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〔管.8毘 1｡乳98劉

市街地道路における街路樹の微気象緩和機能

-モデル街路実験一

井 上 君 夫*･久 米 信 夫**･奥 山 富 子***

(1987年 6月16日受理)

道路,樹木および構造物で構成される単純なモデル街路空間を対象に,そこでの微気象

環境の解明と街路樹の微気象緩和効果の実証を試みた｡シラカシを配置した街路空間内の

純放射強度は樹木間隔によって僅かに変化したが,長波有効放射強度は影響されなかった｡

路面および構造物の壁面に対する貯留比は樹木間隔によって変化した｡

シラカシ樹形モデルを対象に,樹木の緑陰による路面熱伝導量の減少率が道路幅員と樹

木間隔の関数として推定できた｡さらにこれらの関係から効果的な樹木配置が決定できる｡

また,同モデル空間内の温 ･湿度環境に与える樹木の影響が定量的に明らかになった｡街

路空間における各種地物の表面温度の日変化特性が気象及び樹木要因と関係づけて議論し

た｡サーモグラフィによる熟画像データから路面上の日向部と日陰部との温度差は純放射

強度の増大につれて拡大した｡このように熟画像情報は街路気象の研究においても有効で

あることがわかった｡

Ⅰ.は じめに

最近,都市住民の環境観の変化などを背景として,都

市緑化が社会的関心事となってきた｡都市緑化のための

緑に関する現況把握 ･評価 ･計画は従来,緑被面 ･緑被

率などの緑の量的側面から行なわれてきた｡しかし,住

民は様々な場所の緑を多様に意識 しており,その意識率

は存在する線量と単純には対応しない｡たとえば,都市

内の街路樹や公園などの緑量が非常に僅かであっても,

住民の意識率は高いという報告がある (根本 ･井手,

1984)｡これは街路樹などの緑に対する多様性の表れであ

り,それは都市環境の主要な構成要素であるこの街路樹

に対しても自然環境 ･都市防災 ･都市景観などの多機能

が求められるようになってきたことからも理解できる｡

今後都市緑化の質的充実を図るには微気象緩和効果な

どの諸機能を包含した多様性を充足する必要がある｡こ

の自然環境のうちの街路樹による微気象緩和機能あるい

は気候緩和機能に関する研究は比較的少ない (落合 ･土

'環境資源部気象管理料 (現在,東北農業試験場)

=埼玉県茶業試験場

''*環境資源部気象管理料

屋,1971:近藤ら,1983)0

そこで本研究では,道路,樹木および構造物から成る

単純なモデル街路空間を対象に,そこでの熱放射環境の

成立過程および街路樹の微気象績和効果の実証を試みた.

ⅠⅠ.街路模型と微気象観測

実際の市街地道路での実験には交通規則あるいは測定

上の点から困難さがあり,さらに複雑な街路空間内で樹

木のみの効果などを定量的に把握することは難 しいとい

う理由から,当研究所内にテス トフィール ドを設けた｡

実験は冬季 (1985年)と夏季 (1986年)に実施 した｡

1.冬季実験

(1) 街路模型

街路空間はコンクリー ト舗装道路,樹木,コンクリー

ト構造物で構成されている｡東西方向に走るコンクリー

ト舗装道路 (長さ34m,幅員1.78m)の北側にはコンク

リー トの構造物 (長さ24.2m,高さ3.6m),南側には開け

た芝生があり,そして道路の両側にはポット植えの樹木

を配置した｡

街路樹としては,プラタナス,イチョウ, トウカエデ

などが主流であるが,冬季実験であることなどからスギ

を選定した｡供試 したスギは樹冠の高さが平均2.7mで､
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枝張りの最大が1.2mであった｡ポットに植えた全体の高

