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大規模丘陵緑地に隣接する市街地内住宅地における冷気流の影響調査 

 －都立平山城址公園周辺住宅地を対象として－ 

Investigation of effect of cold air current in residential quarter in urban area that is adjacent to 
large-scale hill green space 
  -A Case Study in the residential quarter around Hirayama-joshikoen- 
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The present study analyzed the situation of the occurrence of the cold air current in the residential quarter in the urban 
area that was adjacent to the large-scale hill green space with aimed to examine the easing strategy of the city heat by 
the observation investigation. In addition, relativity with spatial data each observation point temperature, a green 
distance, the vertical interval, and peripheral was analyzed. 
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1.はじめに 
近年の大都市における人口一極集中は、都市の活動を飛躍的

にし都市熱の増加や人工地盤の増加をもたらしている。これらは

ヒートアイランドの要因の一つと考えられている。その対策とし

て市街地内緑被による熱環境緩和方策が期待されている。 

これまでに市街地内の大規模緑被に関する熱環境緩和方策の

研究として、成田ら1)は、市街地内大規模緑被である新宿御苑に

おいて夜間の冷気のにじみ出し効果について７日間の観測実験

を行い、にじみ出しの風向、風速の分析を行い、市街地及び御苑

内の平均気温差をクールアイランド強度とし、その値は１から

２℃程度である。冷気のにじみ出しとは、樹木等の蒸散作用で熱

を奪うことにより、周辺温度より低くなり、その冷気が周囲へ広

がることである。この冷気のにじみ出し距離は80から90ｍ程度

であることを明らかにした。竹林ら2)は市街地内の比較的大規模

な緑被を対象として風と気温の測定を実施し、冷気のにじみ出し

現象を明らかにしている。東海ら3)は市街地内の中規模緑被にお

いて周辺市街地への冷気のにじみ出しは 60ｍを超えている可能

性があることを明らかにしている。森山4)は微気象の観測実験か

らヒートアイランド抑制に対して市街地内での冷気のにじみ出

し効果は、周辺地域への寄与となる現象として重要であるため、

市街地内に防暑林の設置が必要であるとしている。しかし、これ

までの研究において市街地内住宅地の緑被による冷気のにじみ

出しに関する研究は少ない。 
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以上のことから本研究では、大規模緑被の冷気のにじみ出し

が丘陵部では重力作用で平地より効果的に広がることから都市

熱の抑制に効果的であると考え、八王子市の丘陵部に広がる都立

平山城址公園の周辺住宅地において、観測調査から冷気のにじみ

出し現象の生成を分析するとともに、温度と土地利用等の空間デ

ータの関連性を明らかにすることを目的に研究を行った。 

2. 研究内容 
2-1.研究対象地域 
研究対象は、図１に示すとおり東京都の西部に位置している市

街地内丘陵地にある大規模緑被として都立平山城址公園等に隣

接している長沼、南陽台、平山２丁目等の各周辺住宅団地内とし

た。 
 

都立平山城址公園  
 ● 
 

図１ 観測対象位置図 
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図２ 市街地内

丘陵地の大規模

緑被から各住宅

団地の高低差

（上段：長沼・

南陽台 下段：

平山２丁目） 
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図２に示すとおり市街地内丘陵地の大規模緑被から各住宅団

地にかけて高低差があり、北斜面である長沼は 79ｍ、南斜面で
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ある南陽台は31ｍ、東斜面である平山２丁目は23ｍである。な

お、各斜面は低層の戸建住宅が数多く立地している。 

観測調査は定点観測と移動観測で行った。なお、移動観測は緑

被による冷気のにじみ出しが夜間を中心に観測されている事例

があることから、本観測においても夕方の16:00から翌朝の8:00

まで行った。 

観測項目及び箇所数として定点測点では、表１に示すとおり長

沼及び南陽台の住宅地内を中心に約50ｍ間隔で設定し、温度（気

温）、微風向、微風速が４箇所、温度（気温）のみ測定箇所が11

箇所、上空の大気変化を把握するため、近隣の東京薬科大学及び

滝合小学校の建物屋上に温度（気温）、風向、風速を２箇所の計

17 箇所で行った。具体的な設置場所については、民地の庭先等

の承諾を得て場所の提供して頂き、提供者の生活に支障を来さな

い場所に設置した。なお、補足調査として平山城址公園内の気温

を測定するため4地点設置した。 

 

