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市民と行政の健康・環境コミュニケーションツールとしての
ウォーキング環境の可視化 - 都市の熱環境に着目して 尾﨑 平*，安室 喜弘*, 窪田 諭*, 檀 寛成*，宮崎 ひろ志*，林 倫子*
*
関西大学環境都市工学部
1. はじめに
(1) 背景
地球温暖化に伴う気候変動の影響が世界的に生じている。地球温暖化等の気候変動への対応は、温室効果
ガスの排出削減と吸収の対策を行う「緩和」と、既に起こり始めている温室効果ガスによる影響への「適応」
に分けられる。緩和について、世界的には 2015 年にパリ協定が策定され、今世紀後半までに世界全体で CO2
排出量を実質ゼロにすることが合意された。また、適応について、各国で適応計画が策定され、わが国にお
いても 2015 年に政府全体としての気候変動の影響への適応計画（以下、適応計画）が策定された(文献：1)。
わが国の適応計画では、分野別施策の基本的方向として、第 5 章が「健康」となっており、その第 1 節は、
「暑熱に関する適応の基本的な施策」が示されている。その中では特に気候変動が熱中症に及ぼす影響に対
して対応施策の必要性を示している。
都市部においては、気候変動やヒートアイランド現象による気温上昇に伴う影響として、夏季に人々が感
じる熱ストレスの増大が指摘され、その影響は熱中症患者の増加や熱帯夜による睡眠障害などで問題となっ
ている(文献：2)。熱中症の発生率は、65 歳以上の高齢者が最も多く、次いで、7～18 歳となっている(文献：
3)。
高齢者の発生率が高いのは、人間の温熱感覚が関連しており、皮膚の温度感受性の鈍化、熱放散能力の低
下、代謝、体液量の減少といった身体的特徴が熱中症発症の起因となっている(文献：4)。また、発生場所と
しては高齢者では自宅、子どもでは運動中が多くなっており、高齢者については、自宅における熱中症対策
が最優先であるが、運動中の発症も数%程度、存在している。
一方、健康維持、増進のためにウォーキングを始めとする運動が推奨されており、厚生労働省では、健康
日本 21 において個人が取り組む目安としての歩数の目標値を設定し、日常生活における歩数の増加を掲げて
いる(文献：5)。そのため、都市空間における歩行環境を整備し、ウォーキングに取り組みやすい歩道や緑道
などの基盤整備と、人が熱ストレスを受けない、あるいは受けにくい暑熱環境を有する物理的な屋外空間の
提供や、ウェブやアプリを介した屋外空間の時間帯別の暑熱環境の情報提供などの適応策が必要である。こ
れらの暑熱対策を通じて、屋外空間を人々が積極的に利用しうると考えられる。
(2) 関連研究
筆者らは、運動を実践する場としての環境基盤と、継続的な運動が確保されるための支援システムの両面
の必要性を指摘している(文献：6)。また、情報提供、コミュニケーションツールの重要性について、学生や
市民を対象にした健康ウォークを支える倶楽部運営に関する研究を報告し、情報提供が運動のモチベーショ
ンや、継続性に好影響を与えていることを示している(文献：7, 8)。暑熱環境と人の屋外空間に関して、三
坂ら(文献：9)は暑熱対策を施した空間の人の利用に関して調査を行い、温熱快適性指標と利用者数の関係を
示している。また、山田ら(文献：10)は、緑地内外の夏季における暑熱強度分布の調査を行い、暑熱指標が
緑地中心部に向かって、同心円状に分布することを示している。暑熱環境の計測、評価手法に関して、河野
ら(文献：11)は、歩道の暑熱環境を計測するために、日射系、風速計、黒球温度計などの複数の計測装置を
台車に設置した上で、計測する移動観測手法を提案している。 大橋ら(文献：12)は数値気象モデルを利用し
た屋外熱中症リスクの評価手法を開発している。
(3) 研究目的
以上のように、これまでの暑熱環境に関する研究では、緑陰による暑熱指標の軽減が認められており、さ
らに緑化ルーバーや保水性舗装などの設置により、利用者が増加することが示されている。一方で、暑熱環
境の計測は、複数の計測機器を用いた方法が採用されている。ある特定日における、暑熱対策効果を厳密に
評価する場合には、複数の計測機器を用いて暑熱環境指標を計測することが有効と思われる。
しかし、ウォーキングを始めとする運動への取り組みを促すことを前提とした場合、より簡便に暑熱指標
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を確認する手段を用意し、延いては時間帯別あるいは季節別の暑熱環境の状態を確認できる利便性を提供し、
ウェブやアプリを介して情報共有することが望ましいと考える。さらに、緑道や公園の緑の配置計画にも適
用可能なものであれば、その効果や有用性を容易に可視化し、把握できることは、企画や住民合意の段階に
おけるコミュニケーションツールとしても役立つもとのと考えられる。
そこで、本研究では、第一に、熱中症発生率は、年齢属性により異なることが示されている（文献：3）こ
とより、後述の対象エリアに新たに完成した公園と緑道の利用実態調査を実施した。その目的は、単に緑道
の暑熱環境の把握を行うだけではなく、併せて、公園利用者の主たる属性を調査し、環境と人の利用の両面
から考察を行うためである。
第二に、屋外空間の暑熱環境を簡便に可視化することを目的に、大域照明モデルに基づいた 3 次元コンピ
ュータグラフィクス(3DCG) で緑陰の濃度を定量的に再現し、地面に投影される影の色情報を用いて暑熱環境
指標を推定する手法を提案する。これにより、特殊な計測機器を用いることなく、暑熱環境指標の推定が常
時可能となる。
第三に、植栽の計画段階で緑陰効果を分かり易く表示することを目的とし、同手法を対象地に適用した結
果を 3DCG を用いて可視化する。可視化する対象はウォーキングやランニングなどで利用されている緑道部
分とする。実在空間と植栽計画で想定される樹木の 3D モデルを合成し、仮想的に再現する。これにより、樹
種や日時の変化、樹木の生長による効果の比較や、空間的な暑熱対策効果を直感的に把握できることが期待
できる。
(4) 論文の構成
本論文では、第 2 章において、本研究で対象とした暑熱環境指標ならびに対象地域の概要を示し、第 3 章
において、第一の目的を達成するために、緑道、公園の利用者実態調査について示す。第 4 章では、第二の
目的を達成するために、3DCG を用いた暑熱環境指標を推定する手法について示す。さらに、第 5 章において、
提案手法を用いて、対象エリアの植樹量を増加させた場合、ならびに時間帯別の暑熱環境のシミュレート結
果と考察を示す。
2.

