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都市大気の温暖化における水と緑の役割
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福岡義隆

目次

1. はじめに

2. 都市大気環境における水の存在意義

2 1 都市河川！と周辺大気への影響

2-2 都市の池－沼と周辺大気への影響

2-3 都市の地下水と周辺大気への影響

2 4 都市霧と気温への影響

3. 都市におけるオア シス効果と しての水と緑の最適

規模

3-1 都市気温と水面不透水面との関係

3 2 ヒートアイランド強度と蒸発散面との関係

3-3 都市気温と霧水量との関係

4. 伝統的都市づく りにおける水面緑地の活かし方

5. おわりに

参考引用文献

世界の四大古代文明（古代都市）はし、ずれも大河のほとりに芽生え，栄枯盛

衰を繰り返してきたことは歴史が証明している。仮に他の条件がさほど良くな

い場合でも，近くに水さえあれば生きていけるもので，縄文遺跡の大半は河岸

や海岸付近で発見されている。今日でも内外の主要都市の多くは河川に臨んで

発達しているし，開発途上国のスラムやスクオッ ターなどは大方が河のほとり

に集中している I）。

黄河を制するものは国をも治めると秦の始皇帝の言葉にもあるよ うに，古来
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水争いが絶えず，争いの相手を意味する rivalがriverと同じ語源であることも

うなずける。また，川を制するために人より早く川岸に辿り着く，すなわち到

着を意味する arriveもriverと同語源である。このよ うに， Jllは人々の生活と

密接な関係を持っていることが言葉の背景からも伺えるのである2）。

川を流れる水 （water）にもいろんな意味があるし，語源的にも興味深し、。

この waterは印欧祖語の“wed＂にさかのぼり，同じ語根から派生した言葉に

wet （濡れた，湿った）や wash（洗う）などがある。昨今，都市から川が消え

ていくことは潤いや洗浄効果が喪失してしまうことにつながる。また， wedか

らは winterも派生しているとし、う。都市の異常な温暖化は，都市から自然の

「冬」を奪っている。また， waterには「汗」の意味もあるが，熱くなる都市

体温を調節するための汗をかかない都市になってはいないだろうか。人為的に

「水を供給する」「水をまく」（waterの動調訳）必要性が急増している3）。

河川が都市立地の重要素であるが，緑は田園的都市の構成要素としてのみな

らず，「水」の貯蔵庫や運搬者としての重要な役割もある。単に緑とい うと色

彩用語，すなわち，三原色の 1っとしての基色を意味するが，もともと大和言

葉の「みどり」は色彩用語ではなく，「若く」とか 「みずみずしし、」を意味す

る言葉であったとし、う。英語の greenにも「緑地，草地」などのほか，「野菜」

「緑の」「しのぎよし、J「新鮮な」「活気ある」など，都市のアメニティづくりに

必須の要素が多分に含まれている4）。

この小稿では，これからの都市の環境創造にとって水と緑地の役割が極めて

重要であることを論じ，それら水と緑の装置配備を怠るとますます都市が加熱

しやがてその集積として地球の温暖化を促すことになっていることにも触れ

たい。また，都市における水面と緑地の配置を考える上で，中国古来の風水的

環境観など先人の知恵に学ぶこ とが多いことにも言及したい。

2. 都市大気環境における水の存在意義

2 1 都市河川と周辺大気への影響

都市の大気環境，と くに熱環境に河川水が及ぼす影響は2つに大別される。

1つは，水温が気温より高し、か低いかにより，顕熱フラックスの形で周辺大気

を加熱するか冷却するかとし、う影響で，水温が日：変化する水域では気温の日変

化との関係で，影響の方向性が決まる。 一方，水面における蒸発や凝結に伴っ

てやりとりされる潜熱フラックスが， 都市大気の温度を低くしたり高くしたり
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するタイ プの影響のしかたがある。都市気温の分布への影響は，両者の組合せ

