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　梅雨も明けまぶしい太陽とともに本格的な
夏を迎える季節となりました。熱中症対策に
エアコンはかかせませんがその排熱も気温上
昇の一因となっています。アスファルトやコンク
リート舗装の増加に加え、エアコン・自動車・
電化製品からの排熱の増加など暮らしが便利
になればなるほど、エネルギーを消費し熱を発
生させます。また、都心部では100年で平均気
温が3℃上昇し今回の論考でも紹介されてい
るように全国で年間平均約900人、猛暑だっ
た2010年は1731人（厚労省統計より）が命を

落としています。建築業界に身をおく者として、
また将来を担う子どもたちのためにも、真剣に
考えていかなければならないと思っています。
　5年前の秋、2020オリンピック・パラリン
ピックの開催地が東京に決定した瞬間、歓喜
に沸いた一方で、選手も応援する側にとっても
連日猛暑日が予想される時期に無事開催がで
きるのだろうかと不安を抱いた人も多かったと
思います。どんな対策をして、どれだけの効果
が得られるのだろうか、私自身とても関心があ
りましたので開催までちょうど2年となった時

期に発刊する本号ではヒートアイランド現象と
その対策について各有識者の方々にご執筆
いただきました。編集委員になって1年、初めて
の主査となった本号が無事発刊されたのは、
今回ご執筆いただきました方々、またハウジン
グニュース編集委員メンバーの皆様のおかげ
です。心より感謝申し上げます。
　そして2年後の大会がすばらしいものになる
ことを切に願っています。　

（C.T）

H30. 6月 28日 住宅局住宅総合整備課付 川合　紀子 外務省在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官
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H30. 7月 1日 住宅局住宅総合整備課企画専門官 勝又　賢人 住宅局安心居住推進課企画専門官
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H30. 7月 1日 住宅局住宅総合整備課賃貸住宅対策室長 川合　紀子 住宅局住宅総合整備課付

H30. 7月 1日 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室課長補佐 鬼谷　亮太 総合政策局情報政策課主査

H30. 7月 1日 住宅局市街地建築課マンション政策室課長補佐 時岡　寛生 福井県総務部市町振興課主任

H30. 7月 1日 住宅局住宅政策課企画専門官 内田　忠宏 総合政策局総務課土地収用管理室企画専門官

H30. 7月 1日 住宅局安全居住推進課課長補佐 嶋田　大輝 都市局公園緑地・景観課法規係長

H30. 7月 1日 住宅局建築指導課建築国際関係分析官 石原　晃彦 公益財団法人建築技術教育普及センター

     建築技術者教育研究所研究部研究員

H30. 7月 1日 住宅局総務課民間事業支援調整室企画専門官 藤原　健二 住宅局市街地建築課マンション政策室企画専門官

H30. 7月 1日 住宅局建築指導課企画専門官 佐々木　雅也 住宅局市街地建築課市街地住宅整備室企画専門官

H30. 7月 1日 住宅局市街地建築課市街地住宅整備室企画専門官 廣瀬　公亮 住宅局市街地建築課付

H30. 7月 1日 住宅局建築指導課建築業務監理室長 田中　和氏 住宅局住宅生産課住宅産業適正化推進官

H30. 7月 1日 住宅局住宅生産課住宅産業適正化推進官 菅原　晋也 土地・建設産業局建設業課建設業政策企画官

H30. 7月 1日 住宅局建築指導課建築安全調査室長 小野田　吉純 大臣官房付

H30. 7月 1日 住宅局市街地建築課長 田中　敬三 東京都都市整備局住宅政策担当部長

H30. 7月 1日 住宅局住宅総合整備課住環境整備室長 上森　康幹 住宅局建築指導課昇降機等事故調査室長

H30. 7月 1日 住宅局建築指導課昇降機等事故調査室長 今村　敬 住宅局市街地建築課景観建築企画官

H30. 7月 1日 住宅局建築指導課建築物認定調整官 遠山　明 都市局市街地整備課再開発事業対策官

H30. 7月 1日 住宅局住宅政策課企画専門官 福嶌　教郷 観光庁国際観光課長補佐
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表紙：イタリア フィレンツェ アルノ川に架かる
ヴェッキオ橋。
「古い橋」の名の通り、先の大戦を生き延び
たフィレンツェで唯一の最古の橋。河川の氾
濫では架け直されたが、現在の橋は1345年
に再建されたもの。橋の上には宝飾店が立ち
並び、橋の中央にある東西に開かれたテラス
からのパノラマの美しさ。次に、東側の店の2
階を通っている「ヴァザーリの回廊」の魅惑。
これは市庁舎であるヴェッキオ宮からピッティ
宮を結んでいる約1kmの通廊に繋がってい
る。2012年9月21日撮影。
裏表紙：イタリア ベネチア カナル・グランデに
架かるアカデミア橋からの景観。
ベネチアの大運河であるカナル・グランデに
架かる四つの橋の一つ。観光客で賑わうリア
ルト橋とは異なり、趣のある木造のアカデミ
ア橋から、イタリアで最も写真に収められる
美しい外観のサンタ・マリア・デッラ・サルー
テ聖堂をのぞむ。ため息が出そうな景観が広
がる。2013年8月19日撮影。
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■■■ 都市熱環境の知見をまちづくりに取り込む

　昨今問題となっている都市温暖化（ヒートアイランドなど）

の対策として、街路空間の材料や形状の改善が注目されてい

る。しかし知見の蓄積が十分なレベルにあるとはいえず、具

体的な街区設計への応用も進んでいない。これらの対策に

は空調利用の削減など、都市の省エネルギー・低炭素型化や、

温暖化への適応策としての貢献も期待されている。

　涼しく快適な都市環境の実現、開発に伴う夏季の暑熱緩

和に向けたまちづくりを進めるべく、開発の計画段階で都市

気候や都市熱環境の知見を取り入れる取り組みとしては、ド

イツの事例 1)が有名である。局地的な気候改変を防ぐための

法的規制（たとえば、建設法典：Baugesetzbuch）を背景として、

シュツットガルトなどドイツのいくつかの内陸中小都市において

は、市街地における開発行為に際し、ローカルな気候や大気

環境への悪影響を回避するために計画段階で都市気候・都

市熱環境の知見を反映させるべく、専門家と政策担当者、市

民が合意形成に向けた議論を行う際の基礎資料として各種の

環境主題図（１:5,000 ～１:200,000）の作成が行われ、それ

がよりよい都市環境の実現のために活用されている2)。この

主題図群をクリマアトラスと称し、研究者と政策担当者、デザ

イナー、市民といった各主体がクリマアトラスにもとづいてラウ

ンドテーブルで議論しながら、例えば緑地の拡充や卓越風向

に配慮した街路の設計など、具体的な市街地の整備プランを

提案したりして、都市開発の方向性をマップの形にまとめる作

業が行われる。

　しかしながらわが国では依然として経済的なメリットを最大

化するための開発が主流であり、実地において快適な都市環

境の実現への効果が検証された機会に極めて乏しい。これ

ら望ましい計画・設計の普及・推進を図るためには、これを

サポートするガイドラインの制定や各プランにおける環境性能

の評価システムの整備が必要となる。また、河川・池沼や緑

地などの都市内に展開する自然的要素（環境資源）との位置

関係、注目する季節・時間帯や効果（省エネ、暑熱緩和）を

考慮する必要もある。

■■■ 国内外の研究開発動向

　以上で述べた都市計画的なアプローチの対極にあるのが、

アメリカなどで進んでいる個別の対策技術開発である1)。な

かでも建物外皮および道路における対策としての「クールルー

フ」、「クールペイブメント」などが有名である。これは建築物

や舗装道路の表面への明色塗装、あるいは高反射性塗料の

塗布によって、その表面温度を下げようという発想であり、市

場に出ている屋根材料の特性（日射の反射率と長波の放射

率）のデータベース化や新製品の開発が行われている。

　都市の高温化防止対策として、日本では舗装面などへの散

水が注目されているが、水資源の貴重な地域では一般的なも

のではなく、また、都市緑化を維持するための用水も厳しい

ところでは、都市表面の明色化（地中海地域、カリフォルニア

など）が推奨されている。米国EPAが「都市の明色塗装に

関するガイドライン」3)を刊行して以降、都市の表面温度を上

げないためのCool Surface研究はローレンスバークレー国立

研究所などを中心に推進され、1990年代より建物表面や都

市舗装面の塗料への混入材料、塗装面における被膜の構造

ヒートアイランド現象と
その対策

国立研究開発法人　国立環境研究所　上席研究員
　名古屋大学大学院　環境学研究科　教授（連携大学院）

一ノ瀬　俊明
（いちのせ　としあき）

1987年東京大学理学部地理学教室卒業。1989年東京大学
大学院工学系研究科都市工学専攻修士課程修了。博士（工学）。
公式ホームページhttp://researchmap.jp/laijunming/
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などがもたらす太陽放射の反射率（albedo）向上に関して多く

の成果を上げてきた4)。また日本の民間企業においても特殊

塗料の商品化が行われている5)。たとえば、色彩は同一（可

視光の反射特性が同じ）でも、直接色彩には関係しないはず

の近赤外領域の反射特性が異なれば、色彩によらず表面温

度を下げることがある程度可能である。今日では、近赤外領

域の反射率を特殊素材の混入や特殊被膜の重ね合わせなど

で高めた高反射性塗料が商品化されている（図1）。

　ここ数 年 の 技 術 開発と関 連 政 策の動 向をレヴュー

（IC2UHI: International Conference on Countermeasures 

to Urban Heat IslandのProceedingsを参照されたい）して

みると、世界的にはCool Roof（10 ～ 20％の空調エネルギー

需要削減が可能と強調されている）の開発研究が盛んである

ことを印象づけられる。新しい建物表面素材について断熱

性と反射特性のみならず、それらが有する多面的な物理特性

に目が向けられてきている。なかでも、蒸発潜熱利用を目的

とした多孔質保水性素材、感熱変色で短波放射（可視光お

よび近赤外領域）の反射特性を変える素材、酸化チタンの被

膜でバクテリアの繁殖による汚れ（変色：表面温度上昇の原

因となる）を防ぐ素材、吸水膨張して雨水などの保水機能を

発揮するスポンジ状の屋上表面素材などが注目される。Cool 

Roofの一つであるGreen Roofの開発は建物表面緑化技術

の発展に支えられているが、屋上面のみならず壁面緑化モ

ジュールなども商品化されている。

　都市の表面素材に関する技術開発のみならず、それら個

別技術を都市開発の現場に実装普及するための政策面の動

きもある。すべての利害関係者と連携し、技術の普及や政

策推進に貢献すべく立ち上げられたEuropean Cool Roof 

Council（2011 ～）、10以上の部局で都市緑化推進（屋上や

壁面に重点）に取り組んでいる香港政府などが印象的であっ

たが、なかでも、アメリカでは自治体レベルの行動プランが多

くの都市で定められていて、小学校敷地の大規模な明色化な

ど、ユニークな実践事例も見られる（図2）。図2　ロサンゼルスGardena小学校敷地の明色化事例（前後の比較）
出典：Los Angeles Unified School District and Streetbond 
2013

図1　特殊塗料による建物表面温度低減のメカニズム
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■■■ これから必要な研究開発

　これら関連政策推進の根拠としての実態把握に必要な都

市内高密度気象観測網の事例としては、東京都のMETROS

（東京23区内に100地点以上）などが知られている。しかし

このようなシステムでも、都市の街路空間における風通しの

性能評価や、風通しの確保による屋外温熱快適性向上のた

めの街区設計戦略立案といったニーズには対応できない。そ

のことが昨今では、次のような研究開発動向につながってい

る。The World Urban Database and Access Portal Tools

（WUDAPT: http://www.wudapt.org/）は、世界の各都市を

対象とした都市域土地被覆・建物構造データ収集・利活用

ポータル構築の野心的試みである。この試みにより、CFD（計

算流体力学）等都市気候数値モデル適用可能範囲のグロー

バルな展開が見込まれる。また、IoT技術を応用した新しい高

密度（高頻度）観測網の研究も進んでいる6)。また筆者ら7)