さは約3.7mであった｡

樹木の間隔は1.25m,25m,5m,そして最後に全て樹

木を撤去した状態 (無限大)で実験を行った｡Photo.1

は1986年の夏季実験であるが,これと大体同様な街路空

間および観測体系を設定した｡

(2)実験期間と微気象測定項目

測定は,1985年12月9日から翌年の 1月10日まで行っ

た｡樹木密度はほぼ 1週間毎に樹木を間引きして変更し

た｡実験期間中の気象は安定的な冬型気圧配置となり,

いずれも晴天に恵まれた｡南中時頃の水平面日射フラッ

クス強度は350-380Wm~2であった｡

幸三･湿球温度は道路中央に立てた4mポールの4高度

(25,95,150,265on)に熱電対温度計を取付けて測定した｡

ポールの近くに純放射計と反射計を配し,日射計は樹木

などの影響を受けない離れた地点に取付けた｡路面 (2

箇所)と壁面 (1箇所)には熱流板を装着し,表面温度

と熱伝導フラックスを測定した｡

樹冠面温度,路面温度,芝生の表面温度および壁面温

度は2台の赤外線放射温度計 (Barnes社)で測った｡こ

れらの時系列データはデータロガーを介し,パソコンで

処理 ･解析した｡熱収支計算には30分間平均の気象デー

タを使った｡

さらに,路面や壁面に投影される樹木の日陰はカメラ

に撮影したあとで,再生して日陰率を求めた｡

2,夏季実験

(1)街路模型

モデル街路空間はPhot0.1のとおり,コンクリート舗

装道路と樹木から成る最も単純なものとした｡周辺の植

生状態は,南北方向に走行する道路の右側に果樹園が広

がり,左側には草地および林地がある｡道路の両側には

高さ1.5mのフェンスが設けられているOフェンスは目の

粗いビニール被覆の金網であることから,空間内の微気

象環境に与える影響は少ないものと判断した｡

テスト道路は延長100m,幅員5.1mで,ここに樹木区と

対照区の2区を設けた｡道路の両側 (樹木区)には選定

したポット植えのシラカシを列状に配置した｡シラカシ

の樹冠面の形態は円形から楕円形に近 く,その高さは平

均で1Bm,枝張り15m,ポットを含めた全体の高さは約

3.6mであった｡樹形は冬季実験に用いたスギの三角形の

形態とは異なっていた｡また,枝下の高さも違っていた｡

両実験は暖候期と寒候期という季節の違いと道路の走行

方向および構造物の有無に違いがあり,これら諸要因が

街路微気象環境等に与える影響を解明するために本実験

を実施した｡

樹木の間隔は1m,2m,4mの3段階に変え,最後に

全て撤去した状態を作った｡実験期間中,2-3日毎に

潅水して樹木の活性を保った｡その結果,シラカシの落

葉はほとんど見られなかった｡

(2) 実験期間と微気象測定項目

乾 ･湿球温度は,道路中央のポールに取付けた熱電対

温度計 (Z-20,100,250,400m )で測定した｡純放射量は

ポールの近くで,路上1.5mの高さに設置した純放射計に

よって測定した｡これらの測定は樹木区と対照区の両区

で実施した｡さらに,熱流板を2箇所の路面に装着した｡

日射量は樹木の影響のないところで測定した｡

街路空間内の温度環境を把握するために,工業用の

サーモグラフィ (JTG-3100,JEOLLTD.)を使用 し

た｡本装置の主な性能は,観測波長域が3.4-5.6〟m,温

度分解能0.2oC以下 (3げCの黒体に対して),22色画面表

示で射出率の補正と反射率補正が可能である｡熟画像

データはビデオに収録 し,実験室内で再生する方法を

とった ｡

微気象データの測定は7月23日から10月15日の間,熱

画像測定は8月21日から9月5日の間に行った｡微気象

データはデータロガーを介して,パソコンで処理 ･解析

した｡熱収支計算には冬季実験と同じく30分間平均の気

象データを使用したo

III.結果および考察

1.街路空間内の放射収支と熱収支

(1)放射収支の特徴

街路空間内の放射環境は地物構成要素によって大きく

異なり,さらに樹種,樹形,幅員,道路の走行方向など

によっても種々変化してくることが予想される｡とくに,

面速 ･散乱放射の割合,長波放射分布,アルベ ドなどは

樹木や構造物の日射遮へい物などによって違ってくる｡

それゆえ,本実験データから放射環境を体系的に考察す

ることは難しいので,樹木密度と関係づけながら本実験

における放射収支の特徴についてのみ考察した｡

純放射量の減少は樹木の陰による直接的な影響が最も

大であった｡ス羊の列状配置で樹木間隔が1.25mのケー

スとシラカシの列状配置で1mと2mのケースに純放射

強度の大きな変動が認められた｡これは樹木の陰が周期

的にセンサー部を通過するためである｡しかし,樹木間

隔が開いてくると,明瞭な変動は見られなくなったOこ

れは時々刻々の純放射が時間的に平滑化されたことと日

陰の濃淡に関係したものであると考えられる｡
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街路空間内の高さ1,5mで受ける上向き･下向き長波放