暑熱環境指標と対象地域

(1) 暑熱環境指標
a) 暑熱環境指標の種類(文献：13)
暑熱環境指標は複数あり、総合指標として最初に提唱されたのが有効温度 ET（Effective Temperature）で
ある。ET は「実在環境と同じ温熱感覚を与える相対湿度 100%の無風の等温環境の気温」と定義される。しか
し、ET には、人間の快適性に大きな影響を与える放射は入っていなかったため、その後、放射を考慮するた
めに気温をグローブ温度に、湿球温度を相対湿球温度に読み替えた修正有効温度 CET（Corrected Effective
Temperature）が提案された。
これらの指標が人間の温熱感覚に基づく実験的アプローチに対して、生理物理学的理論に基づいて定式化
するアプローチが取られ、標準有効温度 SET*（Standard Effective Temperature）へと発展した。SET*は「温
熱感覚および放熱量が実在環境におけるものと同等になるような相対湿度 50%の標準環境の気温」と定義さ
れている。また、人間と環境の熱収支を理論的に追求しながらも、熱収支計算量を実験によって得られた温
冷感申告値と結びつけたものが予測平均温冷感申告 PMV（Predicted Mean Vote）である。
SET*や PMV が一般に屋内環境の評価指標として採用されているのに対し、屋外空間での評価指標として、湿
球グローブ温度指標 WBGT（Wet Bulb Globe Temperature Index）がある。WBGT は、当初、熱帯地域における
米国の軍事訓練の限界条件を検討する目的で提案され、現在、屋外スポーツなどの熱中症予防の指標にも用
いられており、ISO においても標準的尺度として推奨されている。わが国でも環境省が人体に与える熱的環
境を評価する指標の一つとして WBGT を用いており、2006 年から熱中症予防情報を提供しており、その地点
数は全国で 840 地点に上る(文献：2)。WBGT 以外にも、作業員の疲労、適切な休憩を判断する指標として、熱
ストレス指標 HSI（Heat Stress Index）や、不快指数 DI（Discomfort Index）などがある。
b) 本研究で採用する暑熱環境指標
既往研究においては、屋外空間であっても屋内空間の指標とされている SET*が用いられている事例(文献：
9)もあるが、本研究では、屋外空間の指標であり、環境省が熱的環境を評価する指標として、計測を行って
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いる WBGT を採用する。WBGT は、人体と外気との熱のやりとり（熱収支）に着目した指標で、湿度、日射・輻
射など周辺の熱環境、気温を採り入れ、屋外の場合、(1)式で算出される。また、この指標は ISO7243 や JIS
Z 8504 等で規格化され、労働環境や運動環境、日常生活における指針として認められており、WBGT が 28 ℃
を超える生活環境では熱中症が発生する恐れがあるとされる。また、WBGT と生活行動における熱中症予防指
針の関係として表-1 が示されている(文献：14)。
WBGT = 0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度
表-1