も、街路空間の材料や形状が気温や風の流れに与える影響を

風洞実験で調べている（図3）。屋外温熱快適性や省エネル

ギー・低炭素のための街区設計ガイドラインを作成するために

は、屋上緑化や特殊表面素材の適用と街区デザイン（風向と

の関係）との賢い組み合わせの提示が必要である。屋上面を

人工太陽光で加熱した条件下における特殊表面素材の風へ

の影響を調べたところ、風速が小さい場合、風の流れは建物

形状や浮力の影響を受けやすくなることが示された。

　従前、都市水面効果の物理メカニズム解明（観測）、リモー

トセンシングとCFD計算の組み合わせ（水田と隣接市街地

との風・熱インタラクション）、都市計画のための評価ツール

開発など、日本建築学会などで時空間スケールの小さな現象

を対象とした、マンパワー（観測機材）や計算機資源フル活用

の傑出した研究が数多く行われてきている。その一方で、人

間活動への影響（適応研究）や政策とのつながりなど、人間

次元のテーマがまだ弱いとの印象もあり、これからはぜひこ

こを攻めていくべきだろう。とりわけ10年前にくらべると政策

ニーズは、「都市の気温低減」のようなセンスから「都市内クー

ルスポットの創生による都市高温化への適応」のようなセンス

にシフトしている印象を受ける。
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図3　風洞（気象庁気象研究所）の構造と実験の様子
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　従来、ヒートアイランド（以下HIという）対策は都市の大気の温度を下げよ
うとするもので、自治体によっては熱帯夜日数の削減などを数値目標として
設定し対策を推進してきた＊1。しかし、東京の様な巨大都市の活動から生じ
るHI現象を対策により抑え、都市大気の温度を体感でわかるほど下げるの
は容易ではない。市街地の大部分は私有地であり、ビルや工場を緑地に変
えることは難しいし、そのコストも課題となり対策を実施できる面積は限定的
とならざるを得ないからである。
　一方、地球温暖化と相まって増加する熱中症が大きな社会問題となる中
で、環境省は平成24年ヒートアイランド対策マニュアルを改訂し大気温度を
下げることに加えて人への影響緩和にも力を入れるようになった。これはHI
対策として社会的には非常に重要な視点である一方で対策によって目的が
違う場合が生じ、HI対策を一般に分かりにくくしている。
　本稿では、都市の高温化の原因とその対策を目的別に整理し、具体的な
対策を例に挙げて、そのメカニズムを説明する。また、東京都は2020年大
会に向けてどのような対策を実施する予定か、さらにはその先を見据えたHI
対策のあり方を考察する。

　都市の高温化について考える時に、まず始めに気を付ける必要があるの
は近年の都市の高温化の原因はHI現象と地球温暖化の２つの異なった原
因があるということである。HI現象は都市化や都市活動によって都市周辺
の大気が暖まる現象であり、地球温暖化は温室効果ガスの増加により地球
全体が暖まる全く別の現象である。ちなみに東京の場合、この100年間で
年平均気温が約3℃上昇しており、そのうち2℃がHI現象、1℃が地球温暖
化に拠るものと考えられる＊2。 

　原因が異なる2つの現象に対する対策は、当然異なる。地球温暖化の対
策は温室効果ガスの削減が唯一の現実的な選択肢である。一方、HI現象は、
都市化により太陽エネルギーが熱に変わりやすくかつ逃げ難くなっていること、
都市活動によるエネルギーの消費が最終的に排熱となって都市の大気を暖め
ていることが原因である。外部から都市に入って来るこの２つのエネルギーを如
何に熱に変えないかが重要である。都市化と都市活動のHI現象への寄与率
は概ね半々程度＊3で、都市活動による排熱を減らす対策は、省エネに尽きる。
　本稿では、最も分かりにくい都市化が原因となるHI現象とその対策につ
いて詳述する。
　さて都市化が原因のHI現象の対策を簡単に言うと①入射する太陽光を
できるだけ熱に変えない。そして②熱に変わってしまったら都市の外に速や
かに排出することである。遮熱性舗装やクールルーフと呼ばれている対策が
①にあたる。太陽光には紫外線から赤外線まで幅広い波長の光が含まれ

ているが、通常のコンクリートやアスファルトは太陽光を一旦吸収すると大気
を暖めやすい赤外線としてそのエネルギーを放射する。太陽光をできるだけ
そのまま反射することで光のエネルギーのまま都市の大気外に出すのがこ
の対策である。そうは言っても、道路などで可視光線を反射しすぎるとまぶ
しくて交通安全に支障を来たすなど問題が生じるため、可能な範囲の反射
に留めることとなる。そのため、太陽エネルギーの多くの部分は吸収、蓄熱さ
れて赤外線や対流で空気を暖めてしまうことになる。
　そこで②の対策が重要になる。風通しの良い街区構造やミスト、緑化など
蒸散を利用した対策がこれにあたる。風は都市部の暖められた大気を域外
に運ぶのに役立つ。実際に東京湾から入る海風が都心部の暖まった大気を
域外に吹き飛ばし、海に近い地域から温度が下がっていることが、当研究所
で設置した稠密観測網で観測されている（図1）。また、蒸散は、熱を水分子
の運動エネルギーの形（気化熱）に変えるので、その場では熱が消えて無く
なったかの様に感じられる。最終的には気化熱を蓄えた空気は、対流等で上
空に運ばれそこで雲や雨となる時に熱を発散し、熱の域外排出に貢献する。

　ここまで、暖まった都市大気への対策の視点からHI対策を説明してきた。
最近、軸足が移りつつある人への影響緩和の対策をHI対策と呼ぶ人がいる
が、これを分けて考えないと混乱を来たす。例えば、日除けをHI対策と言う人
がいるが、人への熱影響緩和としては意味があるが、通常の日除けの場合、大
気への対策としては、意味を持たない。通常の日除けは太陽光の反射に対し
て特に配慮もされていないし、当然、熱を域外に排出することもない（表1）。
 

　東京都は「東京2020大会に向けた東京都「暑さ対策」推進会議」を設
置してその対策を検討している。その中で都は、新設会場において、屋上・

はじめに

（いちはし　あらた）
1987年埼玉大学工学部卒業、建設会社勤務後、1989年に東京都に転職、港湾局、国際臨海開発研究センター、環境局等を経て2013
年に現職。環境局で国や国立環境研究所等5 機関と連携して「東京への気候変動の影響に関する連携研究」を2009年から4年間かけ
て実施。文部科学省の気候変動予測研究検討会委員、今後の地球環境研究の在り方に関する検討会等を歴任し、現在、文部科学省の科
学技術・学術審議会研究計画・評価分科会専門委員を務める。現職では気候変動適応策、ヒートアイランド対策、緑化対策について研究。

都市の高温化とHI対策

ヒートアイランド対策と
その先にあるもの

東京2020大会に向けた東京都の暑さ対策

気温　　　　　　　　　風向・風速 → 5m/s

17：00　　　　　　　　　　　18：00　　　　　　　　　　　19：00

14：00　　　　　　　　　　　15：00　　　　　　　　　　　16：00

図1  稠密観測網で捉えた2004年7月8日のHI現象に対する風の効果
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特集  ヒートアイランド現象とその対策

ヒートアイランド対策とその先にあるもの

壁面緑化、遮熱性舗装の導入、屋根（日除け）の設置、緑陰の確保などを、
また、競技が行われる沿道において、遮熱舗装、保水性舗装の導入、街路
樹の樹冠拡大を、さらには人が集まる場所等でのクールスポットの創出を行う
としている。加えて熱中症予防のための情報発信や救急医療体制の整備な
ども進めていくとしている＊4。 
　これらの対策は2020年大会向けであるので、アスリートや観客等、人を対
象とした対策が中心であるが、継続的に都市の暑熱環境の緩和効果もある
対策も多く含まれており、2020年の大会後も見据えたものとなっている。
　個人的には、今回、実施される街路樹の樹冠拡大は特筆に価すると考え
ている。樹冠拡大とは既存の街路樹においてメンテナンスや苦情等、様 な々
理由で小さく切り詰められている街路樹の枝振りを大きく育て、大きな緑陰
を提供しようというものである。緑陰は、通常の日除けに比べて人の暑熱影
響の緩和に大きな効果を持つだけでなく、その蒸散作用により大気を冷やす
効果も持つ。また、大きな緑陰を持つ街路樹の価値は、暑熱環境の緩和効
果だけに留まらず、大気汚染浄化、二酸化炭素固定、洪水緩和、乾燥防止、
生物多様性保全、都市景観・アメニティ改善などさまざまな便益を人 に々提供
する。2020年大会を契機に大きな樹冠を持つ街路樹の価値を体感すること
により、都民に受け入れられれば将来の東京にとって大きな意味を持つ。東
京都には現在100万本に近い街路樹があり＊5、これらの樹冠を大きくするよ
うになれば、その効果は非常に大きい。まぎれもないレガシーとなると考える。

　前節で緑は、暑熱緩和効果だけではない非常に多様な便益を人々に提
供していると述べた。この多様な価値を総合的に評価することが重要であ
ると筆者は考える。一本の木を暑熱緩和の効果だけで考えるとその効果は
限定的にならざるを得ないが、緑の持つ多様な便益を総合的に評価すれば、
その効果はとても大きいものとなる。日本においては、緑の多様な効果の算
定が難しいこと、また、多様であるが故に多くの部署を跨ぐものとなることか
ら、その効果を総合的かつ定量的に評価し費用対効果を考えるということが
なされてこなかった。
　最近、海外の諸都市では緑の多様な機能を総合的に評価し、定量化、最
適化することにより緑の機能を最大限活かそうという試みが始まっている。
　図2はワシントンD.Cの事例であるが、歩道上の植木枡をやや深くし、道路

や歩道の雨水を一時貯留できる様にし、貯留された雨水はゆっくりと濾過浸
透後、下水に放流されることで汚濁負荷も抑えるように考えられている。植木
枡の中をビオトープ化することで生物多様性にも配慮、樹木と組み合わせるこ
とで都市気候緩和、温室効果ガス削減、都市の景観やアメニティなどの効果
も期待するものとなっている。さらに、アメリカ農務省ではi-Treeと呼ばれる緑
の多様な機能を定量的に評価し、貨幣価値に換算してみせるコンピューターソ
フトを開発し、インターネット上で公開している。これは、大気汚染浄化、炭素
固定、都市気候緩和、流出抑制、樹木近傍の建物の省エネ等の樹木が提供
する便益を定量的に算出できるため、「この木は10年間で790＄相当の生態
サービスを皆さんに提供しています！」と記した札を樹木にかけて近隣にアピー
ルするなど、樹木の価値を市民に分かりやすく示すことができる。
　また、メルボルン市では、メルボルン大学と共同で市内における緑地の最適
配置を検討するモデルを開発し緑地整備に活用している。メルボルンではこ
こ10年に亘り深刻な干ばつが続き、街路樹が枯死するという事態が発生、一
方で大雨も増加しているため、土質や地形等の情報からドライになりやすい
場所や大雨時に浸水しやすい場所を特定、緑地により一時貯留した雨水を
干ばつ時に潅水に利用できるように配慮、加えて市内で暑熱環境の悪い場

所を特定して優先順位を付け
て緑化を積極的に実施するなど
非常に戦略的な取組みが行わ
れている。その結果、メルボルン
はとても緑豊かな都市となって
おり、35℃を超えるような晴天日
でも、緑陰の下は涼しく徒歩の
移動も苦にならない。また、多く
の市民が緑陰のベンチで読書
やコンピューター作業をしている
風景に出合った（写真1）。筆
者は緑豊かなメルボルンにHI
対策の未来を見た気がした。

　最近の都市の課題は、ますます、多様化、複合化、複雑化しており、一つ
の問題のみを考えて対策を施すと非効率なだけでなく、その対策が別の問題
を引き起こしたり、他へ悪影響を及ぼすなど、トレードオフが引き起こされる可
能性がある。地球温暖化、HI現象だけでなく、生物多様性喪失や大気汚染、
地震や津波さらには少子化、高齢化などの社会的なリスク要因まで幅広いリス
クを考慮に入れて対策を打っていく必要がある。
　緑は多様な機能を持ち、これらの効果を総合的に評価すると間違いなく費
用対効果の高い対策となる。多くの都市が、様 な々リスクや費用対効果を勘案
した上で緑化を積極的に推進している。
　HI対策は単に暑熱環境の改善対策としてのみ考えるのでは無く、洪水対
策、干ばつ対策、地球温暖化対策、大気汚染対策、生物多様性保全対策、
省エネ対策、さらには都市景観やアメニティの改善なども含めた、総合的対策
として考えるべきであると筆者は考える。そしてそれは、都市そのものをどのよう
に造るか、そしてどの様な都市に住みたいかということに行き着く。これを決め
ることができるのはそこに住む市民以外なく、何かを実施するにあたって市民
の理解を得るというより、市民と一緒に目標を定め、課題を解決するスタンスが
ますます重要になってきていると感じる。

