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1. すべては「物まね」から始まる

世の中の職業の中で、最も創造性、独創性を要求される芸

術家も、多くの場合、先ずは先人のコピーをすることから

修行を始める。他人の影響を受けずに独力で素晴らしい作

品を作るのは、よほどの才能と幸運に恵まれなければでき

ないであろう。そういう意味で、やはりビートルズは天才

である。

一方、科学の世界では、まず基本的な論理を学び、それを

応用する形で世界を広げてゆく。とは言うものの、基本的

論理に関しては、先人の知識を「まね」するわけで、「物まね」

から始めるという意味では、同じようなものかもしれない。

ただし、同じ物まねでも、まねの仕方はずいぶん違ってい

て、芸術家の場合は表現された「結果」をまねすることか

ら始めるのに対して、科学の場合には根本的な考え方をま

ねするところから始めるのが基本である。

こう書くともっともらしいが、実は、そう単純ではない。

特に自然科学の場合、相手は地球や生物などで、彼らは高

度な芸術家である。人間の論理だけで、彼らの真似はそう

簡単にはできない。科学である以上、根本的論理を捨てる

わけにはいかないが、時には芸術家的センスで、彼らの物

まねをしてみて、あとから理屈をつけることもしばしばで

ある。こういう場合でも、論文にするときには、あたかも

最初から理屈がわかっていたような書きぶりで書くから、

一般には上記のような演繹的アプローチが正攻法であるか

のような印象を与えてしまう。しかし、自然にとって、そ

んなことはどうでもよいのだ。自然界はもともと「結果オー
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ライ」であって、最初から理屈があるわけではないのだか

ら。

2. ヒートアイランドの大きな誤解

2000 年頃から、ヒートアイランドが社会問題化し、「ヒー

トアイランド」という言葉は、夏の季語になってしまった。

ここでの論調は決まって「人間活動により自然が失われて

環境が悪化した」というものである。しかし、この「人間

活動＝悪」という単純な論調には正直なところ強い違和感

を感じる。そもそも、生物は周囲の環境を変えながら生き

ていくもので、生物の生き方に「正解」や「正しい道」が

あるわけではない。自らの影響で環境が変わってしまうこ

とが不都合なら、そうならないように対処するか、そうなっ

てもよいように適応するかのどちらかである。どちらでも

構わないが、最もうまく対処したものが生き残るだけであ

る。これは、人類も例外ではない。人類が他の生物と違う

のは、試行錯誤だけに頼って最適解を探るのではなく、多

少の論理的予測や、他の生物や自然のしくみの真似をする

ことで、少し「賢く」対処できるという点である。そのた

めには、当然ながら、現在の状態を正しく認識する必要が

ある。

この点で、ヒートアイランド問題に関しては、大きな誤解

がある。実は、昼間の気温は、都市部も郊外もほとんど差

がないのである。都市部の気温が郊外よりも高くなる現象

そのものは、昔からよく知られている現象であるが、それ

は昼間ではなく夜の現象である（図 1）。そして、それが
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図 1　都市部と郊外の気温の日変化。都市部と
郊外の気温の差がヒートアイランド強度（Heat 
Island Intensity）で、夜間に大きな値を持つが、
昼間はほとんど 0 である。[1]

顕著に現れるのは、夏ではなく空気が澄んで放射冷却が効

く冬の夜である。これは今も基本的には変わらない。

昼間に都市部の気温が郊外とほぼ同じになるのは、気象学

的な理由がある。昼間は都市部であろうと郊外であろうと、

強い日射によって地表面が熱せられ、強い対流が起こる。

この対流の高さは約 1km で、この部分を大気境界層と呼

ぶ（図 2）。これより上は、自由大気と呼ばれ、地表面の

影響をあまり受けない（1 日の温度変化がない）領域であ

る。昼間の大気境界層の中は、この対流によってよくかき

まぜられ、温度差（正確には温位差）はほぼ 1℃以内とな

る。したがって、地表付近の気温が変わるためには 1km

の厚さのある大気境界層全体の温度が変わらなければなら

ない。そして、大気境界層内にはそれなりに風が吹いてい

るので、都市部から郊外までほとんど温度が変わらない状

態になるのである。

これに対して夜間は、この対流が起こらず、大気が地表面

付近で安定成層をするため、地表面の局所的な特性が大き

く影響することになる。都市部ではアスファルトやコンク

リート等、熱容量の大きな素材で地表面がおおわれている

ため、夜間にもそれらの温度が下がりにくく、その上の大

図 2　昼間の大気の状態の模式図。地表面から約 1km の高さまでの大気境界層は、太陽によって温められた空気が、強い
対流を起こしており、よくかきまぜられている。
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気もその影響を受けて温度が下がりにくい。これが、昔か

