




 

は じ め に 

 
 2015 年 8 月 8 日､10 年ぶりの「名古屋気温測定調査」が行われた。暑い真夏の一日、早朝 5 時から､

日没後の夜 8 時までの毎正時､合計 16 回の計測に約 350 名の市民の参加があり､165 地点の気温が計測さ

れた｡ 
 そもそもこの気温測定調査は､さかのぼること 24 年前､平和公園から東山公園南部に連なる名古屋東部

丘陵を中心に 92 地点で行われたことに始まる。これは、ソウルに敗れ幻となった名古屋オリンピック

（1988）招致の際にメインスタジアムの候補地となった平和公園南部地区をはじめ、名古屋市民共有の

自然資産としての「なごや東山の森」を後世に残したいと願う市民が中心となり緑の価値やその役割を具

体的なデータで示そうと実施されたものであった。 
 当地域を取り巻く自然環境保護運動と開発推進の相克は、その後の「藤前干潟ごみ処分場計画」「海上

の森万博会場及び新住計画」「相生山緑地道路計画」と引き続き私たちの前に提示されてきた。いずれも

多大な軋轢と議論を生みながら、私たちはこれらから多くの示唆と教訓を得ることができたのではないだ

ろうか。 
 これまでの「開発」か「自然保護」かの二者択一の議論は、しばしば不毛な感情的論争を生み、科学的

見識に基づいた合理的、客観的な結論に導かれることを阻んでいた。私は、今後も続くだろうこれらの議

論に対して、大勢で大声を上げるだけでは乗り越えられない壁があるように思えてならない。そして、こ

れを突破するための前提として、市民が「科学の目」を持つことが重要であると考えている。 
 自然環境の実態やその変化については多くの調査研究が進められているが、そもそも自然を測ること自

体地道な作業であり、正確かつ膨大なデータと、調査の継続性、そしてこれを支える多大な労力と多くの

人の目が必要とされる。この点で、数多くの市民が直接参加し、同時に数多くの地点で同様の測定を行う

「同時多点観測手法」は自然を測る一つの有効な手段といえる。この市民の行動によって私たちは自然を

測り、科学的で客観的なデータを収集することができるのである。 
 10 年前の 8 月 7 日も約 400 名の市民が参加し､172 地点で気温測定調査が行われた。私もこの調査に始

めて参加したが、目に見えない不思議な連帯感と、膨大なデータによって初めて現れる名古屋のヒートア

イランド、クールアイランドの存在に新鮮な感動を得たことを今も覚えている。 
 今回の調査結果によって示される名古屋の 10 年間の変化に関心は高まるが、その結果もさることなが

ら、多くの市民が暑さと涼しさを体感しながら測定値を記録し、ヒートアイランドの原因と抑止策、クー

ルアイランドの効果とその保全拡大策に思いを馳せ、いかに具体的行動へつなげていけるか、このプロセ

スが最も重要である。これはまさに「気温とは何か」を語り「名古屋の自然の価値」に気付く「科学の目

を持った専門家市民」が増えていくことでもある。 
また、今回の市民調査に対して、名古屋市は「共催」の立場で参画した。私はこの動きが画期的なこと

であり、本来の意味での「協働」の仕組みが機能したと実感している。共に額に汗しながら得られた貴重

なデータは、市民と行政の共有の財産となり、課題と解決策をも共有することにつながるからである。 
 10 年前の気温測定調査で経験した、市民による同時多点観測調査は、「名古屋方式」とも呼べるもので

あり、その後「名古屋の棲息生物調査」「名古屋・東山新池ため池調査」へと展開し「なごや生物多様性

保全活動協議会」の発足と「なごや生物多様性センター」の設立に結びついた。そしてここで毎年行われ

ている市民一斉調査へと受け継がれている。今回の調査が、さらなるムーブメントにつながり、市民・企

業・行政の協働による安心で健康的な都市環境の創出に道筋を立てる契機となることを願ってやまない。 

名古屋気温測定調査 2015 実行委員会会長 眞弓浩二 
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1-1 調査の目的 