射量および長波有効放射量はスギ街路空間では計算で求

め,シラカシ街路空間では測定と計算で求めた (内嶋,

1974:JohnsonandWatson,1984)0Fig.1(A)はシラカシ

の樹木間隔4mのケースの放射収支であるが,樹木間隔

を変えた場合の各長波放射のフラックス強度およびその

日変化には,大差なく,これらのことから各種の長波放

射と樹木密度とはほとんど無関係であることがわかった｡

図示した下向き長波放射量は計算値であるが,これを測

定値と比較すると,計算された長波放射量の絶対値は

20-30%程少なかった｡これは経験式をそのまま使用し

たこととviewfactor(形態係数)として文献値を用いた

ことによるものと考えられる｡今後は,viewfactorの決

定も含め,半閉鎖空間内の放射環境を実験的 ･理論的に

解明する必要がある｡

(2) 熱収支の特徴

Fig.1(B)はシラカシ街路空間で樹木間隔 4mのケース

の熱収支である｡図示した路面熱伝導量は日向 ･日陰率

と各々の熱伝導フラックス強度で補正した平均値である｡

後述するとおり,Flg.3には補正に用いた日陰率が示さ

れている｡因に,測定された日陰部分の路面熱伝導フラッ

クス強度は日中で,日向部分のそれの10-20%と大きく

違っていた｡

測定期間中の日射量がほぼ同量であったスギ街路空間

についてみると,補正後の路面熱伝導量は樹木間隔の拡

大によって僅かに増加した｡しかし,その量は樹木の撤

去状態よりも20-30%低かった｡これはFig.4の計算結

果および樹形,幅員などの違いを考慮してみると,ほぼ

妥当な減少率であるといえる｡

一方,冬季実験において,壁面熱伝導量は樹木間隔の

拡大によって大きく増力ロし,樹木の撤去後のそれは純放

射量を上回った｡これは樹木と構造物との間隔がおよそ

70cmと非常に接近していたこと,および冬期で太陽高度

が南中時でも32oと低かったことによるものと推測でき

る｡

これらの熱配分をより一般的に表現したのがFlg.2で

ある｡日出から日没の時間帯における貯留比 (路面熱伝

導量/純放射量)と樹木間隔との関係をみると,夏季の

貯留比は距離の増大につれて40%から20%へと減少して

いる｡その傾向が冬季実験では逆になっている｡両者の

絶対値の差は樹形や道路の走行方向などによるものと判

断されるが,変化傾向については測定精度などの点から

結論づけるまでに至らなかった｡

これに対して壁面熱伝導量は樹木間隔の増大につれて

0 4 8 12 16 20 24
Time of day(hr)

Fig･1･Upper:Diurnalvariationintheradiationbudget

componentsforamodelstreetcanyonona

clearday (30 July 1986).The trees

intervalsis4m.

5 :Short･waveradiation

R :Netradiation

エ1:Long-wave radiation from

atmosphere

LT:Outgoinglong-waveradiationfrom

canyonfloor

L.:Netlong-waveradiation

Bottom:Diurnalvariationintheenergybalance

componentsinstreetcanyononaclearday

(30July1986).Thetreesintervalsis4m.

H :Sensibleheatflux

β :Heatconductionflux forcanyon

floor
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Fig.2.Upper:Dependenceofstorageratio(β佃 )atroad

floor on trees intervals (Quercus

myysinaefol2'a)onacleardays.

Bottom:Dependenceofstorageratio(B/R,Fw/R)

atroadfloororwallontreesintervals

(CチッPiomeria1-aponica)onacleardays.

R :Netradition

β :Heatcoductionfluxforcanyonfloor

Fw :Heatcoductionforwall

貯留比 (壁面熱伝導量/純放射量)が増えている｡冬季

実験のような街路空間では,地物への貯熱量はその空間

内の温度形成に影響を与えるほどに大きいことがわかっ

た｡

FJ-g.1(B)に顕熱伝達量の日変化が示されている｡ここ

では,下表面がコンクリート舗装道路であることから,

潜熱伝達量は無視している｡NunezandOke(1917)