ら言われていた「ヒートアイランド現象」である。

では、昼間の都市部が暑いというのは間違いなのか、とい

うと、それも違う。図 3 は LANDSAT で測定した都市部（京

都）の地表面温度である。周囲の郊外と比べて明らかに温

度が高いことがわかる。ここで、注意していただきたいの

は、これは「地表面温度」であって、「気温」ではないこ

とである。地表面の温度が高ければ、その上の大気の温度

だって高くなるだろう、と想像してしまいがちである。し

かし、昼間に関しては、前述のとおり強い対流のため、地

表付近の気温も上空 1km の気温（温位）も同じになって

しまい、地表面のごく近くだけが大きく温度が異なる。そ

の境目は、地表面から 1cm 程度のところにある。つまり、

地表面の温度の影響を受ける大気は、地上 1cm 程度の範

囲に限られているのである。

地表面温度が高くなると、何が起こるのかというと、地表

面から強い輻射熱が発せられることになる。路面の温度が

気温より 30℃程度高くなったとすると、路面温度が気温

に等しい時に比べて、その上に立っている人は 100W 程

度余分に熱を受け取る計算になる。100W と言ってもピン

とこないかもしれないが、これは使い捨てカイロ 100 枚

分に相当する。これで、暑くないわけはない。つまり、昼

間のヒートアイランドは気温が問題なのではなくて、地表

面温度が問題なのだ。

ただ、困ったことに輻射熱の正体である赤外線が目に見え

ないために、気温は同じでも、輻射熱が強いために暑いの

だと説明しても、なかなかわかってもらえない。さんざん

説明した挙句に「で結局、気温はどのくらい変わるんです

か？」という質問を最後に受けることになる。

さらに困ったことに、昼間の地表面温度が郊外のそれより

非常に高い、という事実は、素直に考えて、昔から言われ

ている夜のヒートアイランドの説明と矛盾する。都市部に

はアスファルトやコンクリートなどの熱容量の大きなもの

があって、夜、温度が下がりにくいので、都市部が郊外に

比べて暑くなる、というのが夜間のヒートアイランドの説

明である。だとすれば、昼間の都市部は大きな熱容量のた

図 3　京都市周辺の LANDSAT の熱赤
外 画 像。 撮 影 日 時：2000 年 8 月 25
日午前 10 時 25 分。
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めに、温度が上がりにくく、逆にクールアイランドになる

