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南アジア都市域での人口増と温暖化による

健康被害の増加（インド、インドネシア等）

海面上昇で水没したジャカルタの
モスク（2018年9月、亀卦川撮影）

都市の温暖化と対策への展望
明星大学理工学部 亀卦川幸浩（きけがわゆきひろ）

多摩市市制施行50周年記念市民提案事業シンポジウム
「気候変動とアクション・私が進める住まいのCO2削減」（2023年2月10日）

都市で生ずるもう一つの温暖化
（ヒートアイランド現象）

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0810/earthlights2_dmsp_big.jpg


気象・熱環境研究室（亀卦川研究室）の紹介

詳細は以下WEBページ参照
http://www.hino.meisei-u.ac.jp/es/staff/kisyo-netsukankyo/
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米国の史上最悪山火事、都市部にも煙
（2020年9月9日 TBS NEWS）

国土の1/3が水没したパキスタン（再建には
1.5兆円、10年はかかる見通し）
（時事通信社：2022年8月31日）

干上がった長江（中国・重慶市）
（朝日新聞デジタル；2022年8月29日）

イギリスで観測史上初の40℃越え
（イギリス気象庁;2022年7月19日）

ウェザーニュース（2020年8月19日）
東京２３区の熱中症死者１７０人
８月では過去最多

世界気象機関（2022年9月1日発表）によると、
1970年から2019年までの50年間で1万1000件以上
の気象災害が発生。200万人以上が死亡し、経済損
失は3兆6400億ドル（約400兆円）に達した
（cf.日本のGDP540兆円）。

Nature誌に掲載されたShindellらの2018年の
論文によると、今後40年間の地球温暖化が2℃か
ら1.5℃に緩和されるようCO2排出を削減できた
場合、大気汚染等による死亡者数を世界で1~２
億人減少させる事が可能。

気候変動に伴う異常気象災害の深刻化
（気象・気候は元来変動するもの。問題は人為的に変化させたこと。）

気候変動は歴史を変えてきた
（Brian Faganの著書が有名）

カナダでは49.6℃を記録（2022年6月29日）
東京の2022年猛暑日は16日で過去最多

https://www.bbc.com/news/science-environment-58396975


天気予報と気候予測の仕組み（数値モデルと気象シミュレーション）
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地球の大気を小さいBOXに分ける
気象現象に関わる物理方程式をコンピュータ上で解くためのプログラム

数値モデル

スパコン等を用いプログラムを実行し、気象や気候を予測
（数値シミュレーション、計算機実験）

明日の天気、100年後の気候
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（出所：気象庁WEBページ掲載資料）

（出所：気象庁WEBページ掲載資料）



研究紹介：都市の気候変動とヒートアイランド悪循環を予測する数値モデル
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大気・海洋結合大循環モデル

結
合

都市気象・建物エネルギー連成数値モデル（独自開発）

全球～都市～建物のマルチスケールシミュレーション

ジャカルタ

ジャワ海

ジャワ島北西部



日経朝刊1面（2021/4/23）
日経朝刊1面（2020/10/22）

世界は気候変動対策に本腰を入れ始めた！
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役割：気候変動に関する科学的知見の集約と政府等への情報提供を担う国際組織

（各国が協力して推進すべき気候変動政策に対して科学的根拠を与える事が目的）

（世界中の科学者が協力して、科学誌などに掲載された論文の研究成果を精査・集

約し5年～7年間隔で報告書を作成・公開している。最新は3分冊の第6次報告書。）

IPCC（気候変動に関する政府間パネル；1988年設立；2007年ノーベル平和賞受賞）
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気候変動（これまでに起きたこと；観測事実）