は,南北に沿ったコンクリー ト建物と地面から成るキヤ

二オン空間内の熱収支について報告している｡それによ

ると,キャニオン上面でエネルギー評価をすると,放射

エネルギーの70-80%が乱流輸送 (ボーエン比は正午で

約6.4である)によって上空に伝達され,残りの20-30%

はキヤニオン内に貯留されている｡このように都市キヤ

ニオン空間 (ビルの谷間)や市街地道路空間は常に周囲

から熱や水蒸気の移流の影響を強く受けている｡従って,

半閉鎖空間内の熱収支各項の評価は複雑であり,移流項

の評価を含め,測定手法の検討がさらに必要である｡

都市ヒートアイランド現象あるいは人間生活環境など

を考える場合には,長いタイムスケールでの貯留熱量の

変化,すなわち貯留熱量の月変化あるいは季節変化を十

分に解明する必要がある｡後述するように,厚さ7cmの

コンクリー ト舗装道路の表面温度は早朝 (8月26日6時

08分)でも2oCほど樹木温度より高目であった｡このよ

うな温度状態が数日間続けば当然地温や土壌水分状態に

も影響を及ぼすことは明白であり,従ってこの事は街路

樹の植栽管理の上からも重要視しなければならない｡

(3) 日陰率とshapefactor

熟画像の写真にみられるように,街路樹の陰影が路面

上にできる｡Flg.3の図中に示したのは,陰影をカメラに

撮影したものから計算した平均的な日陰率である｡路面

上の日陰率は樹木間隔の拡大につれて,両年とも約40か

ら25%へと減少している｡これらの日陰率は写真で陰影

が確認できる時間帯の平均値である｡

壁面の日陰率はスギ街路空間のみであるが,樹木間隔

が1.25mになると,約80%の壁面が日陰となった｡

同様に,本実験に用いた樹形をモデル化してMonteith

(1973)の方法に従って,shapefactor(Ah/A)を求

め,それと太陽高度との関係を見たのがFig,3であるOシ

ラカシは円形から楕円形をなし,スギは三角形に近い形

をなしている｡前者の樹形としては,スズカケノキ,ク

スノキ,サクラなどが,後者としではヒマラヤスギ,イ

チョウ,ユリノキなどがある｡

本実験に用いた両樹木のsbapefactorは大体同じであ

るが,測定期間中の太陽高度が異なることから,冬季実

験における樹木の陰影は夏期実験の時に比べ路面や壁面

上に拡大して射影されることがわかった｡

(4) 路面熱伝導量に関与するパラメータ

上述したとおり,樹木の陰影の面積は幅員,天頂角,

太陽高度,樹形,樹高,樹木密度,さらには街路樹の配

置などの種々な要因によって変化する｡ここでは,樹木

と道路から成る最も単純なモデル街路を対象に,路面熱

伝導量が樹木間隔と道路幅員によってどのように変化す

るかを調べ,その結果をFig.4に示した｡

この計算につぎの仮定を使った｡シラカシの樹形モデ

ルはFlg.3(A)の形態とし,道路は南北方向に走行してい

る｡樹木の陰影の無い路面上の熱伝導フラックスの日変

化はsin曲線をえがくと仮定した｡日向と日陰部分との熱

伝導フラックス強度の割合は1986年の夏季実験の結果を

参考とし,これらに各々の日向 ･日陰面積比を乗じて積

算した｡路面熱伝導フラックスの相対値は完全日向部の

熱伝導フラックスの日量でこれを除した値と定義した｡
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Fig13･Upper:Shapefactorforthe_modeltreestands

(Quercusmyy･sinaefolia)asafunctionof
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路面熱伝導量の日量は,樹木間隔1.5m,道路幅員5m

で約45%の減少となることがFig.4からわかるOまた,道

路幅員が20m,樹木間隔1.5mになると,それは14%の減

少となり,樹木間隔6m以上では陰影の影響は無視でき

るものとなる｡このようなモデル街路樹の場合,幅員5

widthofrood
93

20m105

0 2 ム 6 8 10 12 14 16

Trees intervqEs【rn)

Fig.4.Calculatedvaluesofrelativeheatconductionflux

forcanyonfloorinrelationtotreesintervalsand

widthofcanyonfloorforthemodelstandingtrees

(Queycus myysinaefolia).

mの道路であれば,3- 4m以下の間隔で樹木が配置さ

れれば,微気象緩和効果は期待できる｡しかし,幅員が

20mとなると,高木で長 く繁茂した街路樹を選定し,街路

空間内に占める緑量を増大させなければ,微気象緩和効

果は望めない｡

一方,東京都の公共施設の緑化の基準によると,歩道

幅員2.5m以上の道路は8m前後の間隔で街路樹を植栽

し,3.5m以上の道路ではさらに歩道緑地帯を設けるとさ

れている (東京都,1983)｡また,金井ら (1986)による

と,シークエンス画像分析の結果,樹高12m,枝張り6

- 7mの樹木を使用した場合を想定すると,間隔 8mで

植栽するのが,街路空間内の緑に対する総合評価は最も

高いと結論づけている｡この場合の道路幅員は25mであ

り,評価基準は緑量感とうっとうしさである｡

これらの結論とFlg.4から総合的に判断すると,道路幅

負lo-20m,樹高7-10m,枝張り4-5mという条件下

で,微気象緩和効果を期待するには樹木間隔を8m以下

にする必要があると考えられる｡

2.街路空間内の温 ･湿度分布

樹木区と対照区の二次元温度分布をFig.5に示した｡

これはシラカシ街路空間 (夏季実験)で,樹木間隔2m,

ポット植えの平均樹高が3.6mのケースである｡したがっ

て,4mの気温測定高度は大体樹木上面に位置する｡

まず,樹木間隔2mのケースで両区の気温分布を比較
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wlthoutstreetc(1nyOn
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Fig.5.Isoplethsofalrtemperaturein modelstreet

canyonwithandwlthoutstreettreesonaclear

day(24Sep 1986).Theaverageheightoftrees

abovefloorisabout3_6mandthetreesintervalsis

革m

Lてみると,パターンは非常に類似 しており,日中の

12-15時および夜間の時間帯に僅かに0.5- 1Oc程度の

気温差が認められるにすぎない｡Flg.6は最 も樹木密度

の高い樹木間隔 1mのケースの気温差 (対照区と樹木区

との気温差)分布であるO気温差は±1OCと僅少であるO

これはシラカシ街路空間の場合,樹冠面が上部に存在し

ており,とくに下部での通風が良好であったことしも関

係していると考えられる｡それは,Flg.1の熱収支変化お

よび気温垂直分布からも予想できる｡

冬季実験においても,道路北側の構造物の南側壁面で

加熱された暖気塊が,空間内の気温分布の形成に関係し

ていることが予想できた｡これらの結果から都市ヒー ト

アイランド現象や都市キャニオン内の温度形成の解明に

は,地物条件や空気の流動を考慮 した測定体系による実

2
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E
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TlmeOfd(ly(hr】

FIE.6_ Isopleths of temperature difference (air

temperatureofstreettreesarea-airtemperature

ofnonstreettreesarea)forthehightreedensity

(30Sep1986)_Thetreesintervalsis1m･

ム 8 12 16 20 24

TlmeOfdqy(hr)

FIE.7.Isoplethsofabsolutehumidltyforthesametlme

andplaceasF1g5.