瀧川正子 
 
1970 年代の夏の夜の記憶として、名古屋駅か

ら地下鉄に乗り東山公園駅で下車して地上に出

るとヒヤッとし、約 2℃は低かったことを覚え

ている。現在では、あのヒヤッの感覚はない。 
1970 年代以降、暑熱化する名古屋の夏の気温

を測ろうと、過去、「名古屋東部丘陵気温分布測

定結果、くらしの環境ネットワーク 1991.8」「名

古屋気温測定調査 2005 年」の 2 回の調査によ

り、水辺や緑地がクールアイランドを形成する

ことを実証することができた。 
気象庁の「ヒートアイランド監視報告 2014」

によると、年平均気温は、長期的には 100 年あ

たり名古屋で 2.8℃（統計期間 1931〜2014）の

割合で上昇していて、都市化の影響が比較的少

ないとみられる 15 地点（飯田、彦根など）平均

が 1.4℃であるのに対し、上昇率が大きいこと

がわかる。また、名古屋では平均気温や最高気

温に比べ、最低気温の上昇の割合が大きく、長

期的には 100 年あたり約 3.9℃（統計期間 1931
〜2014 年）の割合で上昇しているとのこと。季

節別には、冬 (12〜2 月)の上昇の割合が大きく

なっており、特に冬の最低気温の上昇量が大き

くなっている。このように、名古屋で最低気温

が高くなっている原因としては、地球温暖化の

他に、都市化による「ヒートアイランド現象」

も大きく影響していると考えられる。（※「名古

屋のヒートアイランドについて」は、「参考資料」

参照） 
さらに、熱帯夜(日最低気温 25℃以上)の頻度

も増加している。名古屋地方気象台ウェブサイ

トの「地球温暖化ってなんだろう 2014 年版」

によると、1930〜1950 年代は年間に数日だっ

たが、その後次第に増加し、1970 年代は年間

6.3 日、1970 年代後半からは急激に増加し、現

在は年間 25 日前後となっている。  

一方、名古屋の緑地は戦後 70 年間、減少の一

途をたどっている。初期には復興区画整理事業、

その後は区画整理事業と続き、市街地の整備が

進むとともに名古屋の緑は大きく減少した。

2010（平成 22）年の名古屋市の緑被率は 23.3%
であり、緑被率の調査を始めた 1990（平成 2）
年と比較すると 20 年間で 6.5 ポイント減少、