とともに他の諸々の要因も加わるので，どの影響によるものが何度分かなどと

量的に分離することは， 目下のところ不可能に近い。しかしいずれにせよ河

川とい う水の存在が都市大気の熱環境をコ ントロ ールするのに一役演じている

ことは確かである。

その具体的な例として，筆者らのク。ルーフ・がテールタ都市広島市などで観測し

た結果の一部を紹介しよう。平面的に捉えてみたヒ ート アイラン ドの分布形態

の上（図 1)5）にも，立体的にみたヒートドームの構造の上 （図 3)6）にも，都市

内河川の影響がよく現われている。図 1からも明らかなように，満潮時には太

田川デルタ内の旧市内面積の約20%もの水面で覆われる各支流沿岸の気温は，

その周辺に比べて低温となっている。観測時間待が真夏の「熱帯夜」であり，

かつ潮が満ち始め28℃以上の海水が内陸へ流入しつつある時である（図 2)7）こ

2km 

d
「
↓
｜
｜温気字数

図1 都市気温に及ぼす河川の影響（1978.8. 9, 22時前後，広島市）

（福岡，成田，松浦， 1979)



4 

（℃） 
31 

30 

29 

28 
(cm) 
400 
300 
200 
100 。

18 24 6 12 

図2 水温と潮位の時間変化 （1978.8.ト2，広島）(Fukuoka et al., 1979) 

とから考えて，河川水が顕熱輸送の上で冷源となっているのではないことが分

かる。水面での蒸発による冷却とL、う潜熱交換の上での冷源となっていると言

える。 都市内河川の熱的効果について，その季節変化を広島市内で、調べた成田

らの研究 （1991）によると，市街地の気温にくらべて，河川上での気温低下は

夏季に大きいことが分かった8）。相対的に水温の高い冬期でも 1℃前後市街地

より河川上気温が低い。

さて，立体的な温度分布の上では河川の存在が如何なる影響を呈しているの

であろうか，同じく広島における筆者らの実測結果から概観してみよう。これ

までにも関口ら （1963)9）による大垣市における気球観測で，地表付近 !Om 

高度面.20 m高度面 ・30m高度面と各層でヒートアイランドが現われ， ドー

ム状の熱の島を輪切りにしたような分布図が各高度面で得られた。 1950年代の

大垣市規模ではあるが，市街地全体としてヒートドーム構造が確認されていた

わけであるが，はたして都市内河川の付近と住宅密集地周辺とで， ドームの構

造は同じか否かは明らかにされていなかった。海外の研究にもそうし、う解析例

は皆無であった。

そこで筆者ら（1994)6）は，海岸から内陸に至る 2本の側線， すなわち建物

密集地沿いおよび河川沿いに 6地点でカイツ ーンを昇降させながら気温・湿度

－風速の垂直分布を測定した。その結果の一部を示したのが図 3である。太田

川のー支流に沿ったコースと家屋密集地域のコースとで，顕熱輸送のタイ プが

異なることが明らかになった。すなわち，夜から朝方にかけて形成され停滞し

ていたヒートドームに向かつて海風が侵入するとき，川沿いのコースでは水平
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図3 都市気温の鉛直分布の一例 （上家屋密集地域，下：河川沿い，

1990. 7. 31, 10時頃，広島市）

的温度傾度が小さく ，ヒー トドーム形成を緩和していることを暗示する温度分

布となっている。それに対して，建物密集地域コ ースにおいてはヒートドーム

が強く明確に形成されていて，海風の侵入を阻んでいるような温度分布を呈し

ていることが分かる。

都市内河川の沿岸気温に及ぼす影響に関する立体的な観測を，かつて福島市

内の阿武隈川岸において実施したことがある（福岡・小柳， 1978)10）。その結

果 の一部を示したのが図 4である。真夏の日中の盆地都市は37℃を越えてい

たが川岸では 2℃近くも冷却されていることがわかる。

2 2 都市の池・沼と周辺大気への影響

都市の中にヒート アイランドあるいはヒートドームに影響を与えるような大
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阿武隈川岸における気温断面（1973.8. 1 l，福島市内）

