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1. はじめに
近年日本の都市部におけるヒートアイラン
ド現象が顕著である。ヒートアイランド現象
とは、都市部の気温がその周辺の郊外部に比
べて異常な高温を示す現象であり、高温によ
り自然環境が影響を受け、住民の生活や健康
にも影響を及ぼす事から、近年問題視されて
いる。人口が集中する地域で起こる現象であ
り、都市の規模が大きい程ヒートアイランド
現象の影響も大きい傾向があると言われてい
る。
具体的にこのヒートアイランド現象は、
今日
では冷房需要を増加させて二酸化炭素排出量
の増大をもたらしたり、熱中症を増加させて
人体に直接影響を与えたりする環境問題とし
て認識されている。
熱中症の被害評価に関する既往研究として
は、井原ほか 1）や Ihara, et al2)が、ヒートア
イランド現象が顕著であり、かつ統計資料が
整備されている東京都区部（東京都 23 区）
全域を対象とし、東京における日気温 30℃以
上延べ時間数と熱中症による 65 歳未満死亡
数との関係
（ただし労働災害での熱中症のみ、
Ihara, et al では熱中症全体と日最高気温と
の関係）を定式化している。65 歳以上におい
ては熱ストレスによる死亡リスクを、日最高
気温を説明変数として評価している。
さらに、
他のカテゴリエンドポイントも含めて、ヒー
トアイランド現象による東京都 23 区の最近
20 年間（あるいは 30 年間）の高温化に伴う
環境影響を貨幣換算している。
一連の評価は、
LIME3)の枠組みに従っており、カテゴリエン
ドポイント（ミッドポイント）である熱スト
レスを、保護対象（エンドポイント）である
人間健康に換算している。
夏季の高温化は、疲労感やだるさ、無気力
やいらいら感など気分に及ぼすもの、寝苦し

さなど、死亡や重症には至らない程度の健康
被害を引き起こしているが、これらも軽度の
熱中症（あるいは高温障害）であり、罹患数
は重度の被害に比べてはるかに大きいと考え
られている 4)。岡野ほか 5)は、軽度の障害の
ひとつである睡眠障害の被害をエンドポイン
トにて評価し、その被害が大きいことを示し
たが、高温化に伴う他の軽度の被害はまだ評
価されていない。また、ヒートアイランドや
地球温暖化に伴う夏季の高温化の将来予測を
もとに、どれだけ熱中症死亡リスク及び軽度
の熱中症による被害リスクが高まるのか、不
確実性を考慮して評価した事例もない。
以下、軽度の熱中症を夏季の不快感とも表
記する。
2．目的
本研究の目的は、以下の 2 つである。
一つ目は、夏季の不快感を具体的に定量化
する事である。具体的には、アンケートをと
り、その結果をミッドポイントで評価する。
その際、日最高気温（℃）と定量化困難であ
る夏季の不快感の関係を導出する。不快感の
被害量は貨幣で表現する。また、夏季の不快
感に対し、夏季の行動意識や属性がどのよう
な関連性を持っているのかも調べ、夏季の行
動意識等の向上を促したい。ただし、本研究
で提示するミッドポイントでの被害額の評価
は、前節で述べたエンドポイントでの既往の
研究結果との間で被害額を単純には相互に比
較評価することはできないことを付記してお
く。
二つ目は、
夏季の高温化の将来予測を元に、
前述のアンケートより得られる気温と不快感
との関係を用いて、どれだけ夏季の不快感に
よる被害リスクが高まるのかを将来予測の不
確実性も考慮して評価する。同様に、文献 6
を元に導出された日最高気温と熱中症死亡率