移動観測は表２に示すとおり温度（気温）、温度（表面温度）、

微風向、微風速を長沼及び南陽台の住宅団地の２箇所、温度（気

温）、微風向、微風速を緑被東側に位置する平山２丁目住宅団地

の１箇所の計３箇所で行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
観測期間として、本観測に先立って夜間計測時間帯の把握等を

するため、プレ観測を７月27日から８月３日に２箇所で行った

後、全箇所での本観測を８月４日から８月30日の約１月間行っ

た。なお、本観測期間中は調査員が移動観測及びデータの抽出・

器具のメンテナンスを行った。 

図３に示す観測点の内、定点観測に用いた機器は計15箇所の

測点にサーミスタ温度計（おんどとりJr.RTR-52;T&D社製）を組

み込んだ自作測器を設置し、加えて各住宅地2地点(地点4・6・

11・14)に２軸超音波風向風速計(ウィンドソニック PREDE 社

製)(以降微風速計)、更に東京薬科大学(地点16)、滝合小学校(地

点 17)の屋上にウェザーステーション(以降、ＷＳ)を配置した。

補足調査として平山城址公園内の気温には 4 地点にサーミスタ

温湿度計(TR-72U;T&D 社製)を組み込んだ自作測器を設置した。

観測のサンプリング間隔はRTR-52・TR-72Uは1分毎、２軸超音

波風向風速計は１秒、ＷＳは５分毎に設定した。２軸超音波風向

風速計は解析の際に１分平均値にして解析を行った。 

移動観測については、ハンディタイプの測器にサーミスタ温度

計（おんどとりJr.RTR-52;T&D社製）を取付け温度を測定、ステ

ィック型風速(風量)計 testo 405-V1(株式会社テストー)で風速

を測定、自作風向棒で風向を測定、携帯型熱画像装置 FLUKE 

Ti30(フルーク社)で観測地点周辺地域の熱画像を撮影でした。観

測方法は、移動観測用の測器を手に持ち、移動ルート内にある各

地点に到着した時に、温度はハンディタイプの温度観測器を水平

に3分以上持ち温度を観測、風向・風速は、スティック型風速(風

量)計・自作風向棒を持ち頭上に持ち上げ15秒間隔で記入シート

に記録し３分間測定を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表１ 調査対象項目（定点調査） 
微風速 微風向 風向 風速

1 ○
2 ○ ○ ○
3 ○
4 ○
5 ○
6 ○ ○ ○
7 ○
8 ○
9 ○
10 ○
11 ○ ○ ○
12 ○
13 ○
14 ○ ○ ○
15 ○
16 ○ ○ ○
17 ○ ○ ○

測点 温度
一般観測微気候

図３ 大規模丘陵地緑被と観測地点 
次に観測実験の結果から各測点の高低差等の位置と建物利用

等の空間構成との関連性について研究を行った。図４に示す通り、

各測点から半径 20ｍ以内土地利用、建物利用、緑被分布を現地

調査から把握し、地理情報システムに各ポリゴンデータとして属

性を持たせ各測点周辺の建ぺい率、容積率、道路率、土地利用面

積区分（屋外利用地・仮設建物、公園・運動場、未利用地等、原

野、森林）、裸地率、緑被率、緑被からの距離、傾斜角度、標高

を計算し、観測結果か

ら平均気温を用いて

重回帰分析を行った。 

表２ 調査対象項目（移動調査） 
測点 温度 微風向 微風速 赤外線撮影
1 ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○