18世紀の産業革命以降、化石燃料の消費増や、森林の伐採・砂漠化に伴う炭素固定の減少

に伴い、大気中のCO2濃度が1750年頃の280ppmから2019年には410ppmまで約1.5倍増加。

このCO2濃度の上昇による温室効果を主要因とし、産業革命以降の地球の平均地上気温は

1.1℃上昇！ （地球温暖化の正体＝地上付近の温暖化＋実は上空の寒冷化）

気候変動（これから起きること；予測）

このまま温暖化が進むと、遅くとも2040年頃までに地上気温は1.5℃上昇。更に今世紀末まで

には、最悪6℃近くの温暖化が起こり、甚大な被害が生じる。

すでに、世界の海洋が温暖化した為、今後数百年から数千年にわたって温暖化の影響は持

続。2016年発効のパリ協定では、壊滅的な被害を回避する為に、産業革命以降の気温上昇を

2℃未満、出来れば1.5℃以内に抑える事を国際目標とする事が合意された。その為には、

CO2排出量を2030年までに2010年比約45%削減、2050年前後には正味ゼロにする必要あり。

出典：IPCC1.5℃特別報告書（2018）、IPCC第6次報告書（2021）



 

太陽放射 

大気 

黒体放射による赤外線 地面 

大気の働き⇒太陽放射を透過させ、地表面から

出た赤外線は吸収する。赤外線吸収で加熱され

た大気はその温度に応じた黒体放射で赤外線

を上下に再放出する。 

地球

地球温暖化のしくみ（炭と焼肉の関係）＝温室効果

炭＝地球表面

戻りの赤外線

焼肉＝CO2を含んだ大気

地上付近の温度
を上げる（温室効果）
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上空の寒冷化
（成層圏）

赤外線

眞鍋淑郞博士
（2021年ノーベル物理学賞受賞）

（出所：https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/like_hokudai/article/23684）
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これまでの地球温暖化（1850～1900年を基準とした世界平均気温の変化）

・これまでに生じた地球温暖化は、2000年遡っても前例のないもの。

・その原因は、人間活動に依る事が初めて断定された！
（IPCC第5次報告書では95%以上の確率と推計。今回は疑う余地なしとの結論。）

（出所：IPCC第6次報告書、2021）
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これからの地球温暖化 （出所：IPCC第6次報告書、2021）

これまでのCO2排出量（産業革命以降）2390Gt

気温上昇が1.5℃に
収まる上限CO2排出量

1.5℃上昇に止める為には、あとこれだけ（300～400Gt）
しか排出できない！（2019年の世界排出量は58Gt！）

（排出量の出所：UNEP-Emissions Gap Report 2021）



これからの地球温暖化
出所：令和4年度環境研究総合推進費公開シンポジウム「都市と気候変動」
（茨城大学 三村信男教授 2022年9月24日講演資料）
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これからの地球温暖化 （出所：IPCC第6次報告書、2021）

（将来の天気はますます荒くなっていく）



都市で生ずる温暖化＝地球温暖化（GW）＋都市ヒートアイランド（UHI）

IPCC第5次報告書（2013）
・今世紀末までにGW（2～5℃）＋UHI（大都市で1～2℃の上乗せ）

Estrada et al. (Nature Climate Change, 2017)
・世界の上位400都市は2100 年までに7℃以上の昇温
・GWに伴う経済損失は、UHI効果を加味した場合に2.6倍に増加！

気候予測で考慮されていない都市の気温上昇メカニズム？
（”気温上昇→冷房排熱増→更なる昇温“の悪循環で夏季の温暖化は1割～2割強化される；Kikegawa et al., 2022）

冷房が必要な都市の
ヒートアイランド化

排熱増加

気温上昇 冷房エネルギー
消費の増大

悪循環

CO2排出
も増大

地球温暖化を加速？

2015年8月5日 テレ朝 報道ステーションで悪循環を解説

2018年：
世界総人口 76.3億人
内、55%が都市に居住

2050年（国連の予測）
世界総人口 97.7億人
内、68%が都市に居住

人類への影響でみると
ヒートアイランドは重要な問題！
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１．地表面被覆の変化（緑や水面が減少し地表面が高温化した）

