
 

 

図 1 都市部と郊外の気温の時間変化 

2004 年 11 月 3 日 12:00 から 11 月 6 日 12:00 までの 3 日

分のデータを各時刻で平均してある． 
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ABSTRACT  
This paper presents a new technology of cool roof with fractal shapes. The roof consists of many Sirpinski 

tetrahedron units and blocks 100 % of sunshine at a certain direction. The sunshine from other direction partly 
penetrates through the roof creating a leafy shade under the roof. This roof greatly suppresses its surface 
temperature comparing with an ordinary flat roof and consequently provides cool environment without strong heat 
radiation under the roof. The fractal structure is consistent with natural trees in terms of fractal dimension. 3D 
measurements have revealed that natural trees have a fractal dimension 2, which is same as that of the Sirpinski 
tetrahedron. 
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１．はじめに 

 

10 年ほど前から都市のヒートアイランドが社会問題化

し，夏になるとニュースでも頻繁に取り上げられるように

なった．しかし，もともとヒートアイランド現象は冬の夜

に顕著に現れると言われていた現象である(1)．少なくとも

私が学生の頃には，そのように言われていたと記憶してい

る．ところが，最近ではヒートアイランドが話題になるの

は決まって夏の昼間である．昔と比べてヒートアイランド

現象自体が変質してきたのでなければ，最近の報道内容は

何かがおかしい．ここでは，何がおかしいのか整理し，現

実に起こっているヒートアイランド現象に対して取るべき

対策について述べる． 
 

２．昼間の都市の気温は高くない 

 

ヒートアイランド現象は，都市の気温が郊外よりも高く

なる現象として 100 年以上前から認識されていた．では，

現在のヒートアイランド現象は，昔と違うことが起こって

いるのであろうか？ 

我々は 2004 年から 2006 年にかけて，京都市内の約 40

点で気温の観測を行った．観測は春夏秋冬の各季節ごとに

約2週間連続で行い，合計8期間についてのデータを得た．

その結果の一部を図１に示す．これは，よく晴れた日の都

市部と郊外の気温の典型的な変化を示したもので，夜間の

気温差が明瞭に認められる．また図 1 は 11 月のデータであ

るが，この傾向は一年を通して変わらず，夜間の気温差は

やはり秋から冬にかけて顕著に見られる．すなわち，昔か

ら言われているように夜間に関しては，はっきりとヒート

アイランド現象が起こっている． 

それに対して，昼間の気温を見るとは都市部も郊外も気

温の差がほとんどない．この図は都市部と郊外の 2 点の気

温だけを示しているが，市内の約 40 点すべてを見ても，昼

間の気温はほとんど変わらない．これは，気象学的にも当
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然の結果である．昼間の大気は太陽からの強い日射を受け

て対流を起こす．この対流によって熱は上空に運ばれるこ

とになるが，この対流の熱輸送効率は極めて高く，地上と

上空の大気の温位にはほとんど差がない．（ここで，温位と

は断熱膨張を考慮した温度のことで，上空の大気を断熱的

に地上の気圧まで圧縮したときの温度である．実際には上

空で気圧が下がって断熱膨張する分，上空の温度は低くな

る．）このように地表の影響を受けて昼間によく混ざる大気

の層を大気境界層といい，地上 1km くらいの厚さがある．

昼間は都市部も郊外も地上から 1km くらいの高度にわた

ってよく混ざっている上，上空は地上より強い風が吹いて

いるので水平方向にもよく混ざる．結局，都市部から郊外

まで境界層内の大気は一様化され，顕著な温度差は生じな

い．実際，京都市内と，標高 848m の比叡山山頂の温位を

測ってみると，昼間の温位は市内各所の地上の温位とほぼ

一致する． 

つまり，昼間に関して言えば，都市部は郊外に比べて決

して気温が高いわけではない．気温で見たヒートアイラン

ドは 100 年前同様，やはり夜の現象なのである． 

 

３．都市の地表面温度が高い 

 