2-3.器差補正 
 観測後、気温の測定

精度を確認するため、

アスマン通風乾湿計

SK-RHG(佐藤計量機器製

作所;気象庁検定付き)を基準器として、９月９日から11日の間、

本大学日野キャンパス20号館屋上で気温等の計測実験を行い、

結果を補正値として各データ関して器差補正を行った。 

図４ データ抽出（裸地・緑地）

 
3. 研究結果 
3-1定点観測 
解析は次の手順にて実施した。第１番目ににじみ出し現象は、
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夜間で晴天弱風日にみられるので気象庁アメダスのデータ（八王

子・東京・横浜・甲府）から該当日を選定した。第２番目に微風

速計から予想されるにじみ出しの風向を確認した。（南陽台の地

点11の微風速計は住宅が風の障害になり正確な風向を測定でき

なかったため、長沼の地点4と南陽台の地点14の風向からにじ

み出しの風向を見つけることにした。）第３番目ににじみ出しが

発生している時に住宅地区内の気温が低下すると考えられるの

で、予想されるにじみ出しの風向時の気温を解析し、にじみ出し

が発生しているか検討した。 

まず第１番目の手順として候補日の選定として平山城址周辺

での観測データの解析に先立ち、観測期間の気象概況を把握する

ため、アメダス等の気象庁データを対象に予備的な解析を行った。

にじみ出しの発現が期待される夜間の晴天・静穏日を抽出するこ

とを解析の目的として、八王子アメダス、及び観測地点周辺の３

気象台での降水量・日射量・夜間の風速・雲量の測定データに基

づき、日降水量0.5mm以下・日射時間７時間以上・夜間平均風速

２m/s以下・夜間雲量50％以下の日を抽出した。観測期間中の夜

間風速を図５に示す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５ 観測期間中の夜間風速 
 以上の条件のもと、全ての条件値を完全に満たす日はなかった

ため、各条件の値の近い数値である日として8月13、14、16、

26 日をにじみ出し現象が発生している可能性がある候補日とし、

これら候補日について解析した。なお、本報告では主に13日に

ついて報告する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６ 8月13日における地点4・14・16の風向相関図 

次に第２番目の手順としてにじみ出しの風向特定であるが、図

６に地点4と地点14及び地点16の候補日の風向相関図を示す。

図中の風向は東を0°とする時計回りの角度で表した。図中の囲

いは、長沼(地点4）にて南寄り、南陽台(地点14)では北寄りの

範囲に対応し、予想されるにじみ出し現象の風向範囲を示す。 

 13日・14日・16日の風向は、地点16で観測された上空の風

向が概ね北風に対し、長沼が南風、南陽台が概ね北東の風となる

ケースが認められている。26 日は上空の風が概ね西北西の風に

対し、長沼は南寄り、南陽台は北寄りの風となるケースが認めら

れた。このケースをにじみ出し現象ありの風向、それ以外のケー

スをにじみ出し現象なしの風向と仮定した。 

第３番目の手順として上記時間帯の公園気温(平山城址公園内

での多点計測気温の平均値)との温度差を算出した。13日の温度

差を図７に示す。にじみ出し現象が発生する時間帯は、大気が安

定し静穏化する夜間のため、翌0時から日の出までの時間帯とし

た。日の出の時間帯は地点16に設置したＷＳの観測データに基

づいた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図７ 13日の公園との温度差 

 
 
 
 
 
 
 
 

図８ 14日0時から4時30分までの風速 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図９ 13日のにじみ出し現象の可能性がある時間帯の風向 

 13日は、図７より14日1時55分付近の時間帯に長沼・南陽

台の気温が急激に低下し公園気温に近づいている。14日0時か

ら4時までの風速を図８に示す。図中に公園気温に近づいている

時間帯を囲んでいる。1時55 分付近の風速は全ての地点で概ね
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0.5m/s 以下でありにじみ出し現象発現時の風速値を満たしてい

