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I．研究の目的

島緑地の気候緩和効果に関する基礎研究

　近年の都市高温化に伴い，都市内緑地の気候緩

和効果が注目されている．一般的に，都市化に伴

いヒートアイランド現象が顕著になるのに対し，

都市内緑地は「クールアイランド」と呼ばれ ( 福

井 1956；丸田 1972)，都市における夏季の暑熱を

緩和する機能を有する場所として捉えられている

( 丸田 1972; 成田ほか 2004)．

緑地は一般に樹冠を持つ樹林と樹冠を持たな

い草地の両方を指す．浜田・三上 (1994) は緑地

が草地（芝生）か樹林かにより，緑地内外の気

温差の絶対値や日変化が異なることを示してい

る．また，樹林内は樹林外と異なる気候環境を示

す．この理由としては樹林が風を妨げる効果 ( 菊

池 1999)，樹冠が日射を遮る効果，同じく樹冠が

下向き長波放射を放出する効果 ( 大川 1988；Gao

ほか 1993)，植生からの潜熱放出効果 ( 清田ほか 

1991) などが挙げられる．橋本 (2000) は，樹冠の

存在により樹林内は樹林外よりも下向き長波放射

量が増加することを指摘している．このため，放

射冷却が起こりやすい気象条件下では，樹林内は

周囲の土地よりも冷却が進みにくく，相対的に高

温に保たれる可能性がある．すなわち，晴れた夜

間には，樹冠は樹林内の気温の低下を緩和する効

果があると考えられる．

しかしながら，夜間に樹林内が樹林外より高

温となることを，冬季を含めた長期観測によって

実証した研究はほとんどない．また，本研究と同

一の研究対象地域で行われた気温分布観測では，

　論文

事例数は少ないものの秋季夜間晴天時に樹林内が

周囲の水田より高温となる現象が捉えられている

( 杉田 2007)．そこで本研究では，夏季から冬季

までの観測を実施することで，その検証を試みる

ことを目的とした．その際，数少ない都市内緑地

のクールアイランド強度の季節変化を測定した事

例である菅原ほか (1996) の結果を，本研究の比

較対象とした．菅原ほか (1996) は，東京都新宿

区と渋谷区にまたがる大規模な都市内緑地「新宿

御苑」を対象とし，緑地内の樹林と芝生に配置し

た複数の観測点の気温平均値と，緑地周辺の複数

の小学校の百葉箱内の気温平均値の差を比較して

いる． 

なお本研究では，気候緩和効果を暖候期は高

温を抑制する効果，寒候期は低温を抑制する効果

と定義し，暖候期は樹林内が樹林外より低温にな

る効果，寒候期は樹林内が樹林外より高温になる

効果について検討することとした． 

また，都市内緑地の気候緩和効果は，都市内

緑地と周辺市街地の間の相対的な気温差，すなわ

ちクールアイランド強度として表されることが多

い ( 浜田・三上 1994)．しかしながらクールアイ

ランド強度は相対的な指標であるため，緑地の冷

却効果が強く働く場合のみでなく，周辺市街地の

人工排熱量・建築物等の貯熱量・人工的な土地被

覆による潜熱放出の阻害が多い場合も，値が大き

くなりうる．そこで本研究では，東京のような大

都市と比べて，上記の都市的な要因が少ない地域

にある樹林を対象とし，その気候緩和効果を把握

することとした．
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　II．研究対象地域ならびに調査方法

　本研究では，夜間の人工排熱の影響が少ない地

域として，比較的都市化が顕著でない滋賀県彦根

市高宮町の樹林とその周辺地域を研究対象地域に

選んだ（図 1）．両者は水平距離で約 155m 離れて

いる．また，滋賀県のおよそ 1/6 の面積を有する

琵琶湖までの距離は北西方向に約 4.7km である．

この地域は，水田や住宅地の間に島状に寺社林や

防風林などが点在しており，「島緑地」と呼ばれ

る景観をなしている ( 上田・荻野 2003 )．島緑地

のひとつ，高宮神社（以下「樹林内」と略）と，

その周囲に広がる水田（以下「樹林外」と略）を

対象として，夏季から冬季の気象観測を行った

（2008 年 7 月 11 日～ 2009 年 3 月 12 日）．ただし，

観測場所の制約から，樹林外の観測点は水田中に

孤立した休耕地（約 22m × 11m）の最も水田寄

りの地点（水田から約 1m）に樹林外観測点を設

定している．本地点から年間を通した主風向であ

る北西方向には，約 190m 先まで水田が広がって

いる．また，水田の灌水期間は 5 ～ 8 月であった

( 小林 2009)．

高宮神社を中心とする半径 300m 程度の円内

の土地利用は，住宅主体の市街地と水田が同程

度を占めている（図 1）．高宮神社の樹林面積は

約 3675 ｍ 2( 小林 2009)，樹高は 15m 程度である．

樹林内の植生は常緑針葉樹の杉が主体であり，

2008 年 10 月 30 日と 12 月 4 日に魚眼レンズ付き

カメラで撮影した全天写真でも，樹冠のギャップ

サイズに落葉に伴う変化は認められなかった ( 小

林 2009)．

　樹林内の気候緩和効果を正確に把握するために

は，樹林内と樹林外に観測点を設け，その温度差

を比較する必要がある．そこで，両観測点に強制

通風式温度計を含む熱収支観測装置を設置し，樹

林内外の気温差を測定するとともに，熱収支の連

続観測を行った．図 2 に熱収支観測装置の立面図

を，表 1 に用いた測器の諸元を記した．測器は白

図１　研究対象地域図

滋賀県内の位置と熱収支観測点周辺の土地利用

図２　熱収支観測装置立面図
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山工業製のデータロガー DATAMARK LS3000ptv，