2,136ha の緑が失われた結果となっている。そ

の中でも象徴的なことは、2010 年 10 月、生物

多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）開催

中に平針黒石の里山樹林地、約 10ha が破壊さ

れたことである。 
2015 年の調査は、「名古屋東部丘陵気温分布

測定結果、くらしの環境ネットワーク 1991.8」
から 24 年、「名古屋気温測定調査 2005 年」か

ら 10 年経ち、1970 年代以降の暑熱化する名古

屋に辛うじて残っている森や林、ため池や川な

どの水辺、湧水、湿地の役割と価値を市民の力

で科学的に実証し、さらに雨水の利用の推進を

も視野に入れた名古屋の都市計画への提言、提

案をしていく意図を持っている。 
 

1-2 調査項目としてなぜ気温を選んだ

のか 

 
人が暑い寒いと感じるのは体感温度の高低で

あって気温の高低ではない。人の体感温度を決

める因子は、気温の他に太陽光の直射や反射、

輻射熱や風速、湿度などがあり、なかでも湿度

による影響は大きい。さらに衣服の状態なども

影響する。このように因子が多い体感温度を正

しく同じ条件で多地点測定することは不可能に

近い。一方、気温は太陽光や輻射熱をうまく遮

蔽してやれば、専門家でなくとも比較的容易に

測定することが可能である。しかも気温は、体

感温度を決定する因子の中で最も基本的な因子

である。そして、太陽光や輻射熱など気温以外

の因子は、何らかの方法でコントロールするこ

調査の概要 １ 
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とが可能なものが多い。 

よって、名古屋のヒートアイランドの実態を

正確に観測し、クールアイランドとしての森や

林、水辺、湿地の価値を客観的に描き出す方法

としては、気温測定調査が最適な手段となるも

のと考えられた。ただし、調査の実施において、

全測定参加者に対して正確に気温を測定

することの意義と理論付けの解説は不可

避なものとなる。 
 

1-3 調査方法及び調査対象地域 

 
広域の大規模な気温分布調査を少数の

専門家集団で行う場合、測定者と測定器具

の数に限りがあるため、車に分乗して調査

区域を移動しながら多くの地点の観測を

することになる。つまり、同時多地点観測

にならないため、連続観測基準点を設けて、

そこのデータを基に他の移動観測点のデ

ータを補正することになる。一方、1991
年、2005 年のように専門家ではないが多

数の市民が観測に参加する場合は、同時多

地点観測が可能になる。個々の地点のデー

タが正確に観測されるような準備さえ可

能であれば、少数の専門家集団ではでき得

ない同時多地点観測ができるのだ。この方

法を示唆したのが「名古屋東部丘陵気温分

布測定結果、くらしの環境ネットワーク

1991.8」であった。約 150 名の市民によ

り 92 観測地点で午前 5 時から午後 8 時ま

で毎正時の同時観測が行われた。平和公園

と東山公園を中心とする名古屋東部丘陵

及び周辺地域 1,800ha を 500m メッシュ

に分割して、1 メッシュに 1 地点の観測点

が設けられた。得られた結果は、東部丘陵

に周辺との温度差が最大 4℃を超える明

瞭な低温域が存在し、それは緑被分布と見

事に一致することを明らかにするもので

あった。 
市民の観測参加者は、2005 年は約 400 名、

そして 2015年は約 350名だった。運営資金は、

2005 年にはいくつかの助成金の支援があり、今

回は、あいちモリコロ基金の支援で観測資機材

も充足することができた。 

観測点数 73点（内、名古屋地方気象台 1点） 

図 1 名古屋東部丘陵 500mメッシュ地図 

1-3 調査方法及び調査対象地域 
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観測地域については比較検討の見地から、

2015 年も 1991 年、2005 年と同じ名古屋東部

丘陵及び周辺地域 1800ha に観測点 73 点（内、

名古屋地方気象台 1 点）を設けた。1 メッシュ

に 1 地点とし、今回の観測者にはできるだけ

2005 年と同じ地点あるいはその近傍で観測点

を選定してもらった（図 1）。 
さらに、2005 年と同様に名古屋市域をカバー

する 312km2を 2km メッシュに分割し、各メッ

シュ内に基本的に 1 地点（2 地点の箇所も複数

あり）、合計 88 点（内、大気観測点 2 点）、及

び海上の森（瀬戸市）に 3 点、稲沢に 1 点の観

測地点を設けた（図 2）。 
メッシュ内における観測地点の選定は、観測

者の都合を配慮しつつ、以下の条件を満足する

地点とした。 
（1）地面は土か草地であること 
（2）風通しがよく、建物や構造物から極力離れ

た位置 
（3）一日を通して日射が当たらないような場所

で、当たる場合は黒い傘で日射を遮蔽 
（4）一日を通して測定場所は移動しない 

 

1-4 測定項目及び測定機器 

 
調査項目は毎正時における気温、風向、風力

である。一部の地点（20 地点）では湿球黒球温

度（WBGT）で熱輻射の影響を観測した。 
気温測定には、0−50℃、0.1℃目盛りの棒状

水銀温度計を用いた。水銀温度計は通し番号を

つけて、人工気候室で基準温度計を用いて較正
こうせい

を行った。日射やその反射、及び輻射熱を避け

るために遮蔽フード（図 3）を使用した。白い

紙とアルミホイルを貼り合わせて筒にし、通風

のための切り込みを入れ、上部に厚紙にアルミ

ホイルを貼り合わせた傘をかぶせた簡単な構造

図 2 名古屋市内 2kmメッシュ地図 

名古屋市域観測点数 88点 

（内、大気観測点 2点） 

海上の森（瀬戸市） 3点 

稲沢市       1点 
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であり、安価で容易に作成できる。このフード