た。この時間帯の風向を図９に示す。図中の下段の囲みは、長沼

の予想されるにじみ出し現象の風向、上段の囲みは、南陽台のに

じみ出し現象の風向を示す。両地点概ね予想されるにじみ出し現

象の風向となるケースが認められた。この時間帯の各地点気温を

図10の囲いに示す。図中の太実践は地点16で観測された上空の

気温、明るい緑線は平山城址公園内での多点計測気温の平均値を

表している。地点 16・公園平均気温は気温低下が認められない

一方、地点7・地点15を除いて気温が最大で約0.5℃程度気温低

下することが認められた。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
図10 13日の長沼のにじみ出し現象が発生している可能性があ

る時間帯の気温変化 

3-2移動観測 
夜間の移動観測を２回実施したが天候に恵まれず雨天が多く、

にじみ出し現象の発現条件を満たしていなかったため、本研究で

は解析を行わなかった。 
3-3空間構成との関係 
 各観測点の平均気温と建ぺい率、容積率、道路率、土地利用面

積、裸地率、緑被率、大規模緑地からの距離、傾斜、標高との関

連性について検討を進めた。目的変数を平均気温、説明変数をそ

の他のデータとして重回帰分析を行った。その分析の結果、Ｔ値

が低く確証が得られなかった。 

3-4まとめ 
 にじみ出し現象は大気が安定し静穏化する夜間に発生する現

象なので、観測期間中の気象概況を把握するため八王子アメダス、

及び観測地点周辺の３気象台の測定データに基づき、日降水量

0.5mm 以下・日射時間７時間以上・夜間平均風速2m/s 以下・夜

間雲量50％以下の日を抽出した結果、8月13、14、16、26日が

該当し候補日として解析した。 

  13日は、14日1時55分付近の時間帯において、公園気温・地

点16の気温が低下していないのに対し、地点7・地点15を除い

た長沼・南陽台の気温が最大約0.5℃程度気温低下が認められた。

14日の1時55分付近の風速は全ての地点で概ね0.5m/s以下で

ありにじみ出し現象発現時の風速値を満たしていた。この時間帯

の風向については、両地点概ね予想されるにじみ出し現象の風向

となるケースが認められた。 

 同様に解析を行った結果、14日においては、15日3時50分付

近の時間帯において、最大約0.5℃程度の気温低下することが認

められた。3時50分付近の風速は地点16で観測された上空の風

は無風になっている一方、長沼・南陽台においては、風速0.5m/s

以下でありにじみ出し現象発現時の風速値を満たしていた。 

 26日については、27日1時12分付近で、地点16で観測され

た上空の気温と公園気温には気温低下が認められない一方、長

沼・南陽台の各計測地点では最大約0.5℃程度の気温低下が認め

られた。風速は概ね0.5m/s以下である。しかし、南陽台は予想

されるにじみ出し現象の風向ではなかった。本研究では各測器の

設置位置が宅地内のため、微風速計が建屋の影響等をうけにじみ

出し現象の風向が正確に観測されていない可能性があったため

気温低下からにじみ出し現象発現の可能性があった。 

 以上から丘陵地にある大規模緑被を保全・活用することで冷気

のにじみ出しが重力効果により丘陵下部に流れ込み、下部に立地

する市街地内住宅地が冷やされることから快適な住環境の創出

につながりとともに、都市デザインとしてこの仕組みを取り入れ

ることが都市熱緩和方策として有効であることが分かった。 

 

4. 考察 

観測期間中、微量ではあるが緑被による冷気のにじみ出しを

観測することができた。しかし、今回の観測では、設置場所が民

地の庭先等であったため、個々の置き場所に制約があった。その

ため、冷気のにじみ出しの特定をすることが困難であった。今後

の展望として、各測器の設置位置について風向や風速が建屋の影

響等を受け正確な観測がされていない可能性があったため、設置

位置を十分に考慮し、今後の観測実験に反映させる予定である。 
また、移動調査、各観測点の土地利用等の空間データとの関

連性については明確な解釈を持つ結果が得られなかったため、調

査方法等の再検討が必要である。 
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