または同 LS300ptv に接続し，10 分間隔で測定値

を記録した．温度計は観測終了後に器差補正を行

った．その結果器差は最大で 0.3℃であり，結果

の解釈に際しては 0.3℃程度の誤差があることを

考慮した．

本研究では日中を 9 ～ 15 時，夜間を 21 時～

翌朝 3 時とし，気温をはじめとする観測値はその

時間内の平均値で表した．ただし，日照時間と

降水量はその時間内の積算値を用いた．日照時間

を用いた天候の分類は先行研究によっても様々で

あり，一般的に定められていない．本研究では，

観測点の北方約 4km にある彦根地方気象台の降

水量，日照時間，雲量データを用い，菅原ほか

(2006) を参考に，天候を「晴天弱風」と「無降水」

に区分した．「晴天弱風」は，日中の日照時間が

5 時間以上かつ日中の平均風速が 3m/s 未満，夜

間は夜間雲量が 5 未満かつ夜間の平均風速が 3m/

s 未満とし，それ以外の無降水日を「無降水」と

した（表 2）．ただし，夜間雲量は 21 時と翌朝 9

時の雲量の平均値とした．翌朝 9 時の雲量観測値

を用いた理由は，彦根地方気象台では早朝 3 時の

雲量観測が行われていないためである．

なお，得られたデータと天候の兼ね合いから，

夏季を 2008 年 7・8 月，秋季を 2008 年 10・11 月，

冬季を 2009 年 1・2 月として扱うことにした．

III．結果・考察

　樹林内外のクールアイランド強度の季節変化を

図 3 に示した．クールアイランド強度は「樹林外

の気温マイナス樹林内の気温」で表現した．つま

り，クールアイランド強度の値がプラスの場合，

樹林内が樹林外に比べて低温であることになる．

図 3-a は，日中のクールアイランド強度の季

節変化を示したものである．菅原ほか (2006) は，

日中の都市内緑地のクールアイランド強度が夏季

に大きく冬季に小さくなる傾向にあることを指摘

した．しかしながら，本研究地域の観測では季節

変化に同様の傾向は明瞭には認められなかった．

また菅原ほか (2006) では，日中クールアイラン

ド強度がプラスの場合，晴天弱風日の方が無降水

日よりクールアイランド強度が大きくなる傾向が

読み取れる．本研究対象地域でも秋季・冬季で同

様の傾向が認められたが，その傾向は夏季におい

ては明瞭ではなかった．

都市内緑地でクールアイランド強度がもっと

も低下する冬季に着目すると，菅原ほか (2006)

では，日中のクールアイランド強度はマイナスの

値となる場合が多く，特に晴天弱風日にほとんど

マイナス（市街地より都市内緑地の方が高温）と

なっていた．ところが，本研究では日中にクール

アイランド強度がマイナスになることは観測期間

内で夏季・秋季だけでなく冬季も少なく，日中は

樹林内が低温であった．この点は大きく異なる．

冬季に市街地の気温より都市内緑地の気温の

日中天候区分 晴天弱風 無降水