最後に2020年の先の東京のために

1.おおさかヒートアイランド対策推進計画（大阪市）
2.ヒートアイランド対策マニュアル（環境省）
3.ヒートアイランド対策ガイドライン平成24年度版（環境省）
4.東京2020大会に向けた東京都「暑さ対策」推進会議　 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/heat_island/atsusa_
taisaku_suishinkaigi.html

5.街路樹のデータ（東京都） http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/
jigyo/park/ryokuka/hyoushi/hyoushi5/index.html

原因 地球温暖化 ヒートアイランド現象
都市活動 都市化

寄与度 100年間で約1℃ 100 年間で約 2℃
約半分 約半分

対策目的 大気への影響緩和 人への影響緩和

対策
太陽エネル
ギーを熱に変
えない対策

変わってしまった
熱を速やかに排
出する対策

温室効果ガスの削減 主効果
省エネ 主効果 主効果

高反射塗料 主効果
遮熱舗装 主効果 補助的効果

保水性舗装 主効果 補助的効果
風通しの良い街区構造 主効果 補助的効果

ミスト 補助的効果 主効果
緑化・樹冠拡大 主効果 補助的効果 主効果 主効果

日除け 主効果
表1  都市の高温化の原因、対策とその目的

図2  緑の多様な効果を総合的に考慮した緑化事例

写真1  緑陰の下でくつろぐメルボルン市民
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建物・街路樹を解像した
都市街区の熱・風環境

シミュレーション
国立研究開発法人　海洋研究開発機構　地球情報基盤センター　
地球シミュレーション総合研究開発グループ　グループリーダー

大西　領

　日本では熱中症による死亡者が年平均約900名（2007年～
2011年の平均値 [1] ）に及んでいる。これは、台風・大雨による死
者不明者年平均約60名（2004年～ 2009年の平均値）に比べ
桁違いに大きく、地震・津波による死者不明者年平均約1000名

（1995年～ 2016年の平均値）に匹敵する。今後、温暖化やヒー
トアイランドがさらに進行し、かつ、高齢化が進行すれば、この熱
中症リスクはさらに増大すると考えられる。このリスクを低減する
ための対策が必要であり、その効果を定量評価する手段が必要
である。有望な手段として、数値シミュレーションによる暑熱環境
評価が考えられる。
　筆者のグループでは、マルチスケール大気・海洋結合シミュ
レーションモデルMSSG（Multi-Scale Simulator for the Geo-
environment、‘メッセージ’と読む）[2][3]を開発してきた。このMSSG
は全球スケールの現象から、都市街区スケールまでのマルチス
ケールを対象とした計算を実行できる。本報で特に着目する都市
街区の計算では、数メートルという超精細な計算格子（計算メッ
シュ）を用いて、建物や街路樹を解像するLES（Large-Eddy 
Simulation）モデルとして実行できる。LESは、障害物周りの
熱流体解析において、従来用いられてきたRANS（Reynolds-
Averaged Navier-Stokes）モデルよりも信頼性が高いため、複雑
な建物形状を有する都市街区の詳細計算に適する。実際、街区
の熱流体解析だけでなく、汚染物質等の拡散計算でも良好な精
度が確認されている。MSSGによる街区シミュレーションはそのよ
うなLESの一つであり、実在街区に対して数多く適用されてきた。
　本稿では、MSSGの概要紹介と、MSSGを実在街区の熱・
風環境評価に用いた実例を概説する。特に、詳細3次元熱
放射計算を行うことで、暑さ指数（WBGT; Wet Bulb Globe 
Temperature）を直接算出できる点や、樹木の蒸散による冷却効
果、緑陰効果などまでを考慮した大規模計算を実施できる点に
的を絞って紹介する。

1）Multi-Scale Simulator for the Geoenvironment（MSSG）

MSSGは、海洋研究開発機構で開発された大気海洋結合モデ
ルであり、全球（グローバル）、領域（メソ）、および都市（マイク
ロ）スケールの大気海洋シミュレーションをシームレスに実行できる
ように設計されている。都市街区スケールを対象としたシミュレー
ションの際には、境界層モデルを用いず、いわゆるLESモデルと
して使用する。MSSGの大気コンポーネントの力学過程は非静力
学方程式系に基づいており、支配方程式は、密度の輸送方程式、
運動量の輸送方程式（Navier-Stokes方程式）、圧力の輸送方
程式、および水物質の輸送方程式である。 

2）建物と街路樹（樹冠）を解像する数値計算法
　建物による日射の遮蔽や、樹冠に吸収される放射フラックスを
精度よく評価するために、ラジオシティ法と呼ばれる、形態係数
データを用いた3次元放射計算を行う。その際、地表面や建物表
面については計算格子に沿って面積要素に分割する一方、樹冠
については体積要素に分割し、樹冠内部での多重散乱も考慮し
た放射熱フラックスを算出する[4]。対象とする放射の波長は、光
合成有効放射、近赤外放射および長波の3波長帯である。
　体積要素を対象とした散乱計算には、平均光学的厚さを用い
る。計算格子に合わせて、直方体形状の体積要素を用いた場合
には、特に直方体の角をかすめて通る光子による散乱計算に誤
差が生じる。この誤差は体積要素の平均光学的厚さに伴い大き
くなる。誤差を評価したところ、標準的な葉面積密度1m-1、計算
格子幅5mの場合に、地表面付近の暑さ指数に関してRMSE（平
均２乗誤差の平方根）が約0.2K程度であった[4]。熱放射環境
を計測することなく、気温や湿度、風速のみから暑さ指数を見積
もる簡易手法が盛んに提案されているが、このような簡易手法は、
約2KのRMSEを持つと報告されている。MSSGによる暑さ指

はじめに

（おおにし　りょう）
2005年京都大学大学院工学研究科博士後期課程修了、博士（工学）。2005年（独）国立環境研究所地球環境研
究センターポスドクフェロー。同年、（独）海洋研究開発機構地球シミュレータセンター研究員。2011年から2013年
まで日本学術振興会海外特別研究員として英国インペリアル・カレッジ・ロンドン大学にも所属。2014年国立研究開
発法人化による改組、現職。数値流体シミュレーションによるマルチスケール気象・海象現象の解明に従事。

マルチスケール大気・海洋シミュレーションモデル

図１　Multi-Scale Simulator for the Geoenvironment (MSSG)による
マルチスケールシミュレーション
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建物・街路樹を解像した都市街区の熱・風環境シミュレーョン

数の算出誤差はこれに比べ、一桁小さい。
　樹冠は熱放射だけでなく、風や気温にも影響を与える。樹冠
が大気の流れに及ぼす抵抗は葉面積密度に比例する。MSSG
の樹木モデルでは、葉による渦生成効果と散逸効果を考慮する。
樹冠から大気への単位葉面積あたりの顕熱フラックスおよび潜
熱フラックスの計算では、気孔開度が蒸散量に及ぼす植物生理
学的作用を考慮した気孔コンダクタンスモデルを用いる。その際、
熱収支式から葉表面温度を計算する。 

　東京丸の内地区を対象とした、5m解像度で2km四方の領域
を対象とした計算結果を紹介する。図2に、東京駅を中心とした、
気温分布の様子と表面温度分布の結果を示す。表面温度を見る
と、アスファルト部で高く、ビルの日陰部では低い、といった様子
が確認できる。図3に、得られた気温と暑さ指数（WBGT）の結
果を示す。気温および暑さ指数は緑地や水上で低く、ビル街で
高い様子がわかる。興味深いことに、地点によって、気温は2.5
度程度しか異ならない（"水上"と"ビル街１"の差）のに対して、
暑さ指数に関しては4.7度も異なる。環境省の指針によると、暑
さ指数が３度上がる毎に熱中症の警戒レベルが一つ上がる。たっ
た2km四方の狭い領域の中であっても、地点によって警戒レベ
ルが異なり得る。このような詳細情報は、熱中症警戒箇所の最
適化や重点対策箇所の絞り込みに役立つと考えられる。

1）その他、適用事例の概要
　これまでに、建物と街路樹を解像したMSSGシミュレーション
は多くの実在街区に対して適用されてきた。例えば、丸の内パー
クビルの中庭樹木による暑熱緩和効果を1m解像度のMSSG計
算により定量的に明らかにした[5]。これは、三菱地所設計、竹中
工務店と共同実施した成果である。2020年真夏に行われるオリ
ンピック・パラリンピックに関連して、効果的な環境対策の在り方
の検討の参考のために、環境省及び文部科学省からの協力要
請に基づき、東京湾臨海部の緑地の効果を解析した[6]。さらに、
横浜MM21地区を対象とした暑熱環境予測により、冷涼な海風
や緑陰による暑熱緩和効果の再現に成功した[7]。また、埼玉県
の熊谷スポーツ文化公園においては、集中観測結果と2m解像
度のMSSG計算結果を公園整備計画に反映させる取り組みを
行った[8]。これらの大規模シミュレーションの動画は日本科学未
来館で展示されている（2018年6月時点、常設展示）。

　本稿では、マルチスケール大気・海洋シミュレーションモデル
MSSGの概要紹介と、数メートルという超精細な計算格子を用い
て、建物と街路樹（の樹冠）を解像したMSSG計算の例を概説
した。近年は、建物だけでなく街路樹の効果までを考慮した熱・
風環境評価に対する需要が非常に大きい。MSSGを用いた都市
街区計算はその需要に応えられる有望な手段であり、既に多くの
適用実績を有している。今後は、社会への展開や実装をさらに
加速させていくだけでなく、超スマート社会の実現のために街区
内の詳細な熱・風環境シミュレーションデータを活用していく方策
も検討していく。
　謝辞　ここで示した成果の一部は文部科学省の気候変動適
応技術社会実装プログラム（SI-CAT）の支援を受けた。

最後に

都市街区の熱・風環境シミュレーション事例

参考文献
[1] 藤部文昭、 暑熱（熱中症）による国内死者数と夏季気温の長期変動、 天気、 

408 (2013)、 pp.371-381.
[2] K. Takahashi et al., “Challenge toward the prediction of typhoon  

behavior and down pour”, J. Physics, 454 (2013), 012072.
[3] R. Onishi and K. Takahashi, “A Warm-Bin - Cold-Bulk Hybrid Cloud 

Microphysical Model”, J. Atmos. Sci., 69 (2012), pp. 1474-1497.
[4] K. Matsuda, R. Onishi and K. Takahashi, “Tree-crown-resolving 

large-eddy simulation coupled with three-dimensional radiative transfer 
model”, J. Wind Eng. Ind. Aerodyn., 173 (2018), pp. 53-66. 

[5] http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20150319/
[6] http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20160331_2/
[7] http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20170519/
[8] https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2018/0621-01.html

図2　2005年8月5日15:00を対象とした東京丸の内周辺の計算結果。
気温の３次元分布（上）と表面温度（下）。

図3　計算領域内の各点における気温と暑さ指数。
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ヒートアイランド研究の
現状と課題

　ヒートアイランド現象（都市の高温化現象）が初めて観測
されたのは19世紀のロンドンであるとされている。それ以
降、世界各地でヒートアイランド現象の存在が観測で確認さ
れると、発生メカニズムの研究が盛んに行われるようになっ
た。ヒートアイランド現象を対策の対象に据えるようになった
のは今世紀に入ってからである。日本では2004年3月にヒー
トアイランド対策大綱が政府から公表されたのを契機として、
国、自治体が数多くの対策ガイドラインを作成・公表している。
　図１は年平均気温の経年変化を1900年基準で東京、日本
平均、全球平均で比較したものである。前世紀100年間の
気温変化は、日本平均、全球平均の約1℃に比較して東京は
3℃と大きなものになっている。この温度上昇の差2℃がヒー
トアイランドの影響と目されており、その抑制方策を講じるこ
とが急務とされている。

　1997年に採択された京都議定書以来の気候変動に関す

る国際的枠組みである、「パリ協定」（2015年12月12日採
択）では、各国削減目標の提出義務が課せられるとともに、
温室効果ガスの排出削減と吸収の対策を行う「緩和」と、既
に起こり始めている温室効果ガスによる影響への「適応」
が規定されている。適応がクローズアップされている理由は、
今回の各国削減目標が総和で達成されても地球温暖化の進
行を2℃未満に抑え込むことは難しいと考えられているからで
ある。
　表１に地球温暖化対策とヒートアイランド対策における緩
和策と適応策の関係を整理する。都市緑化・クールスポット
対策は、地球温暖化対策から見ると適応策の一種であるこ
とが解る。ヒートアイランド対策における緩和策には、人工
排熱の低減、地表面被覆の改善（都市緑化、クールスポット
を含む）、都市形態の改善といったヒートアイランド対策大綱
に明記されている内容が該当している。ヒートアイランド対策
における適応策は、気温削減を直接の目的としておらず、人
の行動（出歩かない、涼しい場所に避難、水を飲むなど）を
伴って影響抑制を図るものである。樹木によるクールスポッ
トの創出は、熱的避難場所という意味合いからヒートアイラン
ド対策の適応策の一つとなる。