昼間の都市部の気温は郊外に比べて高くないということ

は確認できたが，これは「都市部が暑くない」ということ

を意味しない．暑さは気温だけで決まるものではないから

である．実際，夏の京都の街中はとても暑い． 

図 2 は人工衛星 LANDSAT から見た地表面温度である．

撮影日時は 2000 年 8 月 25 日午前 10 時 25 分で，よく晴れ

た日である．大気による赤外線吸収の効果を補正していな

いので，温度の値は全体に実際より 10℃ほど低く表示され

ているが，相対的な温度差はほぼ正しい．これを見ると，

明らかに都市部の地表面温度が高いことがわかる．特に，

工場のように大きな平面的な屋根を持つ建物の屋根が熱い．

ここで注意していただきたいことは，これは地表面温度で

あって，気温ではない事である．このような衛星観測が可

能になった 1980 年代以降，ヒートアイランドの研究でも衛

星データ使われることが多くなり，地表面温度で見るとは

夏の昼間に顕著なヒートアイランドが出現することが認識

されるようになった(2)(3)．これがマスコミなどを通じて世

の中に伝わる過程で，地表面温度と地上気温が混同されて

しまったのではないかと思われる． 

地表面温度が高いと，そこから赤外線が輻射され，地上

に立つ人間は余分に熱量を受け取ることになる．これはパ

ネルヒーターの上に立っているのと同じである．人間を取

り囲む周囲の表面温度が平均 10℃高くなると，人間が受け

取る放射熱は約 60W ほど増える．使い捨てカイロの発熱量

が約 1W 程度であると言われていることを考えると，この

熱量は非常に大きい． 

 

 

図 2 LANDSAT から見た京都市の地表面温度．熱画像中の白丸はすべてゴルフ場である． 



つまり，都市部が暑いのは「気温が高い」からではなく

て，「地表面温度が高い」からなのである．温度の高い物体

から輻射される赤外線は目に見えないため，その中にいる

人間にとって気温が高いのか輻射熱が強いのか区別がつか

ない．さらに厄介なことに，我々が日常使う温度計も，周

囲からの赤外線を遮蔽する構造を持っていないことが多い

ため，輻射熱の強い環境では，実際の気温よりも高く表示

されてしまう．そのため，「暑い ＝ 気温が高い」と考えて

しまいがちであるが，都市の暑さを考えるときには，この

二つははっきり区別する必要がある． 

ここで，図 2 をもう少し詳しく見ていただきたい．山の

中に点々と少し温度の高い部分がある．これらのうちいく

つかは住宅街であるが，それ以外のいくつかはゴルフ場で

ある．ゴルフ場は芝で覆われているにも関わらず，地表面

温度で見る限り，市街地と区別がつかない．この理由につ

いては後で述べるが，同じ植物でも芝のように地面に密生

する植物と，葉っぱを広い空間に広げた高木とでは，表面

温度に大きな差があることを覚えておいていただきたい． 

 

４．なぜ都市の表面温度が高いのか？ 

 

都市部が暑いのは，その表面温度が高いからであると考

えられるが、では，なぜ都市の表面温度はそんなに高くな

ってしまうのだろうか？郊外は植物の蒸散作用で温度が低

く保たれるという説明がよくなされるが，これはあまり現

実的な話ではない．夏の太陽から受け取る熱量は 1 日約

30MJ/m2 ほどある．この熱量で水を蒸発させると 1 日約

15mm の水が蒸発する計算になる．年間降水量はおよそ

1000mm 程度であるので，1 日平均では約 3mm である．雨

として降った水も，かなりの部分は川から海に流れ出るこ

とを考えれば，夏の日射量を相殺するほど豊富な水が自然

界に存在すると考えるのはかなり難しい． 

夏の街中でひときわ熱くなるものが自動車である．夏の

炎天下に置かれた車の表面温度は 70℃以上にもなる．とこ

ろが，同じ炎天下に置いたミニカーはそれほど熱くならな

い（図 3）．ミニカーを道路上に置くと，熱い道路の影響で

ミニカーまで熱くなってしまうので，この実験では，実際

の車のボンネットより少し高い位置に三脚で支持している．

ミニカーが熱くならない理由は，そのサイズが小さいため

に表面にできる熱境界層が薄く空気に対する熱伝達率が高

く，太陽から受け取った熱量を速やかに大気に逃がすこと

ができるためである． 

熱境界層の厚さは，理論的には物体の大きさの平方根に

比例する(4)．実際の自動車では夏の炎天下に 1cm ほどの境

界層ができていることが屈折率の違いから確認できる．

1cm の厚さの境界層を仮定すると，車の表面温度が大気よ

り 30-40℃高くなっていても，空気に対して 100W/ m2 程度

の放熱しかできない．これは 1kW/m2 程度の日射量の 1 割

程度である．つまり，大きな物体は空気の厚い断熱層に覆

われてしまうため，放熱効率が悪いのである． 

これに対して，ミニカーのように小さな物体は熱境界層

が一桁薄い．そのため，放熱効率は実際の車に比べて一桁

高く，表面温度が上がりにくい．物体の大きさが放熱効率

に大きくかかわることは，伝熱工学の分野ではよく知られ

た事実であり，理想的な風洞実験などにより，その関係が

     

