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明治神宮 ･代 々木公園 の小気候学的考察
岡 部

木親子
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との関連についての分析 も行 った｡データは 1

都市 の気候 は,年 々乾燥 の方 向をた ど り,近頃
は社会 問題 として一般市民の間で も,関心､
事 とな
りつつ ある｡筆者は ,都市の大気環境におけ る公
園緑地 の機能に関心 を持 ち,特 に東京 とい う大都
市でその問題 を考えてみたい と思 った｡ この研究
は公園緑地の クール アイ ラン ド現象に注 目し,ま
だ研究体系の進 んでいないそのメカニズ ムを分析
す る 目的で行 った ものである｡
観測に よる考察を中心に研究を進め ることに し
た｡そのために ,調査 地域 と して明治神 宮及 び
代 々木公園を選択 した｡ この理 由は①東京 とい う
大都市 内で も最大規模 の公園緑地であること② 明
治神官は密集 した樹林を中心 として,園内の土地
被覆が多岐にわた っていること③代 々木公園は芝
地を中心 とした開放 されている公園緑地 で,明治
神宮 と合わせて,土地被覆に関す る調査 に適 して
いる こと④周辺が発達 した市街地 であることの 4
点である｡

年 8月 6日の ものを使用 した｡
以上の観測結果及びデータの分析結果を合わせ
て考察を試みた結果 ,以下 の結論を得た｡
① 明治神宮及び代 々木公園を中心 とす るクー
ル アイ ラン ド現象が確認 された｡
② 公園緑地 内の隣接市街地に対す る低温は ,
昼夜 を問わず保たれ る｡ただ し緑地 内外 の気
温差 は夜 間に比べ昼 間が ,曇天 ･雨天時に比
べ晴天時に大 き くなる傾 向がある｡
(
参 公園緑地が大規模なほ ど,内部の低温が保
たれやすい｡
④ 緑地 内外 の気温差 を生 じさせ る最大の要因
は ,地表面被覆物 の違 いである｡
i)不透水層 では地表面被覆物 の違 いは ,堤
度 に関与 しない｡
i
i) 透水層 では地表面被覆物 の違 いが温度に

反映 され る｡すなわち密な樹林 であるほ ど
低温を示 し,粗 になるほ ど高温にな る｡ ま

観測 目的を以下 の 2種 とした｡
(
彰 気温の空間的分布 :観測 日時‑1
9
8
7
年 7月
2
4日 観測方法一徒歩及び串に よる移動観測
観測用器具‑ サー ミスタ温度計 ,アスマ ン
乾湿計
9
8
7
年 7月
(
塾 気温の時間的変化 :観測期間‑1
2
2日〜 8月 1
8日 観測方法一調査地域 内に ,
土地被覆を考 えた上で 4地点を選 出 し,各地
点に自記乾湿計を設置 した｡

た芝地 は不透水層 と似た温度変化 を示 し,
透水層 の中で,最 も高温を皇す る｡
⑤ 緑地 内で は ,夏期 の 日中 ,樹 林 で下 に低
木 ,草本 の層 を持 つ と ころに低温 の極 が現
れ ,芝地に高温の極が現れ る｡夜間にはそれ
が逆転す る｡
⑥ 風に よって緑地 内部 の低温な空気が風下 に
流 出す る｡その度合いは ,風速 に比例 し,ど
んなに弱い風の場合で もその効果を持つ｡

この観測に加えて,ラン ドサ ッ トのデータを用
い地表面温度 と地表面被覆物 (
及び植物被覆量)

板橋 区の工業化 ･住宅地化 に伴 う地域 の機能 と性格 の変化
片
1.研究の 目的 と方法

桐

礼

子

け る板橋区 の機 能 ･性 格 は どの よ うに変 化 して

近年 ,大都市東京が急激に都市化 されていった
中で ,東京 2
3区の北西部に位置す る板橋 区が ,ど
3区内にお
の よ うな発展過程をた どったか ,また2
‑