はずだ。ところが、昼間の地表面温度は郊外に比べて明ら

かに熱い。そして、その地表面とは熱容量が大きいなはず

のアスファルトやコンクリートそのものである。

このような事実が明らかになったのは、人工衛星から地

表面温度が測定できるようになった 1980 年ころからであ

る。そのころから、ヒートアイランドの説明は歯切れが悪

くなり「ヒートアイランド現象は、様々な要因が複雑に絡

み合って起こる」などという説明がなされるようになって

しまった。これは、ほとんど「何もわからない」と言って

いるに等しい。こんな状態では、都市部で昼間に気温が高

いわけではない、と言ってみたところで、説得力に乏しい。

3. 都市部の地表面温度はなぜ高いのか？

矛盾があるということは、何かがおかしい。いろいろ調べ

てみても、昔の夜のヒートアイランドの説明は、間違って

いるようには見えない。夜に関しては、この説明が観測事

実とよく合う。一方、昼間の地表面温度が高い、というの

も疑いようのない事実である。しかし、だからと言って「都

市部の熱容量が小さい」というのは、ちょっと飛躍がある。

少なくとも、アスファルトやコンクリートが素材として熱

容量が大きいことも間違いない。ということは、熱容量が

大きくても、温度が高くなってしまう理由があるに違いな

い。

一見、もっともらしく、よくある説明としては、都市部で

人間が熱を出すからだ、というものがある。しかし、人間

が出している熱量（人口排熱）は太陽熱に比べると通常一

桁以上小さい。また、エアコンの室外機より、人間が熱を

出しているわけではない道路のアスファルトのほうがはる

かに高温である。

もう一つの説明として、都市部には植物が少なく、水を

蒸発させていないからだ、というものもある。これも多

くの人々が信じている説明だが、太陽からやってくる熱

量は半端じゃない。夏の晴れた日なら 1 日 30MJ/m2 く

らいの熱量がやってくる。この熱量で水を蒸発させると、

1 日 15mm の水が蒸発することになる。年間降水量を

1500mm とすれば、1 日平均の降水量は 5mm である。こ

れを全部蒸発させてしまったら、川が干上がってしまうの

で、半分程度しか使えないと考えると、水の蒸発熱が地表

面温度に決定的に効いているとは考えにくい。

さらに、もし、そんなに水を蒸発させているのであれば、

晴れた日には朝よりも夕方のほうがかなり大気中の水蒸気

量が高くなっているはずだが、そんな傾向が顕著にみられ

るわけでもない。

そんなことを考えていたある日、ある事実に気が付いた。

直射日光下に置かれた車は、触れないくらいに熱くなるの

に、ミニカーは熱くならないのだ（図４）。実は、これは

私が発見したものではない。伝熱工学の教科書にちゃんと

書いてある。伝熱工学を勉強しなくても、ランダウ・リフ

図 4　直射日光下に
置 か れ た 実 物 の 自
動 車 と ミ ニ カ ー の
表面温度。[2]
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シッツの流体力学をかじったことがある人ならば、次元解