(1)

WBGT と生活活動の目安の関係（文献 14）

温度基準
注意すべき
注意事項
(WBGT)
生活活動の目安
危険
高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく
（31℃以上）すべての生活活動で 避け、涼しい室内に移動する。
おこる危険性
厳重警戒
外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
（28～31℃）
警戒
中等度以上の生活活
運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。
（25～28℃）動でおこる危険性
注意
強い生活活動で
一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性があ
（25℃未満）おこる危険性
る。
(2) 対象地域の概要
対象地は、吹田市と摂津市の両市にまたがる
「北大阪健康医療都市（愛称：健都）
」の開発エ
リアとする（図-1）。同エリアは、JR 岸辺駅前の
吹田操作場跡地と下水処理施設の廃止後の跡地
を併せた約 30ha（うち区画整理区域 25ha）の更
地に、国立循環器病研究センター（2019 年度中
の開業予定）と吹田市民病院（2018 年度の開院
予定）の 2 つの医療機関を核に健康まち街区を
図-1 対象エリア
開発する計画である。ヘルスケアサービスを含
む複合業務ビルや介護と福祉の複合的なサービス施設を設置し、吹田市側にはレールサイド公園（2018 年 3
月開園予定）
、摂津市側には明和池公園（2016 年 3 月開園済）や緑道（開通済）等を組み合わせて先進のウェ
ルネス・タウンを目指しており、今後、ますます利用者、通行量が増大すると考えられるエリアである。ま
た、現在、関西大学と国循、吹田市、摂津市が相互に包括連携協定を締結し、健康・医療のまちづくりをは
じめとした共通の課題に取り組んでいるエリアでもある(文献：15, 16)。
本研究では、特に、図-1 に示す明和池公園、緑道の利用者特性と摂津市側の緑道（★印）の熱環境（WBGT）
の可視化を試みた。
3.