きさの池や沼がある都市はあまり多くはない。福岡市内にある水面面積約13万

m2の大壕公園の池について，その周辺の熱環境への影響を調べた片山らの研

究は注目に値する 11）。夏の昼間， 800mの航空機からのリモートセンシ ングに

よる表面温度の測定結果12），池内部の平均表面温度が31.8℃に対して池周辺の

都市域は50.3℃であるから，池表面からの「にじみ出し」現象による岸辺気温

の緩和作用も明瞭に出ている。図 5に示すように，街中の気温31℃を 1～2℃

下げる効果がみられる。

溜池がまだ2,000個以上残っている東広島市の郊外 （三取池，長径約150m, 

短径約100m）において，安藤ら （1995)13）が溜池の周辺気象への影響を立体

図5 大きな池の周辺市街地における夏季日中の気温分布（福岡市大濠公園）
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図6 14時における高度180cmの気温分布 （Tiso)

a：丸子団地 （春季 ：1989.4. 6.) b ：日の出団地 （春季： 1989.4. 6) 

c：丸子団地（夏季： 1989. 8. 8.) d：日の出団地（夏季： 1989.8. 8) 

分布観測により調べている。繋留気球により高度 1,3, 5, 10, 15, 20 m の温湿

度の垂直分布を，岸辺から一定間隔で測定した結果，夏の日中で，池が冷源と

して作用する範囲は鉛直方向には 3～5m，水平方向には20m程度であった。

夜間は熱源としての影響がみられるが，その範囲は数 m と狭い。

池・沼に比べ水量は少ないが，水田も一種の溜池的な気象緩和作用があるこ

とを，鳥居・福岡ら （1992) 14）によって団地の「都市気候」調査で明らかにし

た。団地を lつの都市的な熱構造を持った集落と見立てて，温度や湿度の分布

観測あるいは熱収支観測を試みた。小気候区の上であまり差異のない比較的近

い2つの団地，すなわち岐阜県各務原市の丸子団地と愛知県犬山市の日の出団

地について同時観測して比較してみた。前者は周辺を普通の畑で固まれてお

り，後者は水田の中にある。図 6からも明らかなように，春先のまだ水聞に水
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の張っていない頃，団地内外の温度差はそれぞれ1.5℃弱， 1.0℃強であったの

に対し，水田に水が張った夏には 2℃弱， 3°C強であった。水回水によるク ー

リング効果の方が強いことは明らかである。

2-3 都市の地下水と周辺大気への影響

都市化とともに都市の表面はコンク リートやアスフ アルトなどで覆われ，降

水の地下への直接浸透量が減り，その上，ひところ工業化の勢いで工場・ 事業

所での地下水汲み上げが過剰で，地下表層の水収支にアンバランスをきたし

た。地下水の動きは同時に熱の運搬屋でもあり，地下水が減って熱の不良導体

である空気に取って代ると，地表近くの熱のやり取りにも異常をもたらす。西

沢らの研究（1977) IS）によると，地下鉄や地下街の近く の地温が周辺より年聞

を通して高いことが分かった（図 7参照）。地下水不足が地下鉄や地下街から

の廃熱を吸収したり拡散しにくくなったためと考えられる。そして，その直上

の気温も高くなっていることが種々の調査で明らかにされている。逆に，都市

のヒートアイランドの影響が表層地下に及んで地温や地下水温を上昇させてい

る例がパリなどに見られる （新井， 1987)16）。
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℃
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図7 地下鉄線上の地温分布
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2-4 都市霧と気温への影響

