として、15 時の地上 3 m 高さの case-1 の温

位分布を図-7、case-1 と case-3 の気温の差を図-8 に示す。

東京中心で最大で 1.5℃の温度差が生じており、屋上緑

化の効果が大きいことが分かる。図には示さないが

case-2 では、case-3 と同様、case-4 では case-3 の約 2 倍

の温度差が解析された。 
 

  
図-7 15 時の地上 3m高さの Case-1 の気温分布（単位℃） 

     Potential temperature of Case-1, 3pm, 3 m above groud. 
 

  

図-8 15 時の地上 3 m高さの Case-1 と Case-2 の 

Grid-3 の温度の差（単位℃）    

Potential temperature difference between of Case-1 and  
Case-3 of 3pm, 3 m above groud.                   

  

 さらに、標準年気象データで日平均気温が 30℃を超

える日について、東京中心部 10 km 四方の高さ 20 m 以

下の格子について領域平均した case-2 と case-1 の温度

差を加えることにより、ヒートアイランド対策を行った

場合の都市気候の緩和状況を考慮した気象データを作成

した。このデータを用いて再び熱負荷･エネルギーシミ

ュレーションを行ったところ、Case-3 の場合の対策後



東京23区に対するヒートアイランド緩和策の効果予測 

 15-6

の建物の最上階の空調電力消費量は、気象データ修正前

と比べて日中は約 1 W/m2 程度、対策前の建物と比べる

と約 2 W/m2程度の減少となった。 
 

５. おわりに 
 
空調消費エネルギーシミュレーションにより、ヒート

アイランド抑制施策として高反射塗装が、消費エネルギ

ー量に与える効果を解析した。その結果を新たに開発し

た都市気候モデルに入力することにより、都市全体の熱

環境の変化の定量化を行った。 
東京全体に緩和策が普及した場合を解析した結果、最

大で 1℃を超える気温の減少がみられ、高反射塗装・屋

上緑化がヒートアイランド抑制のために有効であること

がわかった。 
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