類似しているD全体的に絶対値を比較してみると,予想

験の必要性が指摘できる (河野 ･伊藤,1985)｡ とは逆に対,a.q区の湿度が樹木区のそれよりも高目であっ

Flg.7にはシラカシを2m間隔に配置した時の絶対湿 た｡これは先述のとおり道路周辺の植生の違いと緑量の

度分布を掲げた｡対照区と樹木区ともに複雑な二次元分 差によるものと考えられるOさらに,絶対湿度の鉛直勾

布を呈しているが,街路空間内の湿度環境は大局的には 配は非常に小さく,日中の絶対湿度の最低域が 1- 2m
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高度に出現している｡これらの事実と気温分布から,路

面付近では比較的湿った気塊が道路周辺より移流し,そ

の気塊が路面上で加熱され上空あるいは街路空間外へ乱

流輸送されているものと予想された｡すなわち,都市街

路空間内の微気象環境を把握する場合,空間内での風

連 ･風向および自動車等による空気流動の要田解析が必

要であるといえる｡

近藤ら (1983)によると,芝生面上 とアスファル ト舗

装面上 との温湿度の差は高さ約30cm前後から急激に減

少する｡これらの事実は活発な気塊の乱流混合によって

均質化されたことを示しており,Flg.5と7の結果 とも

合致する｡

3.種々な地物の表面温度 ､

Flg.8は冬季実験で得られた地物の表面温度および気

温の日変化である｡Fig.8(心をみると,路面の表面温度は

日中日向部 と日陰部で10oCほどの差がある｡□陰部の表
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面温度は気温 (25cm)より若干高目である｡また,路面

と壁面の日陰部の表面温度はほぼ同程度で,それらはい

ずれもヨ中の気温よりも高目に経過 している (Flg.8

(B))O樹冠面のE]向部とEj陰部の表面温度はFig.8(C)に示

されているように,日向部のそれは2oCほど高いが,1.

5m高さの気温 よりは低目であった｡Flg.9からも明らか

なように,この樹冠面の表面温度は純放射強度の減少に

つれて急速に低下したO

壁面についてみると,日向部の表面温度は気温などよ

りも10oC以上 も高E]であり,この較差は夏季でさらに拡

大するものと考えられる (Flg.8(D))O

冬季実験を整理してみると,晴天時における地物の表

面温度は冬枯れ状態の芝生が最高で,壁面,路面,気温,

樹冠面の順に低下した｡日陰状態では,樹冠面が気温よ

りも低 く,その他は気温と同程度か若干高目であった｡

近藤ら (1983)は地物表面温度を詳細に測定 して,つ
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Fig,8 A:Diurnalvariationsinthesurfacetemperatureforshadepartoffloor(●),thesunnypartoffloor(○)andthe

airtemperatureatz-25cm (12Dec.1985)

B:Diurnalvariationsinthesurfacetemperatureforthecanyonfloor(●),thewall(○)andtheair

temperatureatz-25cm(13.Dec1985)

C:Diurnalvariationsinthesurfacetemperaturefortheshadepartofcrown(○),thesunnypartofcrown(●)

andtheairtemperatureatz-150cm (16Dec.1985)

D:Diurnalvariationsinthesurfacetemperatureforthesolarshadepartofwall(○),thesunnypartof

wall(●)andtheairtemperatureatz-25cm(18Dec.1985).
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10 12 14 16

TImeOfday(hr)

18 20 22 24

Fig.9,Dlurnalvariationslnthesurfacetemperaturebythermalimagerythermometerfortheroad(○),thetrunks(○)

andtheleaves(●)onaclearday(25Åug.1986).

ぎの結果を得ている｡芝生面の表面温度は冬期でもアス

ファル ト舗装面より平均で6oC高くなっているO一方,

樹冠面の表面温度は夏季においても気温より若干高い程

度 で あ る が,ア ス ファル ト舗 装 面 と比 べ る と

16.2-17.OoCと著しく低目であると述べている｡

これらは本実験の結果と一致するものであるが,樹木

の植栽管理などにこれらの情報を役立てるには,各地物

の表面温度の月および季節変化の測定データと温度の成

立過程の解明がさらに必要であると考えられる｡

Flg.9は,夏季実験の結果でサーモグラフィ (熟画倣)