は 1991 年の折に開発したものであり、型紙を

配布して各測定参加者が作成した。また 12 地点

はアスマン通風乾湿計を用いた。水銀温度計は

日射を避けて樹木などに吊り下げ、地上 1.5m付

近となるようにセットした。測定者の身長の高

低で測定高度が上下することはやむを得ないも

のとした。 
樹木などがない調査地点では、3 本の竹竿を組

んで簡易のやぐらを立て、直射日光を遮るために

黒色傘などをセットした下方に吊り下げた。地面

からの輻射熱の影響を減らすために、草や土の地

面であることも測定地点選択の条件とした。 
測定 3 分前から、フード下部からウチワで風

を送り続け、温度計の読み取りは、水銀の先端

と目の高さとを同じにしてフードの通気用切り

込みからのぞき込んで温度計の目盛りを読み取

った。この時、温度計を直接手で持ったり、息

を吹きかけたりしないように注意して行った。

0.1℃まで読み取るため、見づらい場合は虫眼鏡

などを用いた。明け方や日没後の観測に当たっ

ては、懐中電灯やヘッドライトなどを使用した。 
風向は約 1m の棒の先に鳥除け用キラキラビ

ニールテープを固定した自作の吹き流し（図 4）
を使用して測定した。方位を知るために、8 方

位を描いた紙などを地面に磁石を用いて正しく

固定した。1 分間ほど吹き流しを上方にかざし

て測定すると約 3m の高さの風向・風力を測定

できるものと考えられる。狭い地域の地形の特

性の影響を強く受け、地上高 10m で観測される

気象台のデータとは一致しないことが予想され

るが、そのことがむしろ重要な情報を与える可

能性があると思われる。こうした観測では風向

がクルクルと変動することがあるが、約 1 分間

の平均的な風向を記録することとした。微風で

吹き流しがなびかない場合は、体で感じる風向

を記録した。 
 

1-5 プレフォーラム・気温セミナー 

浜口美穂 
 
2015 年調査に向けて初めて準備会を行った

のは、約 1 年前の 2014 年 7 月 10 日。2005 年

の調査は発案から調査当日まで 2 カ月余りとい

う突貫だったが、今回は十分な時間的余裕があ

った。先回調査から 10 年経っているということ

もあり、その記憶を呼び覚ますためにも、まず

はキックオフとなるプレフォーラムを開催する

ことになった。 
10 年前の参加者に案内の DM を送り、2015

年 3 月 22 日、会場に集まったのは、前回調査

の参加者、調査を支えた研究者、名古屋市の職

員、今回初参加の名古屋工業大学の学生たちな

ど 46 人。2005 年調査の結果を元に議会でヒー

トアイランド対策について質問した

名古屋市議の姿もあった。 
2005年調査の振り返り（“そもそも”

話から調査の概要、調査によって学ん

だこと、2015 年調査の狙いまで）の

後は、参加者全員でディスカッション。

前回の参加者からは「報告会の感動が

忘れられない。今回も参加します」、

研究者は「専門分野で市民を応援しま

す」、行政マンからは「行政としても

頑張るが、一市民としても測定に参加
図 3 フード 図 4 吹き流し 
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1 調査の概要 

 