析から即座にこの法則を導き出すことができる。しかし、

である。精密にコントロールされた風洞実験ならばともか

く、「さまざまな要因が複雑に絡み合った」屋外で、こん

な単純な話が成り立つとは、全く想像だにしていなかった。

さらに驚いたのは、この実験結果が極めてロバストである

ということである。少々雲が出ようが、風が吹こうが、定

性的にはほぼ間違いなくこのような結果になる。これは、

極めて重要なことである。精密に条件をコントロールしな

ければ実現しないような法則は、自然界の中ではほとんど

意味をなさないからである。いいかげんな実験でも、常に

成り立つ法則が重要なのだ。

ミニカーの大きさは、多くの植物の葉っぱのサイズに近い。

一方、都会の屋外にある人工物は大抵車よりも大きい。理

論的に計算すると、このサイズの違いが、表面温度を大き

く左右する（図 5）。そして、この大気との温度差は、物

体の表面から数 mm の厚さの熱境界層内で起こる。

また、図 3 の LANDSAT の画像から、表面温度のヒストグ

ラムをとってみると、きれいな二山構造が見える（図 6）。

つまり、郊外と都市部では、典型的な表面温度がだいたい

決まっていて、その中間的な温度を持つ地表面はほとんど

ない。これは、自然の葉っぱが数 cm の大きさを持つのに

対して、屋外人工物の表面は多くの場合、1 ｍよりも大き

く数十 cm 程度の大きさを持つものがほとんどないという

ことを考えると、自然に理解できる。

つまり、都会の地表面温度が高いのは、人工排熱のためで

も水の蒸発が少ないためでもなく、表面の「大きさ」が問

題だったのだ。

4. シェルピンスキー四面体

都会が暑いのは、その表面が大きな面で覆われていること

が問題であることがわかった。それならば、その表面を小

さくちぎってしまえばよい。しかし、それをタイルのよう

にきれいに並べてしまったら、元の木阿弥である。小さな

ものが熱くならないのは、空気に熱を逃がすからで、その

すぐ下流に入ってしまうと、小さくした御利益ないだろう。

では、どのように、小さくちぎった小片を配置すればよい

のだろうか？

そんなことを考えていたある日、数学の先生からフラクタ

ル図形の一つであるシェルピンスキー四面体（図 7）のフ

ラクタル次元が 2 であることを聞いた。その時、私は非

整数の実数次元を持つ図形がフラクタルだと思っていたの

で、「そんなのフラクタルじゃないじゃん」と言ってしまっ

た。しかし、目の前のシェルピンスキー四面体は、どう見

ても典型的なフラクタル図形である。30 年前、数学者は

非整数の次元を定義して、世の中の人々をビックリさせた

と思ったら、今度は整数次元のフラクタル図形を持ってき

た。「まあ、数学者は暇なこと考えるねぇ。。」というのが、

正直な感想であった。（注：シェルピンスキー四面体自体は、

100 年位前の数学者シェルピンスキーが考えたもので、フ

図 5　物体のサイズと表面温度の関
係。物体のサイズが大きくなるにし
たがって、表面と気温との温度差も
大きくなるが、ある程度の温度差（数
十℃）を超えると、熱境界層が不安
定になって、それ以上温度差はつか
なくなる。1cm から 1m 位のところ
で、急激に温度差が大きくなる。
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図 6　衛星画像（図 3）のヒスト
グラム。全体で見ると、明瞭な二
山構造がある。都市部と郊外を部
分的にヒストグラムをとると、そ
れぞれ、一つずつの山に対応して
いることがわかる。

図 7　シェルピンスキー四面体
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ラクタルという概念ができる前から知られている。）

その晩、昼間の話は忘れて、布団の中で都市の表面を小さ

くちぎってばら蒔く方法を考えていた。「要するに、2 次

元の平面を小さくちぎって、3 次元空間にどうやってばら

蒔くか、という問題だよね」とつぶやいた瞬間、昼間の話

がよみがえった。シェルピンスキー四面体は 3 次元空間を

占めているのにもかかわらず、2 次元である。まさに、こ

れが求めていたものではないのか？

次の朝、大学に向かう途中で画材屋に寄り、黒い紙を買っ

てきてシェルピンスキー四面体を作ってみた。それと同じ

大きさの通常の四面体を並べて直射日光下に置き、サーモ

カメラで温度を測ってみた。するとなんと、シェルピンス

キー四面体は温度がかなり低いではないか。

これをもっと大がかりに実験してみたものが、図 8 であ

る。シェルピンスキー四面体を並べた「フラクタル日除け」

と、通常のトタン屋根を 4 畳半くらいの大きさに作ってみ

て、その下で昼寝ができるか、という実験である。シェル

ピンスキー四面体は特定の方向から見ると、穴が塞がって、

100% 光を遮ることができる。その方向を正午の太陽の方

向に向けて四面体を並べてある。図 8 の写真は夏の正午の

写真で、フラクタル日除けの下もほぼ 100% 影になってい

ることがわかる。この時、太陽の光を吸収している屋根の

部分の温度がまるで違う。トタン屋根はとても熱いので、

そこから輻射熱を出し、その下で昼寝をすると陰にはなっ

ていてもジリジリ暑い。それに対して、フラクタル日除け

は、それ自体の温度が上がらないので、そのような輻射熱

を感じることはなく、風通しもよくて気持ちが良い。

図 8　直射日光下におけるトタン屋根とフラクタル
日除けの温度比較
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図 9　楠とケヤキのフラクタル次元。右側のグラフの傾きがフラクタル次元である。[2]