２．人工排熱の増加（エネルギー消費が増え大気への排熱も増加）

３．地表面形状の複雑化（ビルがたくさん建ち風通しが悪くなった）

UHI（都市ヒートアイランド現象）は、地球温暖化と異なる仕組みで生ずる！
（温室効果は無関係、過去100年の東京の気温上昇3.3℃のうち2℃程度がUHIのせい！）



地球温暖化に関する最新知見（ヒートアイランド対策も重要！）

1950～2018年の主要都市における気温上昇の原因（ヒートアイランド効果.vs.地球温暖化） 出所：IPCC第6次報告書（2021）

都市化が進行している地域では、気温上昇に対するヒートアイランドの影響は小さくない。過去68年間
のアジアの都市域での気温上昇の1/4超の部分がヒートアイランド効果に依ると推定されている。
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様々なヒートアイランド対策

建築関連の対策

光触媒が
コーティングされた側壁

撒水

光触媒が
コーティングされた側壁

撒水

高反射塗料が塗装された屋上

地中熱を利用した冷暖房

出所）東京都環境局（2005）「ヒートアイランド対策ガイドライン」

出所）旭化成HP
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道路関連

その他の対策

・建物、機器、自動車の省エネ ⇒ 人工排熱の削減
- ZEB、ZEH
- 照明、自動販売機、ＩＴ機器などの省エネ化
- 高効率ヒートポンプ（冷暖房・給湯用）
- 低公害車（ハイブリッド車、電気自動車など）
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温暖化対策の考え方（緩和策、適応策、ヒートアイランド対策）

地球温暖化対策

緩和策（カーボンニュートラル）

大気中の温室効果ガス濃度の上昇
を抑え温暖化の進行を和らげる。

• CO2などの温室効果ガスの排出規制
• 再生可能エネルギーの導入推進など

適応策

生活・行動様式の変更や社会シス
テムの調節を通じて温暖化の影響
を軽減させる。
• 異常気象を想定した都市構造の設計
• 都市空間での人体温冷感の改善など

ＩＰＣＣ第4次報告書は、「最も厳しい緩和努力をもってしても、今後数十
年間の気候変動の影響を回避することはできないため、適応は、特に
至近の影響への対処において不可欠になる。」と指摘。

ヒートアイランド対策は温暖化の緩和・適応へシナジー（相乗効果）をもたらす一石二鳥の対策
（暑熱健康被害や洪水被害の軽減、大気汚染の改善も期待できる；IPCC第6次報告書）

我が国は、2018年12月に気候変動適応法を施行。
（地方自治体は、気候変動適応計画の策定に着手。）
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出所：高根・青木・亀卦川他の2015年論文



講演者らの最近の研究報告
(https://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2022/nr
20220603/nr20220603.html)

都市部での人間活動を例えばリモートワーク等
の普及により変化させ、「新たな働き方・日常」を
推進することで、局所的にヒートアイランドの緩
和と省エネ・脱炭素化が推進できる可能性あり。

中国の主要都市では、コロナ禍のロックダウン
により0.5℃の気温低下が観測されている！
（Liu, Z. et al.,(2022). Geophysical Research 
Letters, 49, e2021GL096842.）



大気へのCO2排出量

大気からのCO2除去量

Neutral （中立、つり合い）

主な排出要因
・化石燃料の燃焼（数千万年～数億年間の生物由来
炭素をたかだか200年程度でいっきに排出）
・生物呼吸（光合成CO2吸収とつり合いニュートラル）

主な対策
・再エネ（太陽光等）、NH3発電、バイオマス燃料
・家電等の省エネ、建物の省エネ（Net Zero Energy 

Building & House；ZEB & ZEH）
・自動車のCO2排出削減（EV、PHEV、FCV）
・資源循環の高度化（プラごみ３R、食品ロス削減）
・脱炭素型まちづくり（コンパクト化、ウォーカブル化）
・産業の脱炭素化（水素還元製鉄など）
・ライフスタイルイノベーション