　日常会話で「今日は暑い」と表現する場合があるが、気温

はじめに

緩和策と適応策

国立研究開発法人　建築研究所　環境研究グループ長

足永　靖信
（あしえ　やすのぶ）
1991年3月北海道大学大学院工学研究科博士課程修了（工学博士）。同年4月建設省建築研究所（当時）に入所
後、国土交通省国土技術政策総合研究所建築研究部住宅情報システム研究官を経て現職。研究分野として、
ヒートアイランド対策の評価技術の研究開発に従事。

都市空間の体感温度について

地球温暖化対策 ヒートアイランド対策

緩
和
策

・CO2 の排出抑制（低炭素化）
・フロン等 GHG の排出抑制
・二酸化炭素貯留（CCS）

・人工排熱低減
・地表面被覆の改善
・都市形態の改善（風の道）

適
応
策

・河川・海岸堤防の増強
・ダム・建物の貯水能力の増強
・都市緑化・クールスポット
・空調設備の増強

・熱中症予報の推進
・適切な冷房装置利用の推奨
・適切な水分補給の推奨
・都市緑化・クールスポット

表１　地球温暖化対策とヒートアイランド対策における緩和策と適応策の関係

図１　東京、日本、全球の年平均気温の変化（環境省）
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の数値をもって寒暑の大略を判断する方も多いと思う。しか
しながら、人が感じる「体感温度」には、厳密には気温だけ
ではなく、湿度、風速、放射などが人体の熱収支に作用して
決定される複雑な物理・生理的背景が存在する。
　建築研究所では、ヒートアイランド対策の評価を行うため、
数値流体解析の技術開発に取り組んできた。この研究は、
スーパーコンピュータ内に都市の標高、土地被覆、建物配置
などを仮想的に再現して、都市内の風の流れや気温分布な
どをCFD（数値流体力学）により予測するものである。体感
温度をシミュレートするには、流体解析技術に加え、都市空
間の放射場の再現結果を使って、新たに導入した人体の熱
収支モデルに平均放射温度（MRT）を受け渡す必要がある。
　都市空間の放射を含む地物表面の熱収支を建物内空調
負荷と連成した数理モデルを作成した。図２はその概要を示
すものである。地物表面を面素に分割し、都市空間の幾何
形状に基づいて面素同士の形態係数を算出し、短・長波放
射の反射・吸収の収束計算を行っている。面素の放射輝度
を人体周りで合算することで平均放射温度（MRT）を算出
することができる。
　図３に体感温度解析事例を示す。ここで、体感温度は、
標準新有効温度SET*を使用している。日当たりが良く風通
しが悪い領域は、赤く描画されており、「非常に暑い・非常に
不快」となることを示す（SET*35℃超）。日陰又は風通しが
良い領域は、青く描画されており、「何とも無い・快適」を示
す（SET*28℃未満）。

　ファクター４という概念がある。これは開発で得られる便
益を２倍、環境負荷を半分にすると、環境負荷当たりの便益
が４倍となるという考え方である。国交省は建築プランをヒー
トアイランド対策の視点から評価するシステムCASBEE-HI

を導入している。このシステムでは、建築敷地内の体感温度
の低下量を建築プランの便益として分子に置き、建築敷地
外に放出される熱、湿気などの環境負荷を分母に置いた環
境効率を評価尺度と定義している。CASBEEの評価結果

（SABCのランク付け）は、国・自治体の補助制度と連動し
た、ランクに応じた誘導的な活用が見込まれている。
　先述のヒートアイランド対策の適応策では、局所的な体感
温度の低減策が含まれている。その背景には、都市の気温
を全体的に下げるには膨大な経費、時間がかかる実情があ
る。一方、都市開発では環境負荷の発生が余儀なくされる
ことも多く、外部不経済と便益の適正な評価は長年の課題と
されてきた。環境保全の流れをくむ適応策と都市開発では
立場が異なるものの、着眼する尺度は体感温度で両者一致
している。

　ヒートアイランド現象の影響として体感温度をとりあげ、
ヒートアイランド対策の適応策との関係などを述べた。しかし、
ヒートアイランド現象の影響は、体感温度以外に集中豪雨、
大気汚染、生態系など多岐にわたり、不明な点も多い。複数
街区など開発のスケールが拡大すると、さらなる検討を要す
るのかもしれない。

参考文献
１）環境省：国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）

及び京都議定書第11回締約国会合（COP/MOP11）の結果に
ついて
http://www.env.go.jp/earth/cop/cop21/

２）環境省：ヒートアイランド対策マニュアル ～最新状況と適応策
等の対策普及に向けて～、2012.3

３）CASBEE-HI（ヒートアイランド）
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/cas_hi.htm

都市開発と環境保全

さいごに

図３　都市空間の体感温度解析事例

図２　地物表面の熱収支及び空調負荷
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 グリーンカーテンによる
　　　温熱環境改善効果

城西国際大学　環境社会学部　教授

鈴木　弘孝

　都市部においてコンクリートやアスファルトによる地表面被覆の増加と緑地
や水面の減少、都市活動に伴う自動車や空調機器などによる人工廃熱の
増加等により、ヒートアイランド現象が顕在化しており、2004年3月には「ヒー
トアイランド対策大綱」が関係府省連絡会議において決定され、2013年5月
には改定される1)等、その対策の強力な推進が必要かつ急務となっている。
ヒートアイランド現象の緩和を図るための地表面被覆改善策として、都市の中
の緑地面積を増大させることが有効とされているが、高度に土地利用が集
積した都市市街地においては、市街地面積の大半を占める民有地において
建築物の緑化として屋上や壁面の緑化の推進を図ることが有効とされてい
る1)。建物の屋上や壁面等の建物緑化によるヒートアイランド緩和効果として、
緑化植物による表面温度の低減と蒸散作用に伴う潜熱消費による建物か
らの輻射熱の緩和を図るとともに、室内側には直達日射の遮断、熱流入量
の低減による室内気温の低減，空調負荷の低減などの効果が期待できる。
　一方、近年は小・中学校や市町村等の公的施設を中心として、ツルレイシ

（Momordica charantia L. var. pavel Crantz）等のつる性植物をネットで誘
引し、夏季の日射遮蔽による暑熱緩和を図るグリーンカーテン2)が普及しつつ
ある。特に2011年3月11日の東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故
を契機とした国民の節電意識の高まり等から、一般住宅においてもグリーン
カーテンの普及が広がりを見せている。最近ではベランダの手摺部に予めグ
リーンカーテンを設置するためのフックやプランター受け等の設備が整備された
高層マンション3)も見られるようになってきた。今後、都市市街地部でのマンショ
ン等の集合住宅においても、身近に緑に触れあえる空間としてバルコニー部に
グリーンカーテンを普及させることにより、都市部の立面緑化を推進し、ヒートア

イランド緩和にも寄与するこ
とが期待できる。
　本稿では、筆者が勤務
している大学(千葉県東金
市)の教育棟を対象にＭＲ
Ｔ（Mean Radiant Tem-
perature：平均放射温度）と
ＷＢＧＴ（Wet Bulb Globe 

Temperature：湿球黒球温度）を温熱指標として用いて、グリーンカーテンを
設置した場合と設置しない場合の教室外バルコニー部での温熱環境を比較
し、グリーンカーテンの設置による教室内外での温熱環境改善効果を定量的
に評価した。グリーンカーテンの設置状況は、写真1に示すとおりである。

　グリーンカーテンによる温熱環境改善効果を明らかにするため、計測は緑
化による効果が最も期待される酷暑期に行うこととした。実証実験の対象建

物として、同じ方位で建物間が近接し、建物構造，計測するバルコニーと教
室の面積が同じ教室を有する教育棟G1棟とG2棟を選定し、G2棟のバルコ
ニー部にグリーンカーテンを設置した。図１より、G1棟では、温湿度計は教室
のガラス面から1.0m離し、グローブ温度計は、バルコニーの外縁部から30cm
程教室側に、床面から1.5mの高さに設置した。日射計と風速計はバルコニー
の外縁部に設置した。いずれの計測器もバルコニー床面からは1.5mの高さ
に設置した。図２より、G2棟では、G1棟と同様に、温湿度計をガラス面より
1.0m離して設置した。グリーンカーテン面より屋外側を「表側」、カーテン面よ
り建物側を「裏側」としてカーテン近傍での風速と風向の変化を計測するた
め、グリーンカーテンから30cm程離して2成分超音波風速計を設置した。グ
ローブ温度計は、グリーンカーテン裏側にカーテンから30cm程離し、床面から
1.5mの高さに設置した。G1棟、G2棟とも教室内は閉め切りとして開閉はせ
ず、また空調も入れず、照明も落とした状態で計測した。教室内の温湿度計
は、窓面から1.5m離し、床面からは1.5 mの高さに設置した。計測は、2012
年8月6日から19日までの14日間を自動計測により行い、計測間隔は1分とし
た。なお、G1棟とG2棟は形状も方位も同じであるが、教室内の温熱環境条
件が同一であることを確認するため、本実験後、グリーンカーテンを撤去した
状態で2014年8月16 ～19日に教室内に黒球グローブ温度と照度の測定を
行い、両室の教室内の条件がほぼ同一であることを確認した。

（１）教室内外の気温の変化
　図3は，G1棟とG2棟の教室内とG1
棟教室外のバルコニー部の気温の経時
変化を示したものである。グリーンカーテン
を設置しないG1棟の場合、教室内の最
高気温は2012年8月18日の15時の時
点で33.9℃を記録し、最低気温は、8月

16日の5時に27.9℃を計測した。これより、3日間
の最高気温と最低気温の差は、最大で6.0℃を
記録した。室外気温の推移と比較するとピーク
時では最大で3.6℃の上昇が見られた。
　これに対して、グリーンカーテンを設置したG2
棟の場合には、最高気温はいずれの日も、9 ～
10時に29.8 ～ 30.1℃となり、以後夜間にかけ
て緩やかに低減する傾向が見られ、18時以降
はほぼ28℃付近で安定した。最低気温は、8月

16日の4時に27.7℃を記録した。グリーンカーテンなしの場合と比較する
と、最高気温は最大で4.1℃低減し、最高と最低の最大気温差も2.5℃と
なり、1/2以下に緩和された。教室外の最高気温と比較すると、ピーク時
では0.3 ～1.9℃低くなっていた。軸丸ら4)の報告と比較して、グリーンカー

はじめに

計測の方法

（すずき　ひろたか）
1979年千葉大学大学院修士課程修了。2006年千葉大学大学院にて博士号 ( 農学 ) 取得。1979年建設省に入省後、1993年建設省都市局公
園緑地課課長補佐、1996年 建設省北陸地方建設局国営越後丘陵公園工事事務所長、2003年 ( 独 ) 建築研究所住宅・都市研究グループ上
席研究員、2010年城西国際大学環境社会学部教授　現在に至る。研究分野として、壁面緑化による温熱環境改善効果に関する研究等に従事。

結果

写真1　グリーンカーテンの設置状況

図１　G1棟の計測器設置図

図2　G2棟の計測器設置図
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グリーンカーテンによる温熱環境改善効果

テン設置による教室外と教室内と
の最大の気温差が大きくなってい
るが、これは、軸丸らの場合は窓部
を開放状態で測定していることとの
違いによるものと考えられる。

（２）風速の比較
　図４は、2012年8月16日から18日ま
での3日間のG2棟に設置したグリー
ンカーテンの表側と裏側の風速の変
化を示したものである。これより、カー
テンの表側では、8月17日の15時頃に
最大1.5m/secを記録したのに対して、
カーテン裏側では1.1m/secとなり、約
30％程度低減していた。3日間の平均
風速でみると、表側では0.5m/sec、裏
側では0.3m/secとなり、約40％低減
していた。グリーンカーテン表側と裏側
の風速の関係を示すと、図５のとおり
である。これより、両者の間には、強い
正の相関（R2=0.91）が見られ、回帰
直線の傾きからカーテン裏側の風速は、
表側の風速の62.2％となり、表側の風
速に対して約40％が減速していた。