します」等々の決意表明と、初参加の学生から

は「今日の話を聞いてワクワクしてきました」

という期待が寄せられ､最後に 2015年調査に向

けての狙いを確認してまとめとした。 
さらに 4 月・5 月・6 月には、名古屋の気温

を知る連続セミナーを実施（各日時や参加者数

は、次頁枠内を参照）。第 1 回は「名古屋気温測

定調査の経緯と 2015 年調査の目的」と題し、

気温測定の概要と 2015 年調査の狙い、そして

今回新たに取り組む暑さ指数 WBGT（Wet Bulb 
Globe Temperature／湿球黒球温度）について

講義を行った。質疑応答では、「今回の気温測定

は、研究のための名古屋市の実態調査なのか、

ヒートアイランド対策に生かすためのデータを

取るための調査なのか」という参加者の質問に、

「行政等に問題提起することが重要であるが、

声を上げるだけでは説得力を持たない。今回の

調査測定の結果が数字やビジュアルで出ること

は、説得力を持つ。科学的な、客観的なデータ

は今後必要となってくる」と答えた。 
第 2 回は「名古屋のクールアイランドはど

こ？ 里山の過去・現在・未来」と題し、名古

屋の緑と水辺の変遷、緑地保全のための制度や、

里山の現状と未来への提案、緑と温度の関係に

ついて講義を行った。 
第 3 回は「都市のヒートアイランド現象と世

界の気候変動について」と題し、地球温暖化と

名古屋のヒートアイランドの現状、そのメカニ

ズム、気温と体感温度等について講義を行った。 
8 月 8 日の測定当日、測定者の何人かは、関

心を示した通行人に測定の意義や体感温度との

違い、名古屋の気温等について説明したという。

その際にこのセミナーで学んだことが役に立っ

たようだ。セミナーは、気温を測って語れる市

民科学者の養成にも一役買ったといえよう。 
 
 
 

1-6 測定方法講習会 

 
専門家ではない市民が正しく気温を測定する

ためには、知識と技術の習得が必要である。同

時に、本調査の目的を共有し、モチベーション

を高める必要もある。そのための講習会を 7 月

12 日（日）と 18 日（土）に開催した。できる

だけ多くの方に参加していただけるよう、1 週

間あけて土曜日と日曜日に設定した。場所は、

企業として測定に参加するブラザー工業株式会

社の協力で、ブラザーコミュニケーションスペ

ースを提供いただいた。予め測定申込者には、

講習会の案内と担当する測定地点地図を郵送。2
日間で延べ 169 人が参加した。 
当日、受付では、検定済みの通し番号付き水

銀温度計、講習会テキスト、フードの型紙、風

向・風力テープ・たこ糸、東西南北を記した紙

を配付した。講習会では、最初に測定の概要と

重要なポイント（精度が高い調査であること、

測定するのは暑さではなく“空気の温度”であ

ること、そのために直射日光・反射光・輻射を

遮らなくてはならないこと等）を説明。「専門家

もうらやむ調査なので、高いプライドを持って

正確に測ってほしい」ことを伝えた。その後、

テキストに沿って準備と測定方法、記録用紙の

記入方法、フードと吹き流しの作り方等につい

て説明した。 
会場外の庭に設置した温度計で測定の実習も

行った。その他、フードの製作コーナー、測定

地点の調整コーナーも設けた。 
最後に、予備日も雨だった場合の室内温度測定

のすすめと WBGT 計測の説明を行い、温度計の

扱い方や実施の決定・延期の連絡方法、記録用

紙・温度計の回収について再確認して終了した。 
なお、第 1 回講習会の終了後、「気温測定最終

チェックシート」を作成し、参加者宛に送付し

た。本報告書の巻末に講習会テキストと最終チ

ェックシートを添付した。 
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＜DATA＞ 

■プレフォーラム 

日時：2015 年 3 月 22 日（日） 

午後 2：00〜4：30 
場所：SMBC パーク栄 
参加人数：46 人 
 
■名古屋の気温を知る連続セミナー 

第 1回 

「名古屋気温測定調査の経緯と 2015 年調査

の目的」 

日時：2015 年 4 月 18 日（土） 

午後 2：00〜4：30 
場所：SMBC パーク栄 
講師：瀧川正子、大沼淳一、堀越哲美 
参加人数：50 人 
 
第 2回 

「名古屋のクールアイランドはどこ？ 里山

の過去・現在・未来」 

日時：2015 年 5 月 16 日（土） 

午後 2：00〜4：30 
場所：エコパルなごや 
講師：小池敦夫、大沼淳一、小松義典 
参加人数：48 人 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 3回 

「都市のヒートアイランド現象と世界の気候 

変動について」 

日時：2015 年 6 月 13 日（土） 

午後 2：00〜4：30 
場所：エコパルなごや 
講師：與語基宏、堀越哲美 
参加人数：54 