主な除去要因
・海洋への吸収（溶け込み）
・植物光合成（生物呼吸とつり合い）

主な対策
・CDR（二酸化炭素除去）
海洋肥沃化、火力発電所における
CCS（CO2回収・地中等への貯留）、
大気中CO2の直接回収、植林、
適切な森林管理

カーボンニュートラル（2050年までに温室効果ガス排出を正味ゼロにする！）
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カーボンニュートラル（つづき）

・元々は、温室効果ガスの3/4を占めるCO2に関して提唱された概念。

・大気へ排出されたCO2は、半分弱が大気へ残留、残りは海と陸へ吸収。

・この残留量が、経年的に大気中のCO2濃度を上昇させて来た。

・排出量を減らすか、吸収量を増やし、残留量をゼロにする考え方がカーボンニュートラル。

・この考え方が、メタン等を含む温室効果ガス全体へ拡張された。

・ニュートラルになると、大気中の温室効果ガス濃度の上昇が止まり、温暖化緩和に繋がる。

出所：気象庁WEBページ

CCS（CO2回収・貯留）の概念図、出所：経産省WEBページ
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カーボンニュートラル（2050年までの実現に向けた我が国の施策）

国・地方脱炭素実現会議にて「地域脱炭素ロードマップ 」として体系化（2021年6月）。

カーボンニュートラル実現に向けた施策や対策技術のリストアップはされているが、現状では、それに先立つ

2030年目標（2030年度までに温室効果ガスの2013年度からの46％削減）の達成も確実には見通せない状況。

今後の政治・経済情勢や技術動向を踏まえ、最適に施策・対策技術を総動員し、目標の達成を目指すべき。
22

「地域脱炭素ロードマップ 」で推奨された
脱炭素行動（ゼロカーボンアクション30）
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適応策について詳しく知りたい場合（A-PLATのホームページがお勧め）

https://adaptation-platform.nies.go.jp/index.html
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様々な適応策（A-PLATパンフレット「目で見る適応策」より抜粋）
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おわりに

・気候変動は進む（温暖化による影響は避けられない）。

・悪影響を少しでも軽減するため、CO2排出の削減に努める（緩和策）。

・温暖化を受入れ、悪影響や被害を減らす工夫が当面の現実的対策でも
ある（適応策）。地域の実情に応じた取り組みを推進すべき。

・気候変動のリスクが集中する都市域では、ヒートアイランド対策が
地球温暖化の緩和・適応策になり得る（一石二鳥）。

・緩和策では、CO2に代表される温室効果ガスの大気への排出量と大気
からの除去量が釣り合うカーボンニュートラルの状態を、遅くとも今
世紀半ばまでに実現すべく、各種対策を総動員する必要あり。これが
達成できた場合、大気中の温室効果ガス濃度を安定化させる事ができ、
極めて深刻な被害が生じない範囲に地上気温の上昇を収める事が可能
かもしれない。（今後10年の取り組みが世界の将来を左右！）



過去１万年間における大気中の二酸化炭素濃度の推移
（IPCC4次報告書より）

ワットの蒸気機関発明（1769年）

地球全体の二酸化炭素の経年変化（気象庁WEBページより）





出所：IPCC 第６次報告書第３作業部会報告書政策決定者向け要約解説資料 （国立環境研究所）



出所：IPCC 第６次報告書第３作業部会報告書政策決定者向け要約解説資料 （国立環境研究所）







モデル適用（夏季首都圏）：対策（ZEB・ZEH）による電力需要・排熱・地上気温への影響
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減
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18.8%減

12.4%減

9.7%減

建物排熱

地上気
温への
影響

日平均

交通排熱

ZEH ZEB

外皮設定 UA値
≦0.60

ポイント法

内部機器発熱 20%削減 50％削減

電動空調COP 1.25倍 2倍

オフィス集合住宅戸建住宅 首都圏合計 オフィス集合住宅戸建住宅 首都圏合計

計算設定

ZEH：20%以上の省エネ＋再エネ導入

ZEB：50%以上の省エネ＋再エネ導入

電力需
要

排熱
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