（３）温熱環境改善効果の評価
１）ＭＲＴ（平均放射温度）による評価
　グリーンカーテンの設置によりバルコニー部での暑熱環境が具体的にど
のように改善されるかを、グリーンカーテンに比較的近い位置での影響を
評価するため、ＭＲＴによる温熱指標を用いて熱環境改善効果を確認し
た。ＭＲＴは、暑さを示す温熱指標の一つで、周囲の全方向から受ける
熱放射を平均化して温度表示したものである5)。具体的には、グローブ温
度計により計測した黒球グローブ温度（Ｔg）と温湿度計により計測した
乾球温度（Ｔd）、長音波風速計による風速値（V）を用いて、(1) によりＭ
ＲＴを算出した。

…………………(1)
ここで、Ｔg：黒球グローブ温度（℃）、ＴTd：乾球温度（℃）、 Ｖ：風速（m/s）

　2012年8月16 ～18日について、ＭＲＴの算出結果を経時変化で表すと、
図6に示すとおりである。これより、室外のバルコニー部では、日中はG2棟（グ
リーンカーテンあり）の方がG1棟（グリーンカーテンなし）よりも絶えず低温で推
移し、温度が上昇するにつれ、両者の温度差が拡大している。最大ピークの9
時の時点では、G1棟(グリーンカーテンなし) が67.8 ～ 70.2℃と70℃前後であ

るのに対して、G2棟（グリーンカーテン
あり）が42.3 ～ 46.3℃であり、グリー
ンカーテンなしの場合に比して約40％
低い値を示した。また、夜間20時以
降翌朝5時までの間は、両者の間に
温度差はほとんど見られず、温度も
25 ～ 27℃で安定している。

２）ＷＢＧＴ（湿球黒球温度）による評価
　次に、建物外部空間での放射環境も考慮して温熱環境を評価する指標と
してＷＢＧＴ値の算出を試みた。ＷＢＧＴ（Wet Bulb Globe Temperature）
は、外部空間での労働環境やスポーツ環境として適正な空間であるか否かを
示す指標として用いられ、人体の熱収支に影響の大きい湿度、輻射熱、気温
の三つを取り入れた温熱指標であり、(2)式で算出される6)。

  ＷＢＧＴ＝0.7 Tw + 0.2 Tg + 0.1 Td ……………………(2)
ここで、Tw：湿球温度 （℃）、Tg：グローブ温度 （℃）、Td ：乾球・湿球温度（℃）

　1993年に日本体育協会から、ＷＢＧＴを基準とした「熱中症予防のための
運動指針」7)が提示されている。この指針によるとＷＢＧＴが28℃以上になる
と熱中症の危険が高く、「激しい運動は中止」とされ、31℃以上になると「運動

は原則として中止」とされている。本
研究では、計測した気温と湿度を基
に、ＷＢＧＴ値を算出した。2012年8
月16 ～18日についてＷＢＧＴの経時
変化で表すと、図７に示すとおりであ
る。ピーク時は9 ～10時の時間帯で
G1棟では28.9 ～ 30.8℃を示したの

に対して、G2棟では28.2 ～ 29.5℃となり、0.7～1.3℃低くなっていた。一方、
夜間から早朝にかけては、逆にG1棟の方が G2棟よりも低くなる傾向が見ら
れた。最低温度を記録した4 ～ 6時の時間帯では、前者が23.6 ～ 24.7℃に
対して、後者が24.4 ～ 25.5℃となり、日中とは逆に0.7～ 0.8℃低くなっていた。

　本稿では、一般住宅レベルに普及が進みつつあるグリーンカーテンを取
り上げ、今後、マンション等のバルコニー部での普及を図ることにより、市街
地部において一体的かつ総合的な都市の緑化対策が推進されることで
都市の熱環境改善に期待できることから、ＭＲＴとＷＢＧＴの温熱指標を
用いてグリーンカーテン設置による温熱環境改善効果を検証した。
　ＭＲＴについては、グリーンカーテンを設置しない場合に比べると、設置した
場合の方が絶えず低い温度で推移し、温度の上昇につれてその差は拡大し、
ピーク時で約27℃と約40％の低減効果が見られた。このような温度差の生じ
る理由として、グリーンカーテンにより直達日射が遮蔽されることで、グローブ温
度の比較から建物のバルコニー床面や窓のガラス面建物の外壁の表面温度
の上昇が抑制されること、風速もグリーンカーテン裏側では表側に対して約40％
が低減されることにより、ＭＲＴ値が大幅に低減したものと考えられる。放射環
境が大きく緩和されることにより、夏季のバルコニー等の室外において、ベランダ
ガーデニングやくつろぎ等の室外利用の可能性が高まることが期待できる。
　一方、ＷＢＧＴは、室外のスポーツや労働現場において暑熱環境を評価
し、熱中症予防対策に活用されている指標である。この方法は、勤労者が
活動している一定時間における平均的な熱の影響を評価する場合には適
用できるが、快適域に近い熱ストレスの評価には適用できないとされている
6)。今回の計測の結果では、グリーンカーテンを設置することにより、設置し
ない場合に比して、ピーク時には約1℃弱低減が確認できたが、顕著な緩
和効果は認められず、先の「熱中症予防のための運動指針」7)による熱中
症のリスクを低減するまでの効果は確認できなかった。
　今回、温熱環境の評価指標として用いたＭＲＴにより放射環境を評価する
ことができ、一方、ＷＢＧＴは熱中症リスクを評価する指標として有効とされてい
る。この他、人の行動と着衣量を考慮して、気温、湿度、風速なども考慮した体
感温度を評価する指標としてＳＥＴ＊(標準新有効温度)などの指標もよく使用
されている。建物緑化の態様や市民の生活形態などから、適切な温熱指標を
選択して、緑化による効果を定量的に評価していくことが有効と考えられる。
　今後は、建物敷地の緑化レベルを街区・地区レベルの緑化に発展させ、
建築敷地の緑とともに街路樹や沿道緑地、河川敷の水と緑、都市公園、
社寺境内地の緑等、都市の「インフラ」を形成する緑との有機的なつなが
りを持たせ、都市市街地部において「水と緑のネットワーク」を形成するこ
とにより、都市の地表面被覆と都市の形態を再構成していくが必要である。
今後は、「水と緑のネットワーク」形成による都市の熱負荷の軽減とヒートア
イランド現象の緩和効果についての、科学的知見の蓄積を図りつつ、総合
的な都市環境政策を実行していくことが必要と考えられる。

まとめ
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図3　教室外と教室内の気温比較

図5　グリーンカーテン表側とグリーン
カーテン裏側の風速の関係

図4　風速の経時変化

図6　ＭＲＴの経時変化

図7　ＷＢＧＴの経時変化
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ヒートアイランド対策技術の
開発・普及及び効果的・効率的

な対策の推進
大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシアム

　大阪府域においては、都市化の進行とエネルギー消費量の増
加に伴い、人工排熱や人工構造物への蓄熱が増加し、大阪市域
を中心とする都市部の温度が周辺よりも高くなるヒートアイランド
現象が顕著となった。図1に示すとおり、全国と大阪都心部とで
5年移動平均の年間気温の変化を比較すると、大阪都心部の平
均気温のほうが100年で約1.1℃上昇幅は大きく、これがヒートアイ
ランド現象によるものと推測される（※1）。ヒートアイランド現象に伴う
都市の高温化により、生態系の変化に加え、熱中症や寝不足など
人体への影響も懸念されるとともに、「住みやすさ」、「働きやすさ」、

「訪れやすさ」など、都市環境としての質の低下も招いており、暑
熱環境を改善することが求められている。

　このヒートアイランド問題は、地球温暖化と同様、都市に生活
する全ての主体が関わる問題であり、その解決のためには各主
体間の連携が不可欠と考えている。
　そこで、「産学官民によるパートナーシップの構築」、「知見の収
集と整理」、「技術開発」、「普及啓発」などを通じ、ヒートアイラン
ド現象緩和への貢献を目指し、平成18年1月に当コンソーシアム
を設立した。
　これまで、コンソーシアムでは、①検討部会やワーキンググルー
プ(WG)を設置し対策技術の研究や実現方策の検討、②ヒートア
イランドに配慮したまちづくり・アイデアコンペやクールスポット等

の公募、③認証基準によりより性能を評価する技術認証制度の
創設、④技術セミナーの開催やニューズレターの発行等PR活動
などを実施し、屋外空間におけるクールスポットの創出や緩和策
の促進に向けた提言等、ヒートアイランド対策の取組みを進めて
きた。また、近年は、身近なクールスポットの周知等、人の健康
への影響等を軽減する取組みである「適応策」についても取り
組んでいる。
　本稿においては、これらの取組み内容について紹介させてい
ただく。

 

　当コンソーシアムでは、検討部会とWGを設置し、専門的事項に
ついての調査研究、実現化方策などの検討を行っている。当コン
ソーシアムの活動の中心は各WGでの活動であり、その内容につ
いては、表1のとおりである。
　顕熱の潜熱化についても、ヒートアイランド対策として有効であ
ることから、各WGでは「水」に関連したヒートアイランド対策につい
ても検討をしてきた。例えば、素材関連WGにおいては保水性舗
装の技術評価方法の検討、熱有効活用・人工排熱低減WGに
おいては排熱施設への水道水ミスト散布による大気熱負荷削減
や河川水等を用いた人工排熱の処理方法に関する検討、クール
スポットWGにおいては緑化や水を活用したクールスポット創造技
術（噴霧・散水等）に関する検討、都市デザインWGにおいては
水辺などのクールスポット等の公募、普及を行ってきた。

大阪におけるヒートアイランド現象の現状

産学官民で取り組むヒートアイランド対策

対策技術の研究や実現方策の検討
図1　日本と大阪の年間平均気温の推移（5年移動平均）

図2　コンソーシアムの活動概要
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ヒートアイランド対策技術の開発・普及

　これまでに、都市デザインWGにおいて、ヒートアイランド現象
を緩和し魅力ある都市空間を創出する空間デザインと、大阪の夏
を涼しく過ごす夢あふれるユニークなデザインを募集するアイデ
アコンペを実施した。また、公園・木陰・水辺・緑地といった局
所的な「クールスポット」や、ある程度の広がりをもって繋がる涼
しい道「クールロード」等、真夏でも涼をとれ快適に過ごせる屋

外空間を府民の皆様から募集し、府内でそれぞれ119,121か所
を選定した。このクールスポット等はホームページ（http://www.
osakahitec.com/result/index.html）で地図情報として公開して
いる（図３）。同サイトでは地点名をクリックすると地図上に地
点表示されるとともに、付帯情報として公募時資料に添えられた

「涼しいと感じられる時間帯」や「涼しいと感じられる理由」等の
コメントを表示できるようにし、夏の快適なお出かけの際の情報
として活用されることを意識している。
　また、昨年には、選定したクールスポット・クールロードのう
ち、ドライミストを設置している「日本生命今橋ビル」（写真左）や、

水辺の「湊町リバープレイス浮庭橋」（写真右）等4地点がテレビ
の報道番組で紹介された（図４）。

　当コンソーシアムでは、ヒートアイランド現象の緩和に効果のある
技術を認証し、技術力を持つ企業の支援や対策技術の普及促
進を図っている。
　現在、9つの認証対象技術分野について、それぞれ対策技術
の性能の良否を判断するための基準を設け、適合性を判断してい
る。また、認証製品については、認証書やロゴマークを交付する
とともに、ホームページ(http://www.osakahitec.com/cert/index.
html)に製品の概要の掲載をしている（現在、12製品）。

　近年、まちなかに求められる暑さ対策としては、例えば交差点
に木陰を作ったり、バス停に保水性ブロックや微細ミストを設置す
るなど、「暑くても待たなければならない場所に暑さ対策を実施す
ることも健康で快適な環境づくりの推進に効果的」といわれてい
る(※２)。当コンソーシアムにおいても、このような暑さ対策技術をう
まく組み合わせて都市に盛り込むことによる適応策の検討や、こ
れらの評価手法の検討に取り組んでいる。

　ヒートアイランド対策は、産業界（建築業界、エネルギー業界、
素材メーカー、住宅・ハウスメーカーなど多岐にわたる分野）、大学
等研究機関、行政が情報交換しながら検討し広く周知していくこ
とが重要である。
　当コンソーシアムの活動の詳細は、ホームページ(http://www.
osakahitec.com/)からご覧いただける。会員には、会員企業との
交流・情報交換、最新の技術動向等の収集、認証申請手数料の
優遇といった特典があり、入会は随時募集しているので、興味を
持たれた方は、事務局までご連絡いただきたい。