都市に限らず，霧がかかると日中では日傘効果で最高気温が抑えられ，夜か

ら朝にかけては温室効果で放射冷却が抑えられ最低気温を和らげる。霧は気温

の時間的な変化や地域差異を小さくしている。したがって，都市に霧が発生す

るとヒートアイランド現象を弱める効果をもっている。

そもそも都市霧（cityfog）とは煙や煤塵などの凝結核の多い大都市や工業

都市で発生する霧である。かつての黒いスモッグ時代には都市霧日数も多かっ

たが， SO.,NOxなどの白いスモ ッグ時代を迎え浮遊粉塵や降下煤塵などが滅

り，その上，前述のように都市表層地下の水分が少なくなったために，蒸発に

よる水分供給が不足し都市霧発生が少なくなった。

都市霧が減れば日中の陽射しは強くなり，日中のヒートアイランド形成に拍

車をかけることになる。昨今の都市気温は冬より夏に顕著になりつつあるとい

うことと符号している。霧発生時の都市気温分布調査例は極めて少ないが，霧

で有名な広島県三次市の冬の夕方，盆地霧発生の下で測定した福岡・井上ら

(1989)17)の結果をみると，晴天時にくらべ場所による温度差が小さく，等温

線もはっき りしたヒ ートアイランドを形成せず小さい閉曲線が数多く分布して

いるのが特徴である。なお，三次の場合は都市霧というよりは，盆地特有の放

射霧や周辺山間地で発生した霧が流れこんできた移流霧的なものなどであると

考えた方がよさそうである 18）。いずれにしても三次市中心に合流する 3本の河

川も，霧と気温に大きく影響していることは確かである。

3. 都市におけるオアシス効果としての水と緑の最適規模

3-1 都市気温と水面・不透水面との関係

都市表面への降水の浸透を妨げ蒸発量を少なくしているコングリ ー卜やアス

フアル トなどの建造物に覆われた部分は不透水面となっている。その増加が都

市の温暖化のー要素となっていることは，多くの気温分布調査で現象的には知

られているが，定量的な解釈は意外に少ない。古くは実態調査による大垣市の

家屋密度と気温分布の関係を明らかにした高橋（1959）川の研究があり ，たと

えば風が弱い場合，都市内外の温度差Litは家屋密度（建蔽率） xとの聞に次

のような関係があることを導いている。

Llt=0.95+0.16x 
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この経験式は，日本における中小都市に一般的に当てはまるとされている（吉

野，1962)ZO）。

福井 （1956) 21Jは東京都内の気温と一定範囲内の土地利用面積との多元回帰

式を求めている。その方法を応用して，筆者は広島市内での移動観測による気

温と一定範囲内 （ここでは観測地点を中心とする半径200m の円内）の土地利

用面積との関係を調べてみた22）。図 8は蒸発散面としての水面W・ 緑地G

裸地畑地B，不透水面としての住宅地 H・ 商工業地 Iなどの占有面積率と気

温との関係を示したものである。このうちの水面だけについて気温との相関図

を描いてみると図 9のようになり，－0.7という負の相関の直線関係にあるこ

とが分かる。また，蒸発散面全体（W+G+B）と都市内外の気温差Litとの関

係を図示してみると，図10のように双曲線を呈している。蒸発散面全体が30%

以上になると温度差も一定になることから，都市としての機能を持ちながらも

最低必要な水面緑地面の面積は30%ということになる。すなわち，これが最適

規模の面積とし、う ことになる。

3-2 ヒートアイラ ンド強度と蒸発散面との関係

水の貯蔵庫や運搬者としての重要な役割を担っている草木が，葉からの蒸発

散の際の潜熱交換によ って周辺大気の温度を低下させる。この緑地面と水面か

（。C)

27 .5 

都再F気2幻7

温 26.5

26.0 
（%） 
100 
90トポ扮総総渉、ぶ於ぶ総務稽蕊~ 水面W

面 80
70 

積 60

率~~↑；：＇：／J・）＼ 開A ，住宅地H

30 
20 
10 

図8 都市気温 （上）と土地利用別面積率（下）との対応関係

(1978 8. 9, 22時前後，広島市） (Fukuoka, 1983) 
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(1978. 8. 9, 22時頃，広島市） (Fukuoka, 1983) 
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広島市の例 (1978年・夏の夜）