いったかを ,工業化 ･住宅地化を通 して明 らかに
す ることが本論文 の 目的であ る｡
主な研究方法 と しては ,統 計資 料 や文 献 の研
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究 ,各種地図の利用 と,フィール ドワークに よる
聴取調査等を行 うことにす る｡
2.要 旨
板橋区の名の由来は,区内を流れ る石神井川に
架け られた ｢
板の橋｣であると言われている｡
板橋 の街の骨格が主に定 まったのは,江戸時代
だ といえる｡中山道板橋宿は街道の最初の宿場 と
して栄えた｡当時の板橋は,江戸 の人 々の 口を賄
う農業地帯 として ,また幕府直轄のお狩場 として
利用 されて きた｡
明治 9年に,板橋で最初の工場である陸軍の火
薬製造所が建て られたが ,それに伴 う下請け工場
の建設 もな く,ただそ こに工場があったにす ぎな
か った｡
大正時代にはいっても,板橋区は相変わ らず閑
静な農村であ り,東京‑の農産物 の供給地 として
栄えていた｡
しか し,大正 12年の関東大震災以後 ,板橋区は
大 き く変わ った｡ この関東大震災で都心で家を焼
かれた人 々が,郊外‑ と移動 してきたのである｡
この時期か ら板橋区の人 口急増が始 まった といえ
る｡
移転 してきたのは人だけに限 らなか った｡工場
を焼失 した千野製作所や東京光学機械な ども板橋
区に建設 され始め ,徐 々に志村工業地帯ができあ
が ってきたのである｡
当時の板橋地方は,宿場をほずれれば,山林 と
広野の連続で,志村方面か ら,荒川の氾濫の心配
のある北部流域地帯へかけては住宅 も少なか った｡
そ こで,この地域は,敷地入手の安易な点 ,製品
輸送に舟運を利用できる利便性か ら,危険物を取

り扱 う軍需工場 ,爆発性の化学品の製造工場に,
好適な地形 と条件を提供 していたのである｡その
ため,第 2次世界大戦中,板橋は一大軍需工場地
帯 となった｡
2
年 ,この年は地方制度の改革に よる特別
昭和2
区の誕生 ,地方 自治の制定 と,戦後 の地方 自治の
出発点 とな った｡ また,この時 ,板橋区の南部が
練馬区 として分離独立 した｡
第 2次世 界大戦 中の軍需 中心 の板橋 区の工業
は,終戦を境 として一斉に火を消 したが,戦後の
目覚ましい復興は近代産業興隆の立地条件に適 し
た荒川沿岸 ･志村 ･前野町な どにまたた く間に城
北‑の工業地帯をつ くり上げ ,飛躍 し続けてきた｡
それ と共に,人 口も急増 していった｡そ して,
1
年か ら,区 内に残 され た唯一 の水 田地帯
昭和4
"
赤塚 田んぼ"も,日本住宅公団を施行者 として
区画整理事業が進め られ ,巨大な高層住宅団地に
変貌 した｡
高島平の開発は,板橋区の近代化の頂点 といえ
る｡人 口も昭和 7年区誕生時の12万人か ら,現在
50万人を超えるに至 り,各地域には近代 ビルが林
立 し,高速道路が走 り,首都東京の一画を担 う都
市景観 も出現 した｡
こうして,板橋区は東京の住宅地域であると同
3区では
時に,都内有数の工場地域であ り,また2
希少 となった農業地域をも包合す る街に成長 した
のである｡
今後 ,板橋区はさらに宅地化が進む と思われる
が,現在残 された貴重な自然を保護 し,健康的な
環境づ くりを推進 してい くことが望 まれる｡

神通川 中下流地域 にお ける土地利用お よび水利用
神
神通川 とい う一つの河川の中流か ら下流に 目を
移動 させ ることで,その沿岸に見 られ る河川 と関
係のあると思われ るさまざまな土地利用や水利用
を調べ ,それ らの要因を考察す るとい うのが ,こ
の論文の 目的である｡方法は,フィール ド･ワー
クお よび ヒア リング調査を行 うことで,神通川中
下流沿岸1
)
の土地利用や水利用 の実態 を把握 し,

山 直 子

その後 ,それぞれの利用形態について要因を考察
す る｡
神通川は,富山平野のほぼ中央を南か ら北に向
か って流れてお り,富山湾に注いでいる｡神通川
の東を流れ る常願寺川 と共に,富山平野の中部扇
状地群を形成 している｡神通川は舟倉段丘扇状地
杏,その下位 に大沢野扇状地を発達 させた｡その
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