5. 樹木のフラクタル次元

上記の実験から、都市を全部緑化しなくても、シェルピン

スキー四面体で覆い尽くせば、ヒートアイランド問題は解

決である、と言いたいところだが、「シェルピンスキー四

面体が最適なのか？」とか「フラクタル図形でなければな

らないのか？」といろいろな疑問が出てくる。いちいち理

屈をつけないと納得しないのが、私を含め人間の困ったと

ころである。

かといって、その問題は極めて奥が深く、そう簡単に決着

させられるとは思えない。そもそも、フラクタル図形がヒー

トアイランドに関係しているなんてことを、いままで誰も

考えたことがなかったのだから、考えるべき問題は山ほど

ある。とても、私が生きている間に全部解決できるとも思

えない。

そこで、とりあえず、樹木のフラクタル次元を測ってみる

ことにした。そんなことくらい、すでに誰かがやっている

だろう、と思うかもしれないが、これが意外にもほとんど

研究がない。これはフラクタルの研究が流行った 1980 年

代はコンピューターの能力が低く、3 次元空間の情報を扱

うことが困難だったためではないかと思われる。そのため、

樹木に関する研究も、ほとんどは 2 次元に射影した「写真」

の上での話である。

幸い、現代のコンピューターは膨大な 3 次元情報を難なく

扱える（エクセルでは無理だったが）。また、3 次元計測

技術も進歩しているので、レーザーで葉っぱの 3 次元的な

位置座標を mm 単位で計測することが可能である。その

ようにして、葉っぱの位置座標を求め、ボックスカウンティ

ング法でフラクタル次元を求めたのが図 9 である。樹形が

大きく異なる楠とケヤキを測ったが、フラクタル次元はど

ちらもほぼ 2 である。

フラクタル次元が 2 以下だと面積がないので、植物として

はどうしても 2 以上の次元が必要である。しかし、3 次元

に近くなると、中がぎっしり詰まってしまうので、風通し
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良く受ける。日常感覚からそのように思うのは当然である