に’J下＼圃
首
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蒸発散面積率

図10 気温測定点周辺の蒸発散面積率と郊外気温との差

らなる蒸発散面積の都市面積に対する割合を変えることによって，都市気温を

どの程度下げることができるかを Myrup(1969)23）が数値シミュレーショ ンし

た結果 興味あるク ーリング効果があることが分かった（表 1）。蒸発散面積

が10%までは効果は見られないが， 20%以上になると 10%毎に最高気温は 2℃

以上，最低気温は 1℃以上も下げることができることが分かる。 50%で多少効

果は低下するので，都市としての機能を保ちながらの理想値としては40%前後
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表 1 都市気温に及ぼす蒸発散面積の影響 （Myrup,1969) 

蒸発散面積の比率 ｜ 最高気温 ｜ 最低気温

。。
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「水面＋緑地十畑地」の面積率

図11 都市内外の最大気温差と LANDSAT画像解析による

土地利用面積率との関係（福岡， 1983)

の蒸発散面が欲しいところである。

では現実の都市のヒートアイランドに対して，どの くらいの蒸発散面が存在

しているのかを LANDSATの画像を解析してみた。わが国の主要な大都市の

水面と緑地および畑地を合計した面積を LANDSATの画像から求め，各都市

のこれまでに観測された都市内外の気温差の最大値， 言い換えればヒートアイ

ランド強度の最大値との相闘を示したのが図11である （福岡， 1983)22）。図か

らみてとれるように，蒸発散面の占有率が増大するにつれてヒートアイランド

強度が急激に低下し大体30%以上になると都市内外の気温差は 4°C前後で安

定するようである。すなわち，わが国の主要都市の都市部では潜熱交換で暑熱

を充分緩和するには最低30%以上の蒸発散面が必要と言える。

やや7 クロにみた都市のヒートアイランドに対して蒸発散面30%とし、う値が

最適規模であることがわかったが，ややミクロにみた都市内部の気温を決定す
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る半径200m の円内の蒸発散面積の上でも，最小30%とし、う最適規模が必要で

あることは前項（図10）で既に紹介した通りである。 この値は100万人都市広

島市のみならず， 8万人の三次市でもほぼ同じであった。都市機能を維持しつ

つも30%の蒸発散面が最適規模として必要というこの値は，熱収支・ 水収支の

上で意味深いものと言えよう。

なお，都市内の公園緑地の最適規模については Honjoら（1991)24）による興

味深い研究がある。リ モート センシングによる都市内緑地面積の大きさと都市

表面温度の測定結果から，風下への熱的影響の及ぶ範囲は緑地（都市公園）の

規模 （幅）が大きくなるに従い増大することが分かった（図12,13）。そ して，
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図13 緑地面積の大きさと影響範囲との関係（Honjoand Takakura, 1991) 
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図14