公園・緑道の利用実態調査

(1) 利用実態調査の概要
本研究では緑道ならびに明和池公園の利用者を対象に、2018 年 1 月 12 日～2 月 4 日までの間の 12 日間（平
日 8 日間、休日 4 日間）
、午前 7 時から午後 5 時の間にアンケート調査を行った。調査は明和池公園におい
て、公園ならびに緑道利用者にアンケートの趣旨説明をした後、直接配布回収方式で行った。アンケート回
収枚数は 211 枚（うち移動手段と利用時間の質問項目で無効回答が 9 件）である。アンケート内容は利用頻
度、利用目的、居住地域、移動時間等に関する質問である。
(2) 利用実態調査の結果
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a) 利用者属性
表-2 回答者の属性
（N=211）
回答者の属性を表-2 に示す。利用者の年代は
男性
44%
学生
1%
性別
40 代（30％）
、30 代（25％）
、70 代（23％）の順
女性
56%
会社員
24%
に多く、性別はほぼ半数ずつである。また、来訪
10 代以下
0%
自営業
0%
の同伴者は、子どもと（51％）
、一人で（40％）
10 代
0%
職業
公務員
0%
20 代
1%
主婦・主夫
38%
の順となっている。利用者属性として①30 代・
30 代
25%
アルバイト
1%
40 代と②60 代・70 代の利用が多く、同伴者で
年代 40 代
30%
無職
36%
は、①一人でと②子どもと、の利用が多い。
50 代
6%
一人で
40%
次に、上記①、②の年代と同伴者のクロス集計
配偶者・恋
60 代
14%
3%
を行った（表-3）
。この結果、本クロス集計の合
同 伴 人
70 代以上 23% 者
友人
6%
計は 178 名であり、全体の 85%を占め、その内訳
摂津市
71%
子どもと
51%
は「子どもと来訪する 30 代・40 代」が 104 名
居住
吹田市
27%
その他家族
0%
地域
（49%）、
「一人で来訪する 60 代・70 代」が 64 名
無回答
2%
（30%）となっている。
b) 来訪手段
表-3 利用者の年代と同伴者のクロス集計
各属性別の来訪手段を表-4 に示す。一人で来
30 代・40 代 60 代・70 代
合計
訪する 60 代・70 代の主たる移動手段は徒歩
一人で
10 人
64 人
74 人
（88%）であり、子どもと来訪する 30 代・40 代
子どもと
104 人
0人
104 人
は自転車（82%）である。前者は、自宅から徒歩
合計
114 人
64 人
178 人
で、緑道ならびに公園を訪れるウォーキング・散
歩を目的としており、後者は、自宅から公園まで
表-4 利用者属性と移動手段のクロス集計
自転車で来訪し、公園や緑道で、子どもを遊ばせ
車
自転車 徒歩
合計
る、子どもと遊ぶことを目的としている。
一人で来訪する
0人
8人
56 人
64 人
60 代・70 代
c) 居住地域との関係
子どもと来訪する
回答者に郵便番号をヒアリングし、居住地の
11 人
84 人
8人
103 人
30 代・40 代
大まかな特定を行った（図-2）
。1km 以内からの
合計
11 人
92 人
64 人
167 人
来訪者が多く、身近なところに開設された緑道、
公園が利用されていることを示している。中に
は 2km 以上離れたところからも来訪している人
が存在する。
(3) 利用特性と暑熱環境との関係に関する考
察
本調査の時期が冬季であるため、本公園、緑道
★
の潜在的な利用ポテンシャルとしての条件付き
★
★
★
解釈であるが、利用者属性の特徴として、熱中症
★★
★
に対して、相対的に脆弱な高齢者と子どもの利
★
★
★
用が多いことが明らかとなった。
また、来訪手段は、子ども連れは自転車が多
く、高齢者は徒歩が多い。公園ならびに緑道の滞
在時間を定量的に調査していないが、現地での
目視による調査から、子ども連れの多くは、公園
★：緑道調査区間
内で遊具の利用や広場でのボール遊び、追いか
★：明和池公園
けっこなどをしており、その滞在時間は 30 分～
60 分程度である。一方、高齢者の方の多くは、
図-2 居住地と利用者属性（同伴者）の関係
緑道をウォーキングしており、緑道から公園内
を歩いて、あるいは、一度、ベンチで休憩して、再度、緑道に戻ってウォーキングを行う人が多い。そのた
め、緑道を約 20～30 分以上ウォーキングしている人が多い。
以上より、対象地域において、熱中症の発生率の高い年齢層が多く利用しており、その利用時間は、20 分
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～60 分程度であり、夏季においては、熱中症予防のための情報を適切に明示する、ならびに暑熱環境を軽減
するための緑陰の形成や東屋の設置が適応策として必要であることが示唆された。
4.