が、先にも書いたように昼間の大気の熱輸送効率の良さは、

我々の日常感覚をはるかに超えている。昼間に地表付近で

少々熱を出したところで、大気全体の温度はそう簡単には

変わらない。それよりも、地表面温度を下げて熱輻射を抑

えることが重要なのだ。

そもそも、地表面が太陽から受け取った熱量は、いずれす

べて大気に返さなければならない。それを貯め込んでしま

えば、どんどん熱くなってしまう。熱を消すことはできな

いのだ。昼間に受け取った熱を夜までため込んでしまうと、

夜の大気はそう簡単に熱を運べないので、なかなか地表面

を冷やせない。熱帯夜である。昼間に受け取った熱は、対

流が盛んな昼間のうちに大気に放出しておくことが第一に

重要なのだ。

7. おわりに

「いったい、どうやって、こんなことを思いついたんです

か？」とよく聞かれる。答えは「私が素人だった」からで

ある。私の専門は、気象学でも建築学でもない。もちろん、

数学でも生物学でもない。海洋物理学である。そして、そ

の私が昔所属していたのは「教養部」であった。教養部で

は、1，2 回生向けの基礎的授業をすることが仕事なので、

教える内容と、私自身の研究テーマはまったく関係なくて

もよかった。ところが、1990 年代の大学改革の流れで、

教養部は廃止され、新しい学部と大学院ができてしまった。

そうなると、学生と教員の研究内容が全く別というわけに

はいかない。そこで、私と学生の興味の接点を探った結果

が「ヒートアイランド」だったのだ。2002 年のことである。

それから 10 年、過去の文献調査はろくにせず、自分たち

が納得できるまで、ひたすら観測や実験を繰り返してきた。

もともと知識がないので、長期の研究計画など立てられる

わけもなく、観測や実験の結果によって、それまでの計画

はどんどん変わっていった。特に、フラクタル日除けを思

いついてからは、半年先に自分がどんなことをやっている

か、自分でもまったく想像がつかない状態で、完全に行き

当たりばったりである。

そして、ブレークスルーは、まったく想定外の場面から始

まった。実は、ミニカーが熱くならないことは、大学が独

立行政法人化されたために、第一種衛生管理者の資格を取

らなければならなくなり、その受験勉強をしているときに

気が付いたものである。また、シェルピンスキー四面体と

が悪く、いろいろ問題がありそうである。光を吸収する面

積が確保できて、風通しを良くすることを考えると、2 よ

りちょっと大きいくらいがちょうどよいように思われる。

一方、シェルピンスキー四面体自体のフラクタル次元は

ちょうど 2 で、南中時の太陽光は 100% 遮蔽できるが、そ

れ以外の時間ではかなり太陽光を透過する。このあたりが、

次元の小数点以下の値で、実際の樹木と若干異なるところ

と関係しているものと思われるが、とりあえず、シェルピ

ンスキー四面体を樹木の第 0 次モデル（出発点）として考

えよいだろう。

6. 人工のクールアイランド

このように地面が生きた植物に覆われているかどうかでは

なく、面の大きさが地表面温度を決めるのだとすれば、フ

ラクタル日除けを「地表面」と思えるくらいの広さで設置

し、人工的な地表面で図 3 のような熱画像をとってみたい。

詳しい理屈はともかく、とりあえず自然の物まねができる

か試してみたいのである。そんな思いで 2009 年の夏、東

京お台場の日本科学未来館前に約 250m2 のフラクタル日

除けを設置する実験展示を行った（図 10）。

この場所のメリットは、ちょうど太陽光を 100% 遮光する

方向に近い場所に、7 階テラスがあって、ここからサーモ

カメラで測定することが可能なことである。比較のため、

日除けの一部は、同じ素材からなる平板の屋根とした。

図 11 にこの実験の結果を示す。この熱画像を見ると、人

工的な小さな小片の集まりであるフラクタル日除けの温度

は、周囲の道路や芝生などと比べてかなり温度が低く、気

温に近い値になっていることがわかる。これは、都会の中

の小さなクールアイランドである。さらに、一部平板屋根

としたところは、非常に温度が高く、小さなヒートアイラ

ンドになっていることがわかる。日除け下の環境も、日射

をほぼ 100% 遮っているにも関わらず、高温になっている

ところはほとんどなく、輻射熱も十分に抑えられている。

このように、昼間のヒートアイランドを抑えるには、必ず

しも生きた植物で緑化しなくても、その形を真似た構造物

で地表面を覆うことで、自然の物まねができることがわか

る。

この日除けは熱を大気に効率よく逃がすことで、温度上昇

を抑えている。それでは、大気を熱しているわけだから、

ヒートアイランドを助長するのではないか、という指摘を
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図 11　フラクタル日除けの表面温度。[2]

図 10　日本科学未来館前での実験展示。2009 年 7 月～ 8 月。
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いう整数次元のフラクタルの存在を知ったのも、研究とは

無関係の世間話に近い会話からである。こんなことがきっ

かけで、即座に方針変更できるのは、もともとたいした長

期計画などないからだ。

そもそも研究とは、新しいことを見つけることである。新

しいことは、教科書には書いてない。したがって、教科書

を読んだところで、新しいことを見つけるための綿密な計

画など立てようがないのだ。むしろ、綿密な計画をたてら

れるということは、既存の枠に縛れていることに他ならな

い。新しいことを見つけるのに、「知らない」ということ

は最大の武器である。そして、その武器は一生に一度しか

使えない。一旦、何かを知ってしまうと、その発想から逃

れるのは難しい。だから、我々は素人であることをいいこ

とに、自分でデータをとって解釈できるようになるまでは、

あえて教科書を読まなかったのである。これは、科学者と

いうより芸術家のスタンスに近いかもしれない。

人間は生物の中で恐らく唯一「計画的な行動」がとれる存

在である。だからこそ、高度な文明を発達させることがで

きた。しかし、カオス的な世界では、この能力は役に立た

ない。なぜなら、何が起こるかわからないカオスの世界で

は、何かを予測しても無意味だからである。こういう世界

では、とにかく行き当たりばったりに対処する能力がもの

を言う。そして、人間以外の生物は基本的にこの作戦で生

きている。

近年、社会のルールがどんどん厳しくなり、高度な計画性

と結果の厳密な評価が求められるようになった。しかし、

これは生物の本能に反した行動だと私は思う。これを突き

詰めていけば、予期せぬ事態にまったく対応できなくなっ

てしまう。もちろん、全く無計画がよいというわけではな

い。計画を立てるという行為は人類の英知である。しかし、

それが有効な範囲は限られていて、基本的に自然界は（た

ぶん人間社会も）カオスであることを忘れてはいけない。

明日の天気はある程度予測できても、1 か月先の天気は予

測不可能なのだ。そして、予期せぬ事態は必ず起こる。

我々人間が他の生物から学ぶべきことは数多くある。しか

し、最も重視すべきことは、行き当たりばったりに生きて

ゆく、その生き方そのものではないだろうか？
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