によって得られた道路,幹,樹冠面の各表面温度である｡

これらの測定に対応した熱画像の一部 をPhoto2-15

に示した｡また,Photo,4にみられるように,12時30-38

分の間に道路,樹木,ポットの一部 (写真手前)に散水

を施した｡

Flg.9から明らかなように,表面温度は路面が最 も高

温となり,幹や樹冠面のそれと大きな較差も生じている｡

さらに詳細 にみると,路面温度は散水直後の12時38分

(Photo.4)から13時08分 (Photo.7)の時間帯で低下し

ている｡幹や樹冠面のそれにも同様な傾向は確認できる

が,温度の減少幅は小さく,回復は路面よりも遅かった｡

さらに,樹幹の表面温度が14時から17時の時間帯で上

昇しているのは,それが直接照射されているためである｡

このように熱画像データから種々な地物の表面温度が容

易に直読できることから,本手法は三次元的な温度環境

の把握手法 となり得ることが明らかとなった｡

4.熟画像情報と緑陰効果

(1･) 晴天時における画像温度パターン

8月25日の10時40分から26日の早朝にかけて測定した

熱画像データがPhoto.2-16に示されている｡撮影距離

は中央の測定タワーまで約50mある｡合わせて街路模型

をPhot0.1に掲載した｡ただし,フェンスに張ってある

フイルムは他の実験目的に使ったものであり,本実験の

解析には使用していない｡地物の射出率は全て1.0と仮定

した｡温度のカラー表示は22モー ドで,これは温度範囲

(TR)が30oCで,1モード1.5ccに相当する｡

温度画像を経時的にみると,Photo.2は10時40分のイ

メージで,樹木やポットの陰が路面上の右側から左側に

投影され,さらに日向 ･日陰部分の温度差が確認できる｡

日射の増大とともに地物の表面温度は著しく上昇してお

り,Photo.3にみられるように照射されているポットの

下部の温度は42-45'Cになっている.

Photo.4(12時38分)は散水直後のイメージ (写真手

前)で,終了後の10,20,30,42,62分の各イメージが

Photo.5-9である｡水分の蒸発散作用による表面温度

の変化する様子が確認できる｡

その後は午前中と逆になり,さらに日射の減少につれ

て地物の温度較差は縮小 して くる (Photo.12)｡しか
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し,路面上にはまだ緑陰による温度むらがみられるが,

およそ22時には消滅 している (Photo.15)｡この時の表

面温度は路面で25oC,樹冠面で20oC,樹幹で20oCであり,

依然路面が5oCほど高目であった｡8月26日の早朝 (6

時08分,Photo.16)になると,道路中央付近の表面温度

は樹冠面および樹幹よりも2oCほど高くなっているが,

全体に均一化された温度パターンとなっている｡

都市キャニオンが次第に熱を蓄積 して昇温するヒー ト

アイランド現象は熱容量の大きい構造物やコンクリー ト

道路などの人工被覆物がその役割の一部を担っており,

本実験による一連の熱画像写真からもそれらを推測する

ことができる｡

さらに,より正確に表面温度を把握するには大気補正

(おもに水蒸気による吸収)と射出率補正が必要である｡

これに関しては本実験の場合,光の径路長が短いことか

ら大気補正は必要としないと考えられる｡一方,射出率

補正は葉のついた森林の射出率0.97-0.98,コンクリー

ト道路の射出率0.71-0.90という値が報告されているこ

とから,コンクリー ト舗装道路について施す必要があっ

たものと考えられる (Oke,1978)o

Photo.17,18は空間に吊したサマーボールが次第に

昇温する過程を示したものである｡ボールには異色と白

色の塗料をぬった｡それらは測定直前に50cmと150cmの

2高度に静置させた｡プリント写真と熱画像写真との対

応からつぎの結果が得られた｡
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まず,黒色のボールは数分で高温となり,白色のそれ

と大きな差異をみせた｡両方のボールとも地面に近いほ

ど温度上昇は早 く,また照射部分の温度は反対側のそれ

より高かったOこれらはアルベ ドの違いや熱放射の違い

によって説明できるもので,後者は市街地道路で歩行者

が経験する照り返し現象を捉えている｡

(2) 樹木の緑陰効果

Flg.10は再生画像から読みとった路面温度 と熱流板

から得た表面温度との比較である｡両者には若干の差異

もみられるが比較的良 く一致している｡この差異の原因

は,画面上で熱流板の位置が特定しにくかったことと路

面上に投影される複雑な緑陰によるものと考えられる｡

井上 (1987)は水稲葉で熱電対とサーモグラフィによる

表面温度の比較から両者が良 く一致することを報告して

おり,これは本実験での測定精度の向上の可能性を示す

ものであるo

Flg.11は熱画像データから解読できる情報の入手を

目的として行ったもので,路面上の日向部と日陰部との

温度差と純放射強度との関係である｡この場合にはコン

クリー ト舗装道路に対する射出率の補正は無視できる｡

図示したデータは8月25日の測定値で,真夏の晴天日

に相当する｡純放射量が550Wm~2になると,日向部と日

陰部の温度差は約20oCに達する｡一方,夜間においては,

上向き放射量の増大につれて温度差は2DC程度まで減少

している｡このように,特に日中の温度差は都市の熱汚

染や歩行者の生体環境の観点からみても重要な意味を

持っている｡先述したとおり,これらの事実と合わせ考

えると,高木で枝張 りも広く,よく繁茂している街路樹

が8m以下程度の間隔で配置されるなら,緑陰効果およ
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び微気象緩和機能が期待でき,歩行者にとっても歩行条