の関係を用いて、熱中症死亡リスクの将来予
測を行う。
3．アンケート調査
アンケート調査
3．1 調査概要
夏季の不快感を評価するため、アンケート
調査を行った。アンケートは、前半部分は主
に回答者の属性（性別・職業・世帯収入など）
に関する設問、後半部は CVM に用いる設問、
夏季の行動意識に関する設問によって構成さ
れている。調査対象は東京都 23 区居住者と
し、居住者の性別年代別構成に応じたサンプ
リングをおこなった。
CVM に用いる設問作成に当たっては、病
院に搬送されない程度の、既存のデータとし
ては捉えられないいわば夏季における人々の
不快感を調べ上げ網羅し、不快感の項目ごと
にその回避のための WTP を尋ねている。そ
の際、不快感が自力である程度温度コントロ
ール可能な場所での事かそうでないか評価す
るため、不快感を覚えたのは主に自宅内か自
宅外かまたは両方においてかも質問している。
予定変更の回避の WTP も、夏季の不快感に
含まれると考えた。
夏季の行動意識に関する設問では、室内で
は適切な空調設定にしているかなど、夏季の
暑さ対策をきちんとしているかを聞いている。
3．2 調査詳細
調査は、2009 年度 8 月中旬～9 月上旬の中
の計 15 日間、インターネット調査により実
施した。できるだけ最高気温が高くかつ雨が
降らない日を予測して調査日を設定した。得
られた総サンプル数は 774 であり、抵抗回答
を除いた 772 サンプルを解析に用いた。
文献 0 を参考に夏季の不快感を設定した。
調査票は、8 種類の症状の回避、及び暑さに
よる予定変更事例がある場合にその回避に対
する支払意思額を尋ねる質問で構成される。
CVM 支払カード方式８）を用いた質問とした。
具体的な症状の内容は、4.1 節図 1 を参照さ
れたい。
各々の症状に対する支払いカード方式の価
格範囲の中央値を合算し、すべての症状の質
問後に『
〔〕円支払うことにより全ての症状が
なくなる。よろしいでしょうか。
』として、総
額に対する支払意思額の確認もおこなうよう

にした。ここで同意を得た場合、症状 8 項目
を全て回避することに対する支払意思額がそ
の額となる。
同意を得られなかった場合には、
再度同じ質問を提示し修正された回答を得た。
夏バテ症状 8 項目のそれぞれの質問につい
ては、前日にその症状に見舞われたかどうか
と、見舞われたならば今後 1 ヶ月続くとして
それを回避する事に対する支払意思額を尋ね
ている。
また、回答時の前日を対象として回答して
もらうことにより、その回答日からその回答
者が症状に見舞われた日が分かり、日最高気
温も特定できる。また、1 ヶ月に対する回避
を尋ねることにより、支払意思額を月額と見
なせる。
４．アンケート解析
アンケート解析
4．1 軽度の
軽度の熱中症である
熱中症である夏季
である夏季の
夏季の不快感の
不快感の現状
以下アンケート解析において、夏季の不快
感症状 8 項目全てを回避することに対する一
人当たり平均支払意思額[円/月・人]が
20000[円/月・人]以上の回答を裾切りして得
られた 715 サンプルで算出した。
以下は、夏季の不快感症状ごとの回避に対
する平均支払意思額である。
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図 1 軽度の熱中症項目ごとの平均支払意思額[円/
月・人]

図 1 から、だるさ・疲労感が大きく、寝苦
しさは予想とは反しそれ程大きくない結果と
なった。また、だるさ・疲労感や寝苦しさ以
外の夏季の不快感は、それらと同程度かそれ
以下の不快感がある事が言えた。
4．2 日最高気温と
日最高気温と夏季の
夏季の不快感の
不快感の関係
以下図 1 に、夏季の不快感症状 8 項目全部
を回避することに対する一人当たり平均支払
意志額[円/月・人]と、日最高気温の関係を示
す。8 項目全てを回避する事に対する平均支

払意志額[円/月・人]が 20000 円以上だった回
答は省き、サンプル数は全体で 715、各々の
日最高気温につき 50 程度である。日最高気
温は、練馬区の気温を基準にした。
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5500

y = 235.92x - 3409.8
R 2 = 0.5416

5000
4500

ダウンスケールにおける疑似温暖化の手法の
手順を表 1 に示す。現在までの気候の境界条
件は、
客観解析データを用いた観測値となり、
疑似温暖化手法による将来の気候の境界条件
は、それに地球温暖化前後の GCM の差分を
加えたものとなる。
表 1 ダウンスケールにおける疑似温暖化の手法
（1）
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図 2 日最高気温[℃]と 8 項目症状全ての回避に対す
る平均支払意思額[円/月・人]の関係
（注）項目 2～7 については、気温に依らず全体の平
均値を支払意思額として用いている。