まちなかに求められる暑さ対策～適応策の検討～

さいごに

表１　ワーキンググループ(WG)の活動概要

素材関連WG 反射、遮熱、外断熱等に資する素材の研究、具体的
活用の提案

熱有効活用・人工排
熱低減WG

潜熱化、排熱利用、省エネ・新エネ・代エネ技術によ
る対策手法の調査、活用

クールスポット創造技
術手法WG

簡易蒸発散測定装置の開発、緑化、水活用（噴霧、
散水）等技術手法の研究、活用の提案

熱負荷評価手法WG 熱負荷削減評価手法の検討

都市デザインWG 地域における「あるべき都市デザイン」の検討・提言

【出典】
※１：おおさかヒートアイランド対策推進計画（大阪府）
※２：まちなかの暑さ対策ガイドライン（環境省）

図3　クールスポット・クールロードマップ

図4　紹介されたクールスポット

ヒートアイランド対策技術の性能を評価する
認証制度の実施

まちづくり・アイデアコンペの実施と
クールスポット等の公募

表 2　認証対象技術（認証・準認証）

■　屋根用高日射反射率塗料
ATTSU-9(4F)パールライト【日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社】
ビッグサントップURミルキーホワイト【大日化成株式会社】
ATTSU-9(4F)スノーホワイト【日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社】

■　高日射反射率舗装（車道除く）
ランドサーマス(ライトグレー)【日本興業株式会社】
ランドサーマス(ミディアムグレー)【日本興業株式会社】
ランドサーマス(ライトブラウン)【日本興業株式会社】
ランドサーマス(ミディアムブラウン)【日本興業株式会社】
アースクールF　グレー【イサム塗料株式会社】

■　高日射反射率屋根材（瓦、化粧スレート、金属など）
コロニアル遮熱グラッサCC825(G及び W)(グラッサ･クールホワイト)【ケイミュー株式会社】
コロニアル遮熱グラッサCC825(G及び W)(グラッサ･クールシルバー)【ケイミュー株式会社】
ニスクカラー RA019 Sグレー【日鉄住金鋼板株式会社】

■　高日射反射率屋根材（瓦、化粧スレート、金属など）
LLH外断熱通気層システム(アルミ化粧パネルwalltop、フェノバボード(30mm以
上))【株式会社ツヅキ】
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快適環境の起点としての
品川シーズンテラス

大成建設株式会社　設計本部　専門設計部長

蕪木　伸一

　昭和6年から稼動する芝浦水再生センターは、品川駅周辺の工
場や倉庫が建ち並んだ古くからの埋め立て地に位置する。近年
の当該周辺地は、業務・商業・住宅エリアに変化し、さらなる開発
と都市基盤整備が計画され、国際都市東京の交通結節点として、
益々重要度を増している。
　本プロジェクトは、成長する品川駅周辺の「環境モデル都市」づ
くりを目指す東京都と、民間事業者が連携してまちづくりを誘導す
る起点として位置づけられ、老朽化した下水道施設の再構築と一
体となる建築物の構築を行いながら、街に新しいアクティビティや
付加価値を創出する都市基盤としての整備を進めた。

　敷地は「立体都市計画」により下水道施設上に人工地盤として
構築し、建物は上部に民間事業者が管理するオフィスを主とした
複合ビルで、免震層を挟んでその下部に東京都が管理する下水
道施設を内包する建築と土木が融合した構成となっている。
　敷地南端に建物を配置し、既存港区の公園と連担した人工地
盤上の緑地は、東京湾から都心に向かう「風の道」を確保する
広大なオープンスペース─風の森─となる。東京湾からの風をこ
の緑で冷却し都心に導き、都市のヒートアイランド現象を抑制する。
この人工地盤上の緑のパブリック空間は、地域間にまたがる住民
コミュニティの新たな結節点となり、新駅による将来の人の流れを
促す都市のプロムナードを有する。さらに、本センターで再生され
た水と緑は、東京湾臨海部と武蔵野台地の生態系をつなぐ重要
な自然の結節点でもある。地域に豊かな人と生態系を育み、風を
導き、水を再生し循環させる、都市の新しいかたちの環境社会資
本─ 水と緑と風のエコインフラ─ である。

　芝浦水再生センターはJR品川駅と田町駅の間の約20haに及
ぶ敷地で、沿岸部と都心の貴重な結節点に位置する。本整備は、
水再生センターの長期的・段階的再構築の第一歩である敷地5ha
の開発であり、最終的には水再生センターの施設上部に広大な緑
地が創出されることになろう。

　都市計画として敷地南側に建築を寄せ、北側に創出される人
工地盤上の空間特徴は、
①都心では稀有なスケールを有すること。
②東京タワーという景観のシンボルに対するビスタを持ちうること。
③品川と田町、特に品川の新駅との新たな連携、山側（高輪台）

と海側（芝浦地区）との連携など貴重な結節点となりうること。
④海からの風を冷やし都心へ涼風を提供するクールアイランドと

なりうること。
　都市の環境性能に貢献する視点で捉えれば、③の立地ポテン
シャルを活かした生態系のネットワーク形成、④の都市に風の道を
確保することが本計画地における重要な環境貢献となる。
　敷地北側に確保した人工地盤上の広い緑地と風の森による

「風の道」の効果について、弊社の開発したヒートアイランド対策検
討用ツール：T-HEATsによって、建設前後の気温分布や風速分
布の変化についてシミュレーションで評価している。
　T-HEATsは、3次元の流体解析プログラムで、建物配置、植栽
の有無などの効果を、詳細な短波・長波の総合反射解析、蒸発
潜熱を含めた水面や樹木の熱収支解析などの連成により、詳細
な都市部のヒートアイランドの評価を可能とするプログラムである。
　シミュレーションに用いた気象条件は、夏季の晴天時の昼間を
想定し、品川シーズンテラスに最も位置の近い港区白金の大気観
測局における2002年7月、8月の晴天時、10 ～16時の気象デー
タを参照し、風向は最も頻度の高い南南東、風速は高さ44mにお
いて5.1m/s、気温は31.7℃、平均相対湿度は51.1％を条件とした。
なお、日射については、2002年7月の最高気温を記録した7月20
日12時を想定している。
　周辺の人工排熱については、地図情報、土地利用等を参考とし

てその分布を想
定し、排熱原単
位は「平成15年
度都市における
人工排熱抑制に
よるヒートアイラン
ド対策調査報告
書」（国土交通省・
環境省）を参考
として設定した。
なお、建物用途

新しい都市づくりの核の創出

都市に求められる環境性能

（かぶらぎ　しんいち）
1959年東京生まれ。1981年東京大学工学部建築学科卒業。大成建設株式会社入社。1988年スタンフォード大学工学部土木学科入学。
環境計画専攻。環境政策や環境経済学、環境アセスメント、都市計画を学ぶ。1990年修士およびエンジニア学位修了。大成建設に戻り、
都市の環境計画技法（エコロジカル・プランニング）の開発を始め、再開発やまちづくりのマスタープラン作成に携わる。1997年ハーバード大
学GSD修了。復職後、環境建築や環境デザインに携わるとともに、産学官の共同研究においてCASBEEのまちづくりや都市のシステム開発
に参画する。リゾートから再開発、都市構想まで、立地や環境のポテンシャルを読み取りながら、新しい空間デザインの可能性を探っている。

風の道の形成

写真1　全景



新都市ハウジングニュース Vol.89 2018. 夏● 15

特集  ヒートアイランド現象とその対策

快適環境の起点としての品川シーズンテラス

については、国土地理院の細密数値情報等を参考とした。
　シミュレーションによる検証では、品川シーズンテラスの整備に
よって、人が歩行する環境に近い地上2mの高さレベルでは、芝浦
水再生センター全体の平均気温が整備前に比べて約0.4℃低減
される結果となった。また、人の体感温度を表す標準新有効温度

（SET*）では、芝浦水再生センター全体で0.8℃、品川シーズンテ
ラスの整備範囲に限っては4.7℃も整備前より低減される結果と
なった。SET*では、人が明らかに「不快」と感じる閾値は30℃と
されているが、整備された品川シーズンテラスでは、それを下回る
場所が広がっていることが示された。これらの結果は、品川シーズ
ンテラスが都市におけるクールスポットとして機能する可能性を意
味している。
　なお、地上10mの高さレベルでは、涼しい空気がシーズンテラス
から三田方面に供給される結果となっており、都市に対する冷気
の供給源にもなり得ることが示されている。

　空間整備の重要な目的のひとつは、都市における快適な環境
を創出すること、そして様 な々人々や生き物を受け入れる「オープ
ンエンドな空間」である。東京では喪失されつつある「大きな空」
へとつながり、シンボル性の高い東京タワーへと抜けるような「都
市のビスタ」を形成する。その実現には、広大なスケールの芝生
空間を創出し、品川の新駅につながる都市的なスケールのプロム
ナードを導入する。さらに、その芝生空間には、東京湾からの南東
の風を受け流す樹林群「風の森」を配するとともに、様々に高さ
の異なるマウンドによる展望スペースを提供しながら水平的に広が
りを持つ景観にアクセントをつける。広大な芝生と樹林群は、台
地の樹林生態系と臨海部の沿岸生態系の異なる生態系をつなぐ
草地型生態系であり、水再生センターからの再生水を活用した湿
地を点在させることでさらなる生態系の充実を図っている。
　建物北側周辺のランドスケープ（イベント広場）は、北側に抜け
ていく芝生と建物低層部のにぎわいが滲み出すようなデッキや有
機的な形態のプラザが、ビル風に配慮しながら緑のキャノピーを
配することで、人々の憩いのスペースを形成している。
　一方、サウスガーデン（エコ広場）は、品川駅からのアクセスに

おけるアイストップとな
る空間で、歩道上の
既存の大きなサクラを
取り込んで、緑豊かな
クールスポットを形成
する。今回のプロジェ
クトに合わせて、吸水
ブロックを何年にも渡
り試作実験を繰り返
し開発した。空隙が
多く吸水率が高い性
能を持ちつつも、一
旦水を引くと乾きやす
く、強度も確保できる
ブロックを開発し、夏
の暑い時期に給水型
のクールウォールや保
水性ブロック舗装を導
入した。さらに段差を
利用した階段状のカス
ケードを配することで
クールスポットとしての
広場を計画している。
　このように都市開
発のポテンシャルの高
い品川エリアにおいて、
広大な敷地を有する
芝浦水再生センターの
再開発において、先導
的な立体都市計画制
度を活用しながら、沿
岸域の立地や再生水
を活かした水と緑と風
のエコインフラ─地域
で共有される環境的
な社会資本─の構築
を目指している。

都市環境を充実する新たなアーバン・ランドスケープ

【プロジェクトデータ】
品川シーズンテラス
所在地：東京都港区港南1-2-70
建　主：東京都下水道局、NTT都市開発㈱、大成建設㈱、ヒューリック㈱、東

京都市開発㈱
主要用途：事務所、飲食店、物販店、集会場、診療所、駐車場、下水道施設
設　計：≪建築・土木≫
 ㈱ NTTファシリティーズ、大成建設㈱一級建築士事務所、
 NTT都市開発㈱一級建築士事務所、日本水工設計㈱
 ≪ランドスケープ≫
 大成建設㈱一級建築士事務所（蕪木伸一、山下剛史、藤沢亜子）
 ≪環境計画・シミュレーション≫
 大成建設㈱　環境本部（内池智広）、同　技術センター（大黒雅之）
監　理：㈱ NTTファシリティーズ、日本水工設計㈱
施　工：大成建設㈱

参考文献
（１）内池智広　「下水処理場に生まれた都市部のグリーンインフラ 品川シーズ

ンテラス」、「決定版！グリーンインフラ」グリーンインフラ研究会、2017年
（２）大黒雅之他　「市街地を対象とした屋外環境の実測および数値解析」日本

建築学会大会学術講演概要集、2008年
（３）「品川駅・田町駅周辺　まちづくりガイドライン 2014」東京都、2014年

図3　全体ゾーニング図

写真2　南側より俯瞰／手前：「イベント広場」、奥：「風の森」

図2　気温の分布シミュレーション（気温）〔地上10ｍ〕

図1　風の道シミュレーション（風速）〔地上50ｍ〕
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コープ共済プラザの
ヒートアイランド抑制の試み