件は長くなるものと考えられるo

今後,本研究を発展させるうえにも,総合的な都市街

路空間の設計や緑化資源の保全 ･管理などの観点に立脚

した都市気象の研究が必要であると考えられるo

IV.まとめ

都市街路空間における街路樹のもつ諸機能のうち,街

路樹の微気象緩和機能および気候緩和機能を解明するた

めに,スギとシラカシを配置したモデル街路空間を作成

した｡そこで冬季と夏季において微気象観測をし,それ

を解析した｡

本研究で得られた結果はつぎのように要約できる｡

(1) 街路空間内の純放射強度は両実験ともにセンサー

部を樹木の陰が周期的に通過するために,大きく変動し

た｡しかし,樹木間隔が 2m以上では大きな純放射量の減

少はなかった｡夏季実験の結果から街路空間内の上向

き･下向きの長波放射量および長波有効放射量は樹木間

隔にはほとんど影響されないことがわかった｡

(2) シラカシおよびスギを配置したモデル街路空間に

おける熱収支解析の結果,路面熱伝導量の大小を示す貯

留比は樹木密度によっておよそ20から40%の範囲内で変

化 した｡これに対して,壁面熱伝導量の貯留比は樹木間

隔の拡大につれて400/.から7Qo/Oに増大した｡

(3) シラカシ樹形モデルを対象に,相対的な路面熱伝

導量の減少率を道路幅員と樹木間隔をパラメータとして

計算した｡減少率は当然道路幅員と樹木間隔が狭いほど

大きく,樹木の緑陰効果はとくに幅員 5mの道路におい

て,樹木間隔 4m以下で認められた｡道路幅員が20mとな

ると,さらに高木で枝張 りの大きい,良 く繁茂 した樹木

の選択が望ましいと考えられる｡

(4) シラカシ街路空間において,樹木区と対照区との

気温分布の対比から,両区の気温差は高々±1oCと僅少

であることが分かった｡同様に,両区の湿度分布にも明

瞭な差異は認められなかった｡しかし,道路周辺に植生

が展開する街路空間内では,比較的湿った気塊が路上に

移流し,その気塊が高温な路面に接し加熱され,上昇す

ることが温湿度分布等から推測できたO

(5) 冬季実験で,晴天日における地物の表面温度は冬

枯れ状態の芝生が最高で,続いて壁面,樹冠面の順に低

下 した｡気温は路面と樹冠面の温度範囲にあった｡曇天

日では,樹冠面が気温よりも低 く,その他は気温と同じ

か若干高目であった｡

(6) サーモグラフィによる熱画像データから街路空間

内の三次元的な温度分布が定量的に把握できた｡また,

これは衝路上の照り返 し現象や路面や樹木へ散水した後

の蒸発散の様子を視覚化する方法 となり得ることがわ

かった ｡

(7) 路面上の日向部 と日陰郡の温度差は純放射強度と

関係 し,日中純放射強度の増大に伴って温度差は最高で

20oC(R≒550Wm-2)に達 したo夜間は,上向き放射強

度の増大につれて日中に生じた温度差が次第に減少し,

翌朝には, 2oC程度 (R≒-100Wm-2)となった｡
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ModelExperimentsofEffectsofStreetTrees

onMicroclimateinStreetCanyon

KimioINOUE*,NobuoKUME**andTomikoOKUYAMA***

Summary

Experimentsweremadeinamodelstreetcanyonwithstreettrees(CyyPtomeriajaponica

inwinterexperimentandG)uercusmyrsinaefocl-ainsummerexperiment)distributedattheboth

alongaconcreteroad,inordertostudyeffectsofstreettreesonmicroclimateinstreet

canyons.Thewinterandsummerexperimentswereperformedduringtheperiodfrom Dec.

9,1985toJam.10,1986andtheperiodfromJuly23,1986to150ct.1986,respectively.Ⅰnthese

twoexperiments,thedensityofstreettreesdistributedatthebothalongtheroadwas

controlledbychangingdistanceamongindividualtreesplantedinposts.

Temperatureandhumidityofair,radiation,reflectedsolarradiationandconductionheat

fluxontheroadsurfaceweremeasuredatacenteroftheconcreteroadusingusual

meteorologicalinstruments.Inaddition,theconductionheatfluxonthewallsurfaceofa

concretebuildingfacedtotheroadwasmeasuredwithaheatplate.A thermalimagery

thermometerwasusedtostudycharacteristicsofthedistributionofsurfacetemperatureinthe

modelstreetcanyoninrelationtosolarelevation,treesdensityandwetnessofroadsurface.

Theresultsobtainedthroughtheexperimentsanddataanalysiscanbesummarizedasfollows,

1.Onfinedays,thenetradiationfluxonthefloorsurfaceinmodelstreetcanyonswasgreatly

affectedbythemagnitudeoftheinterceptionofdirectsolarradiationbythehightree

density.Ontheotherhand,incomingandoutgoinglong-waveradiationsandconsequently

effectivelong･waveradiationmeasuredand/orcalculatedatthecenterpointoftheroad

wereapproximatelyindependentofthedensityofstreettrees.