暑熱指標の推定手法

(1) 概要
本研究では、3DCG の描画にグローバルイルミネーション（以下 GI; global illumination）を利用した光
学的計算により、緑陰環境下での WBGT を推定する手法を提案する。GI は、光エネルギの大域的な輸送を光
学的・物理学的に扱うための CG の描画技法である。光源から直接物体表面に当たる光（直接光）だけでなく、
面から他の面へ、照り返す光（間接光）や透過光などの挙動もモデル化しており、物体表面の反射特性が互
いの外観に影響を与え、写実性の高い CG 表現を可能とする。本研究では、GI が可視光によるエネルギの授
受を空間的に計算することから、熱環境との相関が高いことに着目する。
GI で描画された CG の物体表面において画素単位で絶対輝度を求めることにより、物理的なエネルギの指
標とする。一方で、緑陰を実写した写真における絶対輝度と日射量との関係を予め求めておく。これにより、
3 次元空間で再現した緑陰シーンの CG 画像から、対象表面での日射量に換算し、WBGT を推定する。さらに、
3DCG の中の対象領域について、ヒートマップで暑さ指数をしめすことで、緑陰による暑熱対策の効果を視覚
化できる。
提案手法の構成を図-3 に示す。まず、写真で記録される可視光と日射量との相関を求めておく。樹木の生
成する緑陰内で標準反射板を一眼レフカメラで撮影する。撮影した標準反射板上のピクセル値に対して、EXIF
情報を用いて絶対輝度値（絶対輝度）へ変換する(文献：17)。EXIF 情報には撮影時のカメラの露出等の設定
情報が含まれており、光学的な物理量の計算に利用できる。輝度値をパラメータとし、あらかじめ日射量と
絶対輝度値を相関付けた線形式から全天日射量を推定する(文献：18)。黒球温度は、全天日射量、風速、乾
球温度を用いて推定し、得られた黒球温度に加えて、湿球温度、乾球温度を与えることにより WBGT が算出
できる。樹木等の地物を配置した 3D モデルの中で、対象とする地面を標準反射板と同じ反射特性に設定し、
GI による CG 画像を生成する。このとき、CG 画面を生成する仮想的なカメラにおいて、実環境でのカメラ撮
影画像と同様にピクセル値、EXIF 情報を設定すれば、上記と同じ手順を踏襲することで、絶対輝度値に変換
することが可能であり、日射量推定を経て、黒球温度、WBGT が推定できる。また、CG 画像に対し、WBGT の値
からヒートマップを生成する画像処理を施すことによって、暑さ指数の推定結果が反映された 3D シーンの画
像が作成できる。

図-3

提案手法の概要

(2) 絶対輝度値
はじめに、日本工業規格のデジタルカメラ用画像フォーマット規格として用いられている APEX 規格(文
献：19)に基づいた計算方法で絶対輝度値Ｂを(2)式で算出する。次に、求めた絶対輝度値Ｂを用いて(3) 式
より 1 画素あたりの絶対輝度([cd/m2]) を算出する。
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(2)

B：絶対輝度 [cd/m2]
F：絞り値（F 値）
T：シャッタースピード [sec]
S：ISO 感度
(3)

L(x, y, t)：絶対輝度 [cd/m2]
B(t)：
画像 t 内で算出した絶対輝度 [cd/m2]
Y (x, y, t)：CIEXYZ 表色系での Y 値
YMAX (t)： CIEXYZ 表色系での最大 Y 値
(3) 黒球温度の推定
黒球温度は、直達日射、散乱日射、大気からの赤外放
射、地表面からの赤外放射、反射日射等の要素からなる。
黒球温度の推定には、次の(4)式を使用する(文献：20)。

(4)
(4) 実験
a) 実測値の収集
本研究で提案する手法の検証をするため、検証用デー
図-4 WBGT の計測（HD32.3, 鶴賀電気製）
タとして WBGT の計測を行った(図-4)。計測箇所は、関西
大学簡文館付近のイチョウの木が生成する緑陰を対象とした。結果を次の表で示す。(表-5)
表-5

WBGT 計測結果

b)