株式会社日建設計　設計部門　設計部長

羽鳥　達也

　ヒートアイランド現象は常に都市と共にあり、新しい公害ともいえる。
しかし、加害者が特定できるかつての公害とは異なり、加害者は都
市の恩恵を受ける我 で々あり、被害者も我 自々身である。
　こうした問題は、メディアではあまり扱われず、課題に取り組む
社会全体の動機が醸成されにくい。
　また改善すべき病巣は、都市や建築を構成する物質自体であ
り、それらを稼働させるシステムそのものであるため、経済活動と
相反することなく、かつ広く伝播するような対処方法が必要である。
　筆者は、この二つが根本的な課題ととらえている。
　都市化による熱環境の悪化において建築が関係している点は、
建築物の表面材料に蓄熱量の大きいものが使われていることに
加え、建物が海や森などの冷源からの風を遮ってしまい、建物や
街路など人が体感しうる居住域の熱環境を悪化させるといった配
置や形状による影響も大きい。
　建築には耐久性や堅牢性が求められるため、それに応じて建築
の表面材料は密度が高く蓄熱量が大きいものになりがちである。そ
こでこれまで、ヒートアイランド対策は、義務付けられた緑地を設け
ることでなされてきた。ただ、緑化義務が発生するのは相応に大き
な規模の建築に限られ、大規模な緑地は総合設計制度や再開発
規模の計画によるため、数は限られ包括的な対策にはなりえない。
　建物の配置や形態については、建築基準法上の集団規定など
と、与えられた容積をできるだけ使い切りたい事業主の欲求との
せめぎあいで決定されるため、ヒートアイランド対策のために建物
規模を小さくするなど形態を変えることは、経済原理を外さない限
りありえない。
　こうした雁字搦めの状況から、建築の表面をどう変え、建物が
遮る風をどう流せるようにするか、ヒートアイランド対策を建築計画
に織り込んでいった方法を実例から紹介したい。

　コープ共済プラザの設計に多大な影響を与えたソニーシティ大崎
（現：NBF大崎）では、バイオスキンという気化冷却作用を持つ外
装を開発した。バルコニーの手すりを兼ねた陶管に貯留雨水を循
環させ、多孔質の陶管にしみ込んだ水が気化することにより冷える、
打ち水と同様の気化冷却効果により建物の周囲の空気を冷やし、

建物周囲の温度上昇を抑えることを試みた。
　設計当時、建築計画においてヒートアイランド現象を抑制すると
いう意識で計画されたものは少なかったが、ソニーシティ大崎に隣
接する　Think Park Towerでは、条例による緑地面積よりも大
きな緑地を計画している。ここでは大規模開発による大きな緑地
を、ヒートアイランド現象の抑制に重きを置いて計画し、シミュレー
ションや温度測定を行っている。新たに植えられた沢山の樹木
による保水とその木陰によって土の温度上昇が抑えられ、気化冷
却によって冷えた土が冷気を生み、それが風下に運ばれる。これ
がクールスポットとなる仕組みであることが詳細に確認されていた。
緑地に吹き込む風の温度は、緑地を通した風下では約2℃低下
することが報告されている。こうしたデータがソニーシティ大崎での
取り組みに生かされている。
　ただ、Think Park Towerでは、緑地をつくることで、建築によ
る熱環境の悪化を相殺するという構図であった。建物自体がクー
ルスポットとなり、そうした建物が増えることで建物の価値を変える
ことができないかと考えたことが、この外装の開発につながった。

　ただし、バイオスキンは高性能だが高価でもあり、採用できる案
件は限定的だろう。
　また、ソニーシティ大崎の一望性の高い一直線の執務空間は、

卓越風を遮らない
見つけ面が小さい
建物形状に結び付
いている。これは
都心より2 ～３℃涼
しい東京湾からの
海風を妨げず、後背
地に通り抜けさせる
形状にもなっており、
使い勝手の向上と
ヒートアイランド対策
を兼ね備えた計画
になっている。しか
し都心の密集地で
は建物形状の自由

ヒートアイランド現象を抑制するための課題

（はとり　たつや）
1998年、武蔵工業大学（現東京都市大学）大学院を経て日建設計に入社。専門は建築意匠設計。主な作品は、神保町シアタービ
ル（2007年）、ソニーシティ大崎（現NBF大崎）（2011年）、東京藝術大学音楽学部４号館第６ホール改修（2014年）、桐朋学園音楽
部門調布キャンパス1号館（2014年）、コープ共済プラザ（2016年）のほか逃げ地図の開発。日本建築学会賞（作品）、日本建築家協
会新人賞、BCS賞、ARCASIA賞ゴールドメダル、World Architecture Festival Office部門Completed Buildings部門賞などを受賞。

気化冷却外装、バイオスキンが開発された背景

設計手法に汎用性を持たせる

写真1　コープ共済プラザ外観
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特集  ヒートアイランド現象とその対策

コープ共済プラザのヒートアイランド抑制の試み

度は小さく、こうした手法もどこにでも適用できるわけではない。
　このような問題意識を踏まえつつ、ヒートアイランド現象を抑制す
る設計手法を、都心のよりありふれた中規模テナントオフィスの設
計で編み出したのがコープ共済プラザである。

　コープ共済プラザのヒートアイランド抑制の試みは、屋上から地
下の設備システムに至るまで徹底している。屋上には太陽熱温水
器を設け、その温水を冷暖房の熱源として利用するシステムを構
築しているが、この太陽熱温水器は文字通り太陽熱を吸収するた
め、吸熱するガラスチューブの表面は外気温と同程度で太陽電池
パネルとは異なり高温にはならない。つまり他の素材の屋根面の
ようにヒートアイランド現象を促進することはない。さらにそれらは
下部にあるチラーに影を落とし、併用しているヒートポンプシステム
の効率も向上させているため、省エネになり、従って都市への排
熱も抑制されていると言える。
　また、外気導入・空調は地下階で行っている。西側の緑地の地
下に設けたヒートクールチューブと、井水と雨水で予冷予熱するコ
イルを設置したダクトを通して外気を取り入れ、さらに排熱を乾燥
材の再乾燥に利用するヒートポンプデシカントで除湿することによ
り、外気負荷とそれに伴う排熱を縮減している。
　壁面緑化、グリーンスクリーンについては、植物は必要以上に蒸
散しないため、意外にも日が当たっている葉の表面は気温よりも
温度が高い場合がある。他の建材よりは十分低温であるが、ヒー
トアイランド現象を抑制するには前述したとおり、葉陰によって冷

やされた土が
重要で、この冷
放 射面となる
土が街路を行
きかう人々に見
えるように断面
計画を工夫し
ている。放 射
面は効果を与
えたい対象から
見えなければ
効果がないか
らだ。
　こうした植物

の表面温度や土の部分の温度低下については、モックアップ実験
の際に計測し確認している。壁面緑化は失敗事例も多く、綿密な
育成実験を経て育ちやすいつる植物の種類を選定し、登攀材と
して採用した鎖樋は、その登り方に最適な輪の大きさの鎖を植物
ごとに割り当てている。つる植物には茎を登攀材に巻き付けて登
るタイプのほかに、葉柄を巻き付けて登るタイプや、茎から側根を
出して登るタイプなど様 な々登り方があるが、葉柄を巻き付ける植
物は、チェーンの輪が葉より大きくなければ成長しにくい。そうした
ことを一つ一つ確認し、枯れにくく維持管理しやすい壁面緑化を
実現している。実際に3年を経過しているが益々茂っている。技
術的には平凡なものの組み合わせなので、他の建築にも適用可
能である。
　このグリーンスクリーンはソニーシティ大崎同様、アウトフレーム化
によるバルコニーに設けている。コープの場合、アウトフレーム化は
窓辺を通路にすることにも役立っている。窓辺が通路となることで、

オフィス内で日々 何気なく繰り返される移動は緑によって彩られる。
管理職が窓辺にデスクを構える通常のオフィスと異なり、窓には多
くの人がアプローチできるので、自然換気が積極的に行われている。
　この建物には無数のセンサーが設置されており、外気の状態が
自然換気に適していると判断されると自動で開く換気窓を各階に
5か所設けており、自動換気窓が開くことがサインとなり自然換気
を促している。これによる積極的な自然換気の運用や、この自動
換気窓によるナイトパージは、コンクリート天井が冷熱を蓄熱するた
め、空調の立ち上がり負荷の抑制に効果的に働いている。こうし
た省エネになる運用も結果的には排熱抑制につながっている。
　そして、コープの南西には広大な明治神宮の森があり、この森
の温度は都心平均より2 ～ 3℃低いことが知られている。その森
からの風を取り入れられるよう、コアを南北に分け、窓面を東西に
設けている。グリーンスクリーンで東西の低い日差しを遮るという
シンプルな構成である。このようなコア配置によって地上階のピロ
ティにも風が抜けるように計画することができた。このピロティは、
本来であれば管理側とエントランスを分断してしまうため、運営側
の観点からは望ましくはないが、西の裏庭の木の入れ替え時に有
効であることや、地下にある非常用発電機用オイルタンクへの給油
ルートや、地下機械室へのマシンハッチを設けることができるなど、
機器の更新に必要なスペースであること、さらに近隣へのビル風を
抑制することなど、利便性の向上と、近隣への効果が分かったた
め採用に至った。
　グリーンスクリーンとバルコニーの土、明治神宮からの風を流す
ピロティにより、シミュレーションでは、コープ共済の入り口付近は
明治通りの高温の部分と比べ、4℃程度温度が低下することが確
認できた。形状は経済原理から敷地いっぱいの形だが、ピロティ
を設けることで風を通す形状と両立することができた。
　このようにヒートアイランド現状を抑制するための試みは、新しい
熱源システムや外気導入システムなどとも相乗しあって、省エネ性と
快適性が両立している。花も咲き四季の変化を街に映すグリーン
スクリーンと、涼やかなピロティは、近隣の中学生が自由研究の対
象とするほど喜ばれ、明治通りから写真を撮る人は絶えない。

　コープ共済プラザの仕事では、このように目的がヒートアイランド
現象の抑制のためと意識されなくても、使用者にも近隣にも歓迎
されたところにデザインの可能性を感じた。こう言ったものが欲し
いという前向きな動機が他の建物の設計にも伝搬していけば、結
果的にデザインは冒頭で問題視した動機の醸成と同様の役割を
果たせるのではないだろうか。
　ヒートアイランド現象に向き合い設計を考え続けることは、よりよ
い都市と人の生活の維持の両立を志すことであり、それは人の心
身への関心に通じ、働く場の探究につながった。より快適な働く
場や都市環境を実現することは、翻って言えば働く人 と々そのワー
クプレイスの集合体である都市の変革につながる可能性を秘めて
いると感じている。

コープ共済プラザのグリーンスクリーンとピロティ

図2　南西風7.0m/sの流線断面（右はピロティ有り、左はピロティ無し）

まとめ

図1　グリーンスクリーン
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平成30年度第1回理事会・通常総会・第1回臨時理事会の開催

　平成30年5月24日（木）平成30年度第1回理事会、平成
30年6月21日(木) 平成30年度通常総会・第1回臨時理事
会がそれぞれグランドアーク半蔵門において開催され､ 以
下の議案について審議の結果原案どおり承認されました｡

●平成30年度第1回理事会
日時：平成30年5月24日(木) 10：30 ～ 12：00
場所：グランドアーク半蔵門 3階 光の間
●議長挨拶　当協会会長　松井　達彦
●来賓挨拶　国土交通省　住宅局住宅生産課　課長
　　　　　　長谷川　貴彦様　
●議案審議　
　第1号議案　平成29年度事業報告承認の件
　第2号議案　平成29年度決算報告の件
　第3号議案　平成30年度事業計画承認の件
　第4号議案　平成30年度収支予算承認の件
　第5号議案　平成30年度表彰者選考承認の件
　第6号議案　定款変更の件
　第7号議案　就業規則制定の件
　第8号議案　役員改選に伴う新役員候補推薦の件
　第9号議案　平成30年度通常総会招集の件
●報告事項
　第10号議案　職務執行状況報告の件
　第11号議案　会員退会及び現況報告の件
　※) 正会員66社･賛助会員18団体･個人会員10名に
　　  なりました｡

●平成30年度通常総会
日時：平成30年6月21日(木) 16:00 ～ 17:15
場所：グランドアーク半蔵門 4階 富士西の間
●会長挨拶　当協会会長　松井　達彦
●来賓挨拶　国土交通省　住宅局住宅生産課長
　　　　　　長谷川　貴彦様　
●議案審議　
　第1号議案　平成29年度決算報告承認の件の件
　第2号議案　定款変更承認の件の件
　第3号議案　役員改選に伴う新役員選任の件

●報告事項
　第4号議案　平成29年度事業報告の件
　第5号議案　平成30年度事業計画の件
　第6号議案　平成30年度収支予算の件
　第7号議案　会員の現況報告

●平成30年度第1回臨時理事会
日時：平成30年6月21日(木) 17 : 15 ～ 17：25
場所：グランドアーク半蔵門 4階 富士西の間
●議案審議
第1号議案　会長、副会長等選定の件
新会長に大成建設(株)専務執行役員　河野　晴彦氏が選出
されました。