2.ThestorageratiodefinedbyB/RorFw/R(WhereBandFwaretheheatstoredintoa

roadorwall,Risthenetradiation)wascalculatedforthesurfacesoftheroadandofthe

buildingwall.Thestorageratioontheroadsurfaceinthesummerdecreased0.2atthe

intervalof1.0mto0.4atthatofinfinitylnCreaSlngtheintervalamongtrees,whilethe

winterexperimentshowedthatthestorageratioonthesurfacesoftheroadandbuilding

wallincreasedwiththeintervalamongtrees.Tosolvethediscrepancyofthetreedensity

dependenceofstorageratiobetweenwinterandsummeritneedsfurtherstudiesofthis

problem.

3.Figure4Showsthedependenceofrelativeheatconductionfluxcalculatedatthefloor

surfaceinstreetcanyonontheintervalofstreettrccsandwidthOfroad.Itcallbe

'NationalInstituteofAgro･EnvironmentalSciences.Kannondai,Tsububa,lbaraki,305Japan.

Presentaddress:TohokuNationalAgriculturalExperimentStation.Shimo･Kuriyagawa,Morioka,020101Japan

‥SaitamaPrefecturalTeaExperimentStation

"+NationalInstituteofAgro･EnvironmentalSciences
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concludedfromtheresultspresentedinFigure4,thattheshadingeffectofstreettrees

decreasesdrasticallywiththeintervalofstreettreesandwiththewidthofroad･

4.Figures5-7depicttheisoplethsoftemperatureandhumidityofairinthespaceofthe

modelstreetcanyon.Itwasfoundthatthedifferenceofairtemperaturebetweenstreet

canyonspaceandopenairspacewasoverarange±1.OoC.Thedifferenceofabsolute

humidityofairbetweenthesetwospaceswasobservedtoberathersmallcomparedwith

thatofairtemperature.

5.Winterexperimentindicatedthatoncleardaysthedaytimesurfacetemperatureofalawn

surfacewashigherthanthatofthewallofbuilding,thefloorsurface,andthesurfaceof

treetrunks.However,oncloudydaystherewerenodifferenceinsurfacetemperature

betweenthem.Theseresultsimplythatnetradiationfluxintensityandheatcapacityplay

animportantroleindeterminingtemperatureregimeofsurfaces.

6.Figure 10showsthe comparison ofsurfacetemperaturesmeasured by infrared

thermometerandthermocouple.AscanbeseeninFigure10,thepointsarewelldistributed

nearthelineofgoodagreement.Thismeansthattheinfraredthermometerisuseful

instrumentformeasuringtemperatureregimeofasocomplicatedspaceasthestreet

canyon(see,Photo.1-18)･

7.Observationsshowedthatthedifferenceoftemperaturebetweensunnyandshadepartsof

theroadsurfaceincreasedlinearlywiththenetradiationfluxonthesurfaceasshownin

Figurell.Itwasfoundthatthetemperaturedifferencereachedabout200Cunderbight
radiationconditionsofR%550Wm-2.
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Photo.10

Photo.8

‖Ⅰ‖

Photo.9
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Photo.17-2 Photo.18-1
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ExplanationofPhoto.

Photo.1. Photographsofamodelstreetcanyonandstreettrees(QuercusmyrsinaeJolia)insummer

experiments(1986).

Photo.2. ThermalimagedatameasuredbythethermometeratthesameplaceasPhoto.1(Time(T)-1040,

TemperatureRange(TR)-30oC:25August1986).

Photo.3. Forthesameasphoto.2(T-1140,TR-30oC)

Photo.4. Forthesameasphoto.2(T-1238,TR=30oC).Apartofmodelstreetcanyonwasmoistenedby

asprinkler.

Photo.6. Forthesameasphoto.2(T=1248,

Photo.6. Forthesameasphoto.2(T-1258,

Photo.7. Forthesameasphoto.2(T-1308,

Photo.8. Forthesameasphoto.2(T-1320,

Photo.9. Forthesameasphoto.2(T-1340,

Photo.10. Forthesameasphoto.2(T=1420,

TR=30oC)

TR-30oC)

TR-30oC)

TR-30oC)

TR-30oC)

TR-30oC)

Photo.ll. Forthesameasphoto.2(T-1520,TR-30oC).

Photo.12. Forthesameasphoto.2(T=1645,TR-30oC).

Photo.13. Forthesameasphoto.2(T-1840,TR-20oC).

Photo.14. Forthesameasphoto.2(T-2040,TR=20oC).

Photo.15. Forthesameasphoto.2(T-2157,TR-20oC).

Photo.16. Forthesameasphoto.2(T-0608,TR=10oC:26August1986)

Photo.17-1.Surfacetemperatureofbeachballsmeasuredbythermometer(T=1140,TR=20●C:4September

1986).

Photo.17-2.Photographsofbeachballs(whiteandblackcolors)atthesameplace.

Photo.1811.Forsameasphoto.17-1(T-1444,TR-109C).

Photo.18-2.ForsomeasPhoto.17-2.
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