緑陰の撮影
実写画像から絶対輝度値を得るために、一眼レフカメラ：EOS5D（Canon 製）を使用し、標準拡散反射板 (GC1, JJC 製, 反射率 90%)を地面に置いて撮影した（図-5）。標準拡散反射板上の各点での出射光は全ての方向
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に均一に反射され輝度はどの方向から見ても一
定である。カメラの撮影条件を統一するために、
マニュアルで固定値（露出時間:1/1000, ISO 感
度:ISO-1250, 絞り値:f/16）で設定した。実写
画像中の標準反射板上で任意の画素を抽出し、
(2),(3)式で絶対輝度値変換を行った。(2)式を
使用するにあたって、CIEXYZ 表色系を使用す
る。標準反射板上における画素値と併せて、そ
の位置の日射量を日射量測定器（TM-207, ケニ
ス製)で測定した。
c)
日射量の推定式
前節で得られた絶対輝度値と日射量との相関
（図-6）を線形回帰計算により定式化し、(5) 式
を得る。これを S (x, y, t) について解くこと
で、日射量を導出することができる。

図-5

標準反射板による緑陰の計測

L (x, y, t) = 0.0261 S (x, y, t) + 4.6653
(5)

S (x, y, t)：画像 t の画素座標 (x, y) での
日射量 [W/m2]、L (x, y, t)：画像 t の画素座
標(x, y)の絶対輝度値 [cd/m2]
図-6
5.

絶対輝度地と日射量の相関

現場への適用実験

(1) WBGT 推定の検証
提案手法による WBGT 推定精度検証のため、関
西大学千里山キャンパスに 2016 年に出来た西
門付近を対象として実験を行った。3 次元レー
ザースキャナ Focus3D X330 (FARO 製)を使用
し、実寸の 3 次元情報を点群データとして取得
し、ソフトウェア SCENE6.2.3.9 (FARO 製)およ
び MeshLab（フリー）を使用して 3 次元メッシュ
図-7 実験対象空間のレーザスキャンデータ
データの生成を行った（図-7）
。
GI に よ る CG 生 成 に は ソ フ ト ウ ェ ア は
MaxwellRender 2.4.0（Next Limit 製）を用い
た。日射量を推定するためには日射量測定およ
び緑陰撮影時と同様の環境を再現する必要があ
るため、実測に用いた標準反射板と同じ反射特
定として 90％完全拡散面となるように路面を設
定する。このようにして、WBGT を計測した環境
を 3DCG で作成した（図-8）
。この中で図-9 に示
すように WBGT の実測値と推定値を対応づけて
図-8 実験対象空間の 3D モデル
推定した結果を表-6 に示す。いずれも 1℃に満
たない精度で WBGT が推定され、暑さ環境が再現されていることがわかる。
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図-9

輝度値と日射量の対応

表-6

WBGT 推定結果

日射量(W/m ²)

WBGT(実測値 ℃)

WBGT(推定値 ℃) 誤差 ℃

直達日射部

440.06

29.0

29.5

0.5

①

98.12

27.1

27.2

0.1

②

130.26

26.8

27.0

0.2

③

147.08

27.4

27.7

0.3

④

161.35

27.8

28.2

0.4

⑤

175.11

27.5

28.1

0.6

(2) 現地の形状計測
植栽による緑陰効果のシミュレーションを想定し、図-1 に示す摂津市 JR 岸辺駅付近の緑道を対象として、
3 次元モデル化を行った。新しく整備された場所でもあり、植栽も新しく疎らなため、今後樹木が繁茂するこ
とにより期待される緑陰効果を可視化することとした。広域に渡り人の往来も多いことから、広角カメラ
GoPro Hero6 (GoPro 製)を使用し、手に持った状態で歩行しながら静止画を撮影し（図-10）、写真測量ソフ
トウェア SPhotoScan (Agisoft 製) により 3 次元メッシュデータの生成を行い、MeshLab（フリー）を使用
してノイズ除去等の編集を行い、約 600 万頂点（260 ポリゴン）の 3 次元モデルを得た（図-11）
。

図-10 対象空間の写真例
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図-11 対象空間の 3D モデル：
歩行者視点（左）と鳥瞰図（右）
(3) シミュレーションへの適用
点群から作成した大学構内の 3D 空間に樹木を仮想的に配置し、日射条件（日時）
、気温（乾球温度）
、湿球
温度、風速を設定し、暑さ指数の推定を行った。気温（乾球温度）
、湿球温度は気象庁が公開している 2016 年
度の気温データから、大阪での 2016 年 8 月 21 日の 9：00 と 12：00、2016 年 9 月 2 日の 9：00 と 12：
00 のデータを使用した。実装結果は日時の変化、配置位置の変化、視点の変化、樹種の変化などを行った。
それぞれの結果は以下の図-12～14 のとおりである。