2～10 mのどの高さにおいても幅がほぼ300mを超えるとそれ以上もはや影響

は及ばないことを示している。要するにオアシス効果としての公園緑地の最適

規模は300mが理想であると言える。この場合，森林公園の緑陰によるクーリ

ング効果だけでなく，植物体内の水収支，すなわち樹冠からの蒸発散も都市気

候緩和に大き く貢献していることは既に述べた通 りである。筆者らの研究 （福

岡 ・松尾， 1988)25）などで明らかになった樹冠からの蒸発散量は，マツ類で年

間800～1,000mm，スギも700～800mmで年降水量の1/2～2/3とかなりの量に

達する。それだけに潜熱交換量も多く，周辺空気の冷却効果が期待できる。

都市気温と霧水量との関係

盆地霧で有名な広島県三次市におし、て，井上 （1989)26）が都市気温分布を観

測した際に，同時に完全に乾燥させたスポンジで霧を捕獲するとい う簡易測定

法で霧水量をも調べて，ヒートアイランド強度との関係を求めている。その結

果は，図14に示すように霧水量（含水比x）とヒー トアイラント強度yの聞に

逆比例，すなわち双曲線の関係があり， 相関係数0.8以上もの高い相闘が認め

られた。霧量が多いほどヒートアイランド強度が小さくなり，都市気候緩和に

霧が大きな役割を果たしている ことが分かる。しかし同じ霧でも大気汚染を

伴う都市霧や冷害をまねく「ヤマセ霧」では日照不足なども伴うので，「ぢぎ

りJ（地霧）のように日の出とと もに消えてくれる くらいの霧が最適規模であ

3 3 
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風水池 住居
灘瓶、養鴨

蓮根生産

生活用水
雨水排水調監池

防禦としての堀
環境用水（景観遊び）
地下水の漉養

図15 風水からみた台湾農家の環境構成（郭， 1980)

り，情緒もある。

4. 伝統的都市づくりにおける水面 ・緑地の活かし方

日本語の「風土」にほぼ相当する「風水」（中国南部，朝鮮，沖縄など）の

思想には， 「蔵風得水」観による背後の山と前面の水の配置関係（集落景観・

都市計画 ・家相 墓相などに伝承）のほか，「風水林」の考え方がある

（図15参照）27）。 個人の家屋に対しては鬼門の方角に防風林的な目的で，また

集落の周辺には近郊農地との境に森林が植えられている。風水思想、の発達した

中国が「街路樹」発祥の地ともされている。風水の上で大切な門前の 2本の木

が道路に沿って並んで植えられ「行道樹J（街路樹のこと）をなしたとし、う。

夏の台湾では「樹木の下は屋外の冷房空間である」として樹蔭の効用を大事に

しているという（郭 ・堀込， 1980)28）。

札幌市や広島市には100m もの幅の道路が市の中心を貫いているが，特に広

島の平和大通りには種々の大木が密度濃く街路樹として植えられている。その

道路沿いがヒートアイラ ンドの中で比較的周辺より気温が低い。すなわちクー

ルスポットとなって都市気候を和らげている ことが筆者らの研究で分かった

（福岡， 1983)22）。「風の道」ともなっている広島市内の太田川の各支流がクー

リング効果を発揮していることは先にも述べたが，デルタの南に位置する広島

湾 －瀬戸内海がまさに蔵風得水の「水」の役目を演じているとも考えられる。

5. おわりに

都市気候，都市のヒートアイ ランドの研究は，地球温暖化というグローバル
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な環境問題の原点としての研究と，逆に， 地球温暖化が都市の加熱と乾燥を増

幅する可能性についての研究とがある。そのいずれの立場にしても，温暖化の

防止軽減に向けて，都市を構成する都市河川や公園緑地がもっている暑熱緩和

作用を解明するための基礎的な研究が必要で‘ある。ともあれ，都市気候研究の

主要な課題として， ①都市気候の実態，②都市気候のメカニズム， ①都市気候

のコントローノレ，そして④都市気候の影響の 4つがある。本稿で、は特に①に関

して筆者らの最近の研究成果などを中心に論じてみた。

21世紀に向けて，温室効果ガス（C02など）の排出量の少ない自動車とか

空調施設の開発，あるいは温室効果ガス，排出熱などを完全に回収できる技術

の開発が可能であれば，都市の熱環境もかなり改善されるかもしれなし、。しか

し，本稿でも述べてきたように，水面と緑地の拡充によるオアシス効果の増長

も同時に進めなければならない。ややマグロな視点からは，ヒートアイラン ド

あるいはヒートドーム全体の温熱緩和の上で，蒸発散面積 （水面，緑地などか

らなる）の最適規模は約30%であることが，種々の研究で明らかになった。そ

のためにはヒートアイランド内でのクールアイランド （クールスポ ット）とし

て，川や池などの水面，公園緑地や街路樹などを増やさねばならない。

都市としての機能を発揮しながらも「クーリング装置」としての水や緑の最

適規模を模索し，都市大気の理想的な環境を創造していくことが火急の課題で

ある。同時に，「風水思想」などの先人の智恵に学んで省エネ・省資源型の都

市づくりも， 21世紀に向けての大きな課題の 1っとも思う。
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