事前に 8 項目の症状ごとに日最高気温と平
均支払意思額の関係を出した結果、項目 1 と
項目 8 に有意な相関が得られ、その他は有意
な相関が得られなかった。なお、項目 8 の寝
苦しさよりも、項目 1 の疲労感・だるさの方
が日最高気温の上昇とともに平均支払意思額
が高くなった。
図 1 は、項目 1 と項目 8 については日最高
気温に対する支払意思額の平均値を、項目 2
～7 については気温に依らず支払意思額の平
均値を用いて、項目 1～8 の合計値を縦軸の
支払意思額としている。
図 1 から、平均支払意思額[円/月・人]で考
えると 1℃上がるごとに一人当たり約 240[円
/月・人]高くなることになる。参考だが、東
京都区部の人口を乗算する事により、東京都
区部全体では、1℃上がるごとに約 20 億[円
/℃・月・東京都区部]だけ夏場の不快感症状 8
項目回避に対する支払意思額が高まる事にな
る。つまり、東京都区部にヒートアイランド
対策を導入し、その結果、1 ヶ月通して日最
高気温が平均 1℃下がれば、約 20 億円だけ夏
季の不快感に伴う損失が防げると言える。
5 熱中症被害リスク
熱中症被害リスクの
リスクの将来予測
5．1 WRF 及び疑似温暖化手法
WRF９）は、完全圧縮形の非静力モデルで
ある。その WRF に疑似温暖化手法を適用し、
Ａ2 シナリオを仮定した地球温暖化による気
温上昇の予測を行った。

領域気候モデルに現在の客観解析データを
境界値として出力し観測データと比較，調整

（4）

(3) で得た領域モデルに（2）の疑似温暖化
境界値データを入力し将来の気候予測

力学的ダウンスケーリングにより、水平解
像度を 3km とした。東京都練馬区の標高は
29.86ｍである。その他計算条件は以下の通
りである。
表2

計算条件

鉛直層数
37 層
時間積分
6秒
雲微物理過程
WSM-3
長波放射
RRTM
短波放射
Dudhia
地表面モデル
NoahLand-Surface Model
積 雲 パ ラ メ タ Kain - Fritsch
リゼーション
5．2 熱中症死亡リスク
熱中症死亡リスク及
リスク及び夏季の
夏季の不快感リ
不快感リ
スクの
スクの将来予測
将来予測
以下図 3 は、計算結果による東京都練馬区
の 2000-2008 年 8 月（以下現状と呼ぶ）の各
日にちの日最高気温の出現頻度分布、及びそ
の特定日が A2 シナリオにより温暖化した場
合の 2050-2060 年 8 月
（以下温暖化後と呼ぶ）
の 10 年間の日最高気温の出現頻度分布とな
る。サンプル数は各々31×9=279 となる。
ここで、日変化の現状の気温のデータは、10
年間の平均値である。境界条件は現状の平均
の客観解析データではなく、2000 年代 8 月
について年ごとに境界条件として与え、計 9
回計算を行っている。
現状の日最高気温平均は約 30.9℃、温暖化後
の日最高気温平均は約 33.9℃となった。また
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温暖化後では 40℃を超える場合も予想され
た。

データ区間（日最高気温）

図 3 各日最高気温が起こった（起こる）確率

以下図 4 は、文献 6 を元に導出された日最
高気温と熱中症死亡率の関係を用い、実際に
温暖化後の日最高気温にヒートアイランド現
象によりさらに 1℃増加したときの熱中症に
よる死亡リスクの増分の関係となる。

法を用いた地球温暖化予測（A2 シナリオ）
結果を元に、軽度の熱中症リスク及び熱中症
による死亡リスクの将来予測を行った。
高温に伴う目にはなかなか見えにくいが薄
く広い夏季の不快感の被害量は大きかった。
症状により日最高気温にも相関が見られた。
このような不快感は他にも様々な切り口から
存在すると考えられる。また、高温時からさ
らに気温上昇した時の熱中症死亡リスクは大
きかった。
以上を通じ、ヒートアイランド現象による
弊害の大きさがより詳細に示される事を期待
する。そしてヒートアイランド現象対策が進
む事を願う。
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