(a) 実画像

(c) レンダリング画像

(b) 3 次元モデル画像

(d) WBGT可視化画像

8 月11 日14:00
(34.781, 135.5444)

図-12 シミュレーション結果の例：
(a) 実シーン、(b) 3 次元モデル、
(c) CG 描画結果、(d)WBGT 推定結果
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図-13 時間別の緑道上の WBGT 推定結果の例：
（2017 年 8 月 6 日午前 7 時から午後 17 時までの条件による）

図-14 植栽を変化させたシミュレーション結果の例：
（左：現状の間隔での植栽、右：2 倍の密度での植栽）
(4) 考察
現実世界の空間にて撮影した画像（写真）からカメラの露光設定に基づいて絶対輝度値変換を行い、測定
した日射量と相関付けることによって日射量推定式を作成した。3DCG で作成した空間および樹木の 3D モデ
ルのレンダリング画像から、絶対輝度値変換、日射量の推定を経て、黒球温度推定および WBGT の推定と可
視化を実現した。その結果、緑陰による暑熱対策効果を容易に把握することが可能となった。WBGT の推定検
証では、WBGT 計測データでは直達日射（日向）では 29.0 ℃、緑陰内では 27.1 ℃～27.8 ℃であり、WBGT 変
換画像を参照してみると、
直達日射
（日向）
で 29.5 ℃あたりのオレンジ色、緑陰内では多くはおおよそ 27.1 ℃
から 28.1 ℃の黄色、樹木の根元付近で 27.0 ℃が容易に視認できるような可視化ツールが提供できた。WBGT
の推定誤差は最大 0.6 ℃程度の精度で推定可能であった。
シミュレーションでは、公開されている過去の気温等のデータを使用し、日時によって暑さ指数の違いが
確認できた。同様に気象予測のような既存の枠組みとの組合せで同手法が利用できる可能性が考えられる。
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植栽の計画を進める際、緑陰を生成したい場所を先に決め、それを実現するための樹木の配置を提案するこ
とも可能になる。今後の課題としては、日射量推定式の信頼度の向上を図る上で、周辺の建造物や物体によ
る放射や光の反射、樹木自体が持つ要素（葉の透過率、蒸散作用）等を考慮する方法の検討が挙げられる。
また、樹木の位置やサイズ、種類を変えることで、緑陰の生成される位置も変化させることが可能である。
樹種の違いによる WBGT 推定における影響を検証する必要もあると考えている。
6. まとめ
本研究では、新たに形成された緑道ならびに公園を対象とした利用実態調査に基づく利用者属性の把握を
行い、屋外空間の暑熱環境を簡便に可視化する手法の提案とその適用を試みた。得られた成果を以下に示す。
1) 利用実態調査から、緑道、公園の利用属性の特徴は熱中症の発生率の高い高齢者ならびに子どもの利
用が多いことが明らかとなった。そのため、夏季においては、熱中症予防のための情報を適切に明示す
る、ならびに暑熱環境を軽減するための緑陰の形成や東屋の設置等の適応策が必要であることが示唆
された。
2) 画像における絶対輝度値と日射量を相関付けた日射量推定式より、3DCG で作成した空間内での植栽シ
ミュレーションのレンダリング画像から WBGT を推定することを提案した。この提案により、未だ緑化
されていない空間においても、3 次元モデルと CG を用いて植栽シミュレーションを行うことで、期待
される緑陰の暑熱対策効果を把握することが可能となった。
今後は実測データ量を増やし、効果の検証方法の改良、考慮すべき要素の追加によって、様々な環境で WBGT
推定を可能にする必要がある。また、今回は緑道空間の暑熱環境の可視化に留まったが、利用実態を考慮す
ると、子どもの公園内の利用が多いため、公園内の暑熱環境の可視化と、同手法を用いたクールスポットの
形成などの適応策の評価が必要である。
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