降水量 (9～15時積算 ) なし なし

日照時間 (9～15時積算 ) 5時間以上 5時間未満

風速 (9～15時平均 ) 3m/s未満 3m/s以上

�夜間天候区分 晴天弱風 無降水

降水量 (21～翌朝3時積算 ) なし なし

夜間雲量 (21時と翌朝9時の平均 ) 5未満 5以上

風速 (21～翌朝3時平均 ) 3m/s未満 3m/s以上

表１　観測測器および観測高度

表２　天候の区分方法

彦根地方気象台観測データを基に天候を「晴天弱風」と「無

降水」に区分した．晴天弱風は，上に挙げたすべての条件

を満たす場合とし，「無降水」はそれ以外の無降水日とした．

50cm 3m VAISALA HMP45A

50cm 3m AF750

1m MF-11

1m MR-22

9cm Hukse flux HFP01

3cm 12cm
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方が高温になる理由について，菅原ほか (2006)

では，市街地では建物の日陰が生じる一方で，落

葉した都市内緑地では地表面が日向になることを

指摘している．一方で本研究の対象とする高宮神

社の樹林とその周辺域では，樹林外の観測点を開

放地に設置しため建物の日陰に入ることはない．

また樹林内は常緑針葉樹の杉が優占していること

から，冬季でも樹冠のギャップに落葉に伴う大き

な変化はなかった ( 小林  2009)．このため本研究

対象地域では，都市内緑地と比較して樹林外の日

中の気温が低下しにくく，また樹林内の日中の気

温が上昇しにくいといえる．そのため冬季日中に

樹林内の方が高温にならないと推測される．

一方，図 3-b は夜間のクールアイランド強度の

季節変化を示したものである．日中のクールアイ

ランド強度は季節や天候を問わずほとんどプラス

の値で推移しているが，夜間のクールアイランド

強度は季節による差異が認められた．特に，夏季

夜間におけるクールアイランド強度のマイナス値

は顕著に認められ，27 事例のうち 4 事例のみが

プラスでほか 24 事例はすべてマイナス値となっ

ていた．このことは，夏季の夜間に，樹林が放射

冷却を抑制する効果を持つことを示唆するもので

ある．このように夏季夜間に樹林内が相対的に高

温となることを示した先行研究の事例はほとんど

なく，菅原ほか (2006) でも無降水日の夏季夜間

のクールアイランド強度は天候にかかわらずほと

んどプラスとなっている．この違いをもたらす要

因として，大都市では都市内緑地周辺の市街地建

築物等による蓄熱・排熱や人工的な土地被覆によ

図３　樹林内外のクールアイランド強度の季節変化

(a) 日中，(b) 夜間．点線枠は本研究での夏季，秋季，冬季の定義期間．
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る潜熱放出の阻害効果が樹冠による放射冷却の抑