●平成30年度協会表彰式
日時：平成30年6月21日(木)　17：25 ～ 17：45
場所：グランドアーク半蔵門 4階 富士西の間
CFT構造賞 ・ グローバルゲート
 ・JRゲートタワー
 ・日本青年館・日本スポーツ振興センタービル
 ・日比谷パークフロント
 ・赤坂インターシティ AIR
 ・大阪商工信用金庫本店
 ・GINZA SIX
 ・神宮前タワービルディング
 ・目黒セントラルスクエア
 ・SHIBUYA CAST.（渋谷キャスト）

松井会長挨拶

河野新会長挨拶

長谷川住宅生産課長挨拶
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ご講演は  1　糸魚川市大規模火災に関する調査・分析
　・糸魚川市大規模火災の概要
　・延焼状況・飛び火状況の分析
　・瓦屋根の火の粉に対する抵抗性の検証
　・シミュレーションを用いた延焼拡大要因の分析
　・まとめ（糸魚川市大規模火災）
2　強風下の火災危険性に関する分析

■平成30年度第1回開催報告
　平成30年度第1回アーバン・ハウジング・フォーラムを下記の要領で開催しました｡

～「糸魚川市街地火災」について～
　2016年12月22日昼前後に発生した新潟県糸魚川市の大火は、翌日
夕方の鎮火まで約30時間も続き、大きな被害をもたらしました。この大
火の調査にかかわった国立研究開発法人建築研究所住宅・都市研究
グループ主任研究員 岩見 達也様をお迎えし、糸魚川市大規模火災の
被害概要及び被害拡大要因を明らかにするために実施した飛び火に関
する実験や火災シミュレーションについて解説するとともに、強風下の火
災危険性についてお話を伺いました。

　　テーマ：糸魚川市大規模火災に関する調査結果と強風下の火災危険性
　　講　師：国立研究開発法人建築研究所住宅・都市研究グループ　主任研究員　岩見　達也様
　　日　時：平成30年5月23日（水）15:00 ～ 17:00
　　場　所：協会会議室（参加者: 15名）

アーバン・ハウジング・フォーラムの開催

　・強風下の市街地火災・地震火災
　・分析方法
　・昭和9年(1934年)函館大火
　・平成7年(1995年)阪神・淡路大震災
3　まとめ

の内容で行われ､調査・分析結果を紹介いただきました。講演
の後、活発な質疑応答が行われ、有意義な時間をいただきました。

功労賞 ・岩坂　周一氏（安井建築設計事務所）
   （運営委員会）
 ・石川　周治氏（鹿島建設）（運営委員会）
 ・道越　真太郎氏（大成建設）（CFT造普及委員会）
 ・澤田　英一氏（清水建設）（都市居住研究委員会）

受賞おめでとうございます！
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　梅雨も明けまぶしい太陽とともに本格的な
夏を迎える季節となりました。熱中症対策に
エアコンはかかせませんがその排熱も気温上
昇の一因となっています。アスファルトやコンク
リート舗装の増加に加え、エアコン・自動車・
電化製品からの排熱の増加など暮らしが便利
になればなるほど、エネルギーを消費し熱を発
生させます。また、都心部では100年で平均気
温が3℃上昇し今回の論考でも紹介されてい
るように全国で年間平均約900人、猛暑だっ
た2010年は1731人（厚労省統計より）が命を

落としています。建築業界に身をおく者として、
また将来を担う子どもたちのためにも、真剣に
考えていかなければならないと思っています。
　5年前の秋、2020オリンピック・パラリン
ピックの開催地が東京に決定した瞬間、歓喜
に沸いた一方で、選手も応援する側にとっても
連日猛暑日が予想される時期に無事開催がで
きるのだろうかと不安を抱いた人も多かったと
思います。どんな対策をして、どれだけの効果
が得られるのだろうか、私自身とても関心があ
りましたので開催までちょうど2年となった時

期に発刊する本号ではヒートアイランド現象と
その対策について各有識者の方々にご執筆
いただきました。編集委員になって1年、初めて
の主査となった本号が無事発刊されたのは、
今回ご執筆いただきました方々、またハウジン
グニュース編集委員メンバーの皆様のおかげ
です。心より感謝申し上げます。
　そして2年後の大会がすばらしいものになる
ことを切に願っています。　

（C.T）

H30. 6月 28日 住宅局住宅総合整備課付 川合　紀子 外務省在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官

H30. 7月 1日 住宅局住宅生産課木造住宅振興室長 成田　潤也 住宅局住宅総合整備課公共住宅事業調整官

H30. 7月 1日 住宅局住宅総合整備課公共住宅事業調整官 村上　慶裕 住宅局住宅生産課住宅ストック活用・リフォーム推進官

H30. 7月 1日 住宅局住宅生産課住宅ストック活用・リフォーム推進官 松井　康治 住宅局建築指導課企画専門官

H30. 7月 1日 住宅局建築指導課企画専門官 髙木　直人 住宅局総務課民間事業支援調整室企画専門官

H30. 7月 1日 住宅局総務課民間事業支援調整室企画専門官 谷山　拓也 住宅局住宅総合整備課企画専門官

H30. 7月 1日 住宅局住宅総合整備課企画専門官 原田　佳道 都市局市街地整備課企画専門官

H30. 7月 1日 住宅局住宅総合整備課企画専門官 勝又　賢人 住宅局安心居住推進課企画専門官

H30. 7月 1日 住宅局安心居住推進課企画専門官 竹村　好史 住宅局住宅総合整備課付

H30. 7月 1日 住宅局住宅総合整備課賃貸住宅対策室長 川合　紀子 住宅局住宅総合整備課付

H30. 7月 1日 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室課長補佐 鬼谷　亮太 総合政策局情報政策課主査

H30. 7月 1日 住宅局市街地建築課マンション政策室課長補佐 時岡　寛生 福井県総務部市町振興課主任

H30. 7月 1日 住宅局住宅政策課企画専門官 内田　忠宏 総合政策局総務課土地収用管理室企画専門官

H30. 7月 1日 住宅局安全居住推進課課長補佐 嶋田　大輝 都市局公園緑地・景観課法規係長

H30. 7月 1日 住宅局建築指導課建築国際関係分析官 石原　晃彦 公益財団法人建築技術教育普及センター

     建築技術者教育研究所研究部研究員

H30. 7月 1日 住宅局総務課民間事業支援調整室企画専門官 藤原　健二 住宅局市街地建築課マンション政策室企画専門官

H30. 7月 1日 住宅局建築指導課企画専門官 佐々木　雅也 住宅局市街地建築課市街地住宅整備室企画専門官

H30. 7月 1日 住宅局市街地建築課市街地住宅整備室企画専門官 廣瀬　公亮 住宅局市街地建築課付

H30. 7月 1日 住宅局建築指導課建築業務監理室長 田中　和氏 住宅局住宅生産課住宅産業適正化推進官

H30. 7月 1日 住宅局住宅生産課住宅産業適正化推進官 菅原　晋也 土地・建設産業局建設業課建設業政策企画官

H30. 7月 1日 住宅局建築指導課建築安全調査室長 小野田　吉純 大臣官房付

H30. 7月 1日 住宅局市街地建築課長 田中　敬三 東京都都市整備局住宅政策担当部長

H30. 7月 1日 住宅局住宅総合整備課住環境整備室長 上森　康幹 住宅局建築指導課昇降機等事故調査室長

H30. 7月 1日 住宅局建築指導課昇降機等事故調査室長 今村　敬 住宅局市街地建築課景観建築企画官

H30. 7月 1日 住宅局建築指導課建築物認定調整官 遠山　明 都市局市街地整備課再開発事業対策官

H30. 7月 1日 住宅局住宅政策課企画専門官 福嶌　教郷 観光庁国際観光課長補佐
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表紙：イタリア フィレンツェ アルノ川に架かる
ヴェッキオ橋。
「古い橋」の名の通り、先の大戦を生き延び
たフィレンツェで唯一の最古の橋。河川の氾
濫では架け直されたが、現在の橋は1345年
に再建されたもの。橋の上には宝飾店が立ち
並び、橋の中央にある東西に開かれたテラス
からのパノラマの美しさ。次に、東側の店の2
階を通っている「ヴァザーリの回廊」の魅惑。
これは市庁舎であるヴェッキオ宮からピッティ
宮を結んでいる約1kmの通廊に繋がってい
る。2012年9月21日撮影。
裏表紙：イタリア ベネチア カナル・グランデに
架かるアカデミア橋からの景観。
ベネチアの大運河であるカナル・グランデに
架かる四つの橋の一つ。観光客で賑わうリア
ルト橋とは異なり、趣のある木造のアカデミ
ア橋から、イタリアで最も写真に収められる
美しい外観のサンタ・マリア・デッラ・サルー
テ聖堂をのぞむ。ため息が出そうな景観が広
がる。2013年8月19日撮影。
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事務局員新任報告

　平成30年7月1日付で鹿島建設株式会社より田上　淳氏が都市居住研究部長として着任されました。
現在、田上部長は都市居住研究全般を担当し､活動しています。
　なお、6月30日付で湯浅　俊雄氏が退任されました｡

総会・理事会
● 総会 6/21
● 理事会 5/24
運営委員会・幹事会関係
● 運営委員会 4/4 5/9 6/6
● 表彰選考委員会 5/9
　・CFT構造賞選考部会 4/18
● 広報部会 4/16
　・HN編集委員会 4/19 6/8
　・IN編集委員会 6/5
● 調査研究発表会 7/6
● 知的財産権部会 4/13
● 情報・担当者連絡会 5/18
● 設備システム部会 5/7
● 耐火構造技術研究開発部会 4/5 5/11 6/7
CFT造普及委員会関係
● ＣＦＴ造普及委員会 4/11 5/16 6/13 
● ＣＦＴ造適合部会 
● ＣＦＴ造耐火設計部会 4/5 5/11 6/7
● ＣＦＴ造施工部会 4/9 4/25 5/15 6/11 6/27
● ＣＦＴ造施工管理技術者制度部会 5/21
● 技術普及小委員会 
● CFT造技術基準等小委員会 
● CFT造研究開発小委員会 
　・ＣＦＴ造構造設計法研究会 4/13 5/17 6/29
　・ＣＦＴ造耐火設計法研究会 
　・ＣＦＴ造施工技術研究会 6/8
● CFT造施工管理技術者更新講習 6/19 6/25
● CFT造設計/施工講習会 

都市居住研究委員会関係
● 都市居住研究委員会 
● 都市環境研究会 4/19
　・マンションLCP分科会  4/16 5/21 6/15
● 住宅計画研究会 
　・次世代住空間分科会 4/6 5/9 6/11
　・都市型住宅分科会 4/12 5/17 6/14
● エネルギーシステム研究会 4/17 6/11 
長寿命建築システム普及推進委員会関係
● 普及推進委員会 
● 普及推進幹事会 
    長寿命建築システム普及部会 
    建築基礎WG 5/14
    技術インフラWG 5/22 6/19
    長期優良住宅等検討部会 
● 調査研究報告会 
受託共同研究委員会関係
● 既存集合住宅･調査補修方法等研究委員会 5/25

活 動 記 録 2018.4/1 ～ 6/30

田上　淳氏
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夏を迎える季節となりました。熱中症対策に
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きるのだろうかと不安を抱いた人も多かったと
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が得られるのだろうか、私自身とても関心があ
りましたので開催までちょうど2年となった時
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C o n t e n t s

表紙：イタリア フィレンツェ アルノ川に架かる
ヴェッキオ橋。
「古い橋」の名の通り、先の大戦を生き延び
たフィレンツェで唯一の最古の橋。河川の氾
濫では架け直されたが、現在の橋は1345年
に再建されたもの。橋の上には宝飾店が立ち
並び、橋の中央にある東西に開かれたテラス
からのパノラマの美しさ。次に、東側の店の2
階を通っている「ヴァザーリの回廊」の魅惑。
これは市庁舎であるヴェッキオ宮からピッティ
宮を結んでいる約1kmの通廊に繋がってい
る。2012年9月21日撮影。
裏表紙：イタリア ベネチア カナル・グランデに
架かるアカデミア橋からの景観。
ベネチアの大運河であるカナル・グランデに
架かる四つの橋の一つ。観光客で賑わうリア
ルト橋とは異なり、趣のある木造のアカデミ
ア橋から、イタリアで最も写真に収められる
美しい外観のサンタ・マリア・デッラ・サルー
テ聖堂をのぞむ。ため息が出そうな景観が広
がる。2013年8月19日撮影。
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