     
図 3 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． 



よく調べられてきた(5)．屋外のように自然の風が吹く状況

での研究は見当たらないが，筆者らが屋外で行った実験で

は，実験室内での実験結果が屋外でも驚くほどよく当ては

まる．あまり認識されていないが，物体の大きさは直射日

光下の表面温度を決定する極めて重要なパラメータなので

ある． 

多くの樹木の葉っぱもミニカーと同じくらいのサイズで

ある．樹木にとっても葉っぱの温度は非常に重要で，温度

が高くなりすぎると酵素が分解されてしまう(6)．そうなら

ないために，葉っぱの大きさは大きな意味を持っているは

ずである．樹木は蒸散効果が期待できない時でも，表面温

度を低く保つため，葉っぱを小さくしているのである． 

 

５．樹木のフラクタル次元 

 

物体の表面を小さく分割すれば，表面温度は低く抑える

ことができる．しかし，分割した表面をタイルのように 2

次元平面に並べてしまえば，元の木阿弥である．分割した

小さな表面を，お互いに干渉しないように 3 次元空間に適

切に分布させなければならない．樹木はその「適切な分布」

を知っているに違いない． 

そこで，我々は 3 次元レーザー計測により，樹木のフラ

クタル次元を求めた．対象とした樹木は，京都大学の時計

台前の楠とキャンパス内のケヤキである．楠は樹齢 70 年以

上で強風などで折れた枝を伐採する以外は特に剪定はして

いない．ケヤキは 10 年ほど前に若木が植えられたもので，

計測時以前には剪定作業は行われていない．計測には 3 次

元スキャナー (Nikon Trimble GS200) を使用し，分解能

10mm 程度で樹木の葉や枝の位置を測定した．1 方向から

の測定では，裏側の部分が隠れてしまうため，地上からだ

けでなく，建物の屋上などを含めて楠は 8 方向，ケヤキは

5 方向から測定を行った． 

このような測定はこれまで実験室の中で小さな樹木（お

そらく鉢植え）に対して行われた例(7)があるだけで，地植

えの大きな樹木全体を測定したのは，これが初めてである． 

その結果，楠とケヤキではかなり見た目の樹形が異なる

にも関わらず，そのフラクタル次元(8)はほぼ 2 であること

が判った．フラクタル次元の定義はいくつかあるが，ここ

ではボックス次元という次元で定義している． 

3 次元的な構造を持つ樹木が 2 次元というのは理解しに

くいかもしれない．2 次元の紙は 22=4 枚並べると，1 辺が

2 倍の相似形の紙ができる．3 次元のサイコロは，23=8 個

を組み合わせると，1 辺 2 倍のサイコロになる．この乗数

が次元である．樹木の次元が 2 であるということは，樹木

 

 概観 断面図 
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図 4 3 次元計測を行った楠とケヤキ．断面図は中心部の南北断面である． 

 
図 5 シェルピンスキー四面体 



が相似形に生長して 2 倍の大きさになった時，葉っぱの数

は 22=4 倍にしかならないということを意味する． 仮に樹

木のフラクタル次元が 3 次元であるならば，2 倍の大きさ

に育った時に葉っぱの数は 23=8 倍になることになる． 

樹木は太陽の光を吸収しなければならないので，2 次元

的な面積が必要であり，そのためには最低 2 次元を持たな

ければならない．しかし，それ以上の次元を持っても成長

して葉っぱの数が増えても，陰になる葉が増えてしまうの

で，2 次元以上の構造を持つメリットがないものと思われ

える． 

このようなフラクタル次元 2 を持つ構造としては，シェ

ルピンスキー四面体(図 5) が知られている．これは，小さ

な四面体を 4(22)つ組み合わせて 2倍の大きさの四面体を構

成し，それをさらに組み合わせて大きな四面体を作ってい

く構造を持っている．この四面体は極限では体積が 0 にな

るため，スカスカの構造をしているが，有限の面積を持ち

特定の方向から見ると，この立体の向こう側が完全に隠れ

る．日除けとして考えると，特定の方向に対しては日射を

100%遮ることができるが，それ以外の方向に対しては，あ

る程度日射を透過することになる． 

フラクタル次元が 2 であるような立体は他にも存在する

が，我々が知る限りシェルピンスキー四面体が最も単純で，

トラス構造を含んでいるために力学的にも強度を保ちやす

く，フラクタル次元 2 の立体の中では現実に作りやすい形

をしている． 

ということは，小さな葉っぱのような小片をシェルピン

スキー四面体構造に配置することで，樹木の特性に近い人

工物が作れる可能性がある． 

 