制より大きく，その結果都市内緑地の方が周辺市

街地より低温になっていることが考えられる．

以上に対し，秋季夜間のクールアイランド強

度はプラスの場合とマイナスの場合があり，夏

期と冬期の中間的な状況であった．先述の杉田

(2007) では，11 月上旬に樹林内が樹林外より 0.6

～ 0.9℃高温となる事例が示されている．本研究

でも事例数は少ないものの，同時期には同様の現

象が認められた．

冬季夜間のクールアイランド強度は，夏季夜

間とは逆にほとんどの場合プラスとなっており，

樹林内と樹林外の気温がほぼ等しいか樹林内の方

が樹林外より低温となっていた．この冬季夜間の

観測結果は当初の想定と異なり，上記の樹林が放

射冷却を抑制する効果が小さいということにな

る．しかし，研究対象地域の樹林は常緑樹であり，

12 月上旬でも樹冠のギャップの大きさに大きな

変化はないことが確認されていることから，樹林

が放射冷却を抑制する効果が小さくなるのではな

く，その効果を打ち消す別の要因があることが想

定される．

そのひとつの可能性として，樹林外にある住

宅等からの人工排熱等の都市的な要因がある．都

市内緑地でも冬季夜間は樹林外（＝周辺市街地）

の方が高温となる ( 菅原ほか 2006) ．しかしなが

ら，本研究地域の土地利用からはそれが支配的で

あるとは考えにくく，現時点では明確な理由が見

つけられていない．

夜間の天候とクールアイランド強度の関係に

ついては，菅原ほか (2006) では，晴天弱風日の

方が無降水日よりクールアイランド強度が大きく

なる傾向が認められるが，本研究対象地域では季

節を問わず明瞭な傾向は認められなかった．

以上のことから今回の観測により得られた事

項をまとめると，以下の点が挙げられる．

①都市内緑地の研究の多くは夏季の観測結果のみ

で議論されることが多い．本研究では夏季から

冬季に亘り樹林内外の気温差を捉える観測を実

施することで，都市内緑地とは異なるクールア

イランド強度の季節変化を捉える事が出来た．

具体的には②～⑤である．

②水田と住宅地が混在した中に，常緑樹からなる

孤立した樹林が存在する本研究地域では，日中

のクールアイランド強度に明瞭な季節変化は認

められなかった．日中の樹林内は，夏季だけで

なく冬季も相対的に低温であった．

③一方，夜間のクールアイランド強度には明瞭な

季節変化が認められた．本研究地域では夏季夜

間に樹林内が高温，冬季夜間に樹林内が低温で

あった．

④夏季夜間に樹林内が相対的に高温となることを

指摘した先行研究はほとんどない．樹林内が高

温となる理由としては，樹林の樹冠が放射冷却

を緩和すること，および本研究地域の樹林外で

は都市的要因の影響が小さいことが想定される．

⑤冬季夜間は想定と異なり，樹林内が相対的に低

温であった．これは，冬季に④で指摘した要因

がなくなることは考えにくいことから，それを

打ち消す別の要因があると考える．しかしなが

ら，現時点ではそれは特定できていない．

IV．今後の課題

　上記⑤で挙げた点について検討を進めたい．冬

季夜間に相対的に高温となる琵琶湖からの北西風

が暖気移流となることについての検討，湖と逆方

向から吹く陸風についての検討，樹林内観測点の

空間代表性についての検証，熱収支解析等に基づ

いた詳細な検討などを実施予定である．また，今

回は天候区分や風速などのデータを日中および夜

間で平均化しているため，それによって細かな気

温変動にともなうクールアイランド強度を説明で

きなくなっている恐れがある．今後，時間ごとの
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データを使用するなどして詳細な解析を進める必

要がある．

以上の解析を進めることにより，夜間のクー

ルアイランド強度の季節変化を規定する要因を解

明することを今後の課題としたい．
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