６．フラクタル日除け実証実験 

 

上記の発想に基づき，2009 年 6 月 23 日より 9 月 1 日ま

で，日本科学未来館エントランス前にフラクタル日除けを

実験的に設置した(図 6)．シェルピンスキー四面体ユニット

を約 300 個並べて日よけを構成し，一部は比較のために平

らな板で屋根を作った．総面積は約 250m2である．一つの

シェルピンスキー四面体ユニットは 1辺の長さが約 3cm の

「葉」を16枚組み合わせた基本ユニットを、さらに8×8=64

個組み合わせて作ったものである．基本ユニットは塩化ビ

ニール樹脂を射出成型して作った．この日除けは，夏休み

の午前中，入館待ちの列に陰をつくることを目的としたた

め，午前 11 時ごろに最大遮光率を持つような方角に設置し

てある． 

図 7 に太陽に近い方角から見たフラクタル日除けの可視

画像と，熱赤外画像を示す．道路や平屋根部分に比べて，

フラクタル日除けの部分は明らかに温度が低いことがわか

る．フラクタル日除けの横には芝地があるが，ここと比較

しても，フラクタル日除けのほうが表面温度が低くなって

いる．芝のように 2 次元的な地表面上に密生する植物は、

葉っぱそのものは小さくても，それらの間に風が通る大き

 

図 7 フラクタル日除けの上面からの可視画像と熱画像．中央の高温部分は平屋根構造である． 

 

図 6 日本科学未来館エントランス前に設置されたフ

ラクタル日除け 



な空間がないため，実質的に大きな 1 枚の平面に近い特性

を持つものと思われる． 

図 8 にフラクタル日除け下の熱環境を示す．フラクタル

日除けの下の路面には，若干の木漏れ日風の光が差すが，

表面温度はかなり低く抑えられ，フラクタル日除け自体も

高温にならないため，この日除けの下の熱環境は自然の森

に近い状態となる．フラクタル日除けは植物と違って蒸散

効果を持たないので，表面温度が気温より低くなることは

ないが，樹木の形を真似するだけで，表面温度を気温に近

い値にまで下げられることがわかる． 

 

８．おわりに 

 

本解説では，世間の常識とかなり異なる説明が多いため，

戸惑いを感じた読者も多いと思う．しかし，ここで述べた

中で，樹木のフラクタル次元が 2 であるということを除け

ば，他はすべて以前から知られていた事実である．我々が

行ったことは，過去の研究成果を確認し，それらをいくつ

かつなぎ合わせただけである．  

一見，複雑に見えるヒートアイランド問題も，冷静に考

えれば，現象としてそれほど複雑な問題ではない．重要な

ことは，昼間と夜間のヒートアイランドは別の現象として

区別することと，気温と熱輻射の影響をはっきり分けて考

えることである．これまで，これらを混同してきたことが，

問題を極めて複雑に見せてしまっている． 

熱輻射の影響を受けないように注意して気温を測れば，

昼間の都市部の気温は郊外と変わらない．これは，昔も今

も変わらない．それでも都市部が暑く感じる最大の原因は，

高温の道路や建物から発せられる熱輻射である．屋外で普

遍的に使える温熱感の指標がないため，厳密な議論は難し

いが，屋内で決められた標準有効温度を参考にすると，広

い路面温度が 10℃下がれば，その上に立つ人の体感温度は

2-3℃下がると思われる．したがって，昼間のヒートアイラ

ンド対策としては，路面や建物の表面温度を下げることが，

実現可能な最も有効な対策と考える． 

夜間のヒートアイランド対策は昼間と分けて考える必要

があるが，少なくとも昼間の地表面温度を下げることは，

昼間に地表面に蓄積する熱を減らし，夜間の熱放出を抑え

ることになる．したがって，フラクタル日除けは夜間のヒ

ートアイランド対策としても有効である． 
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図 8 フラクタル日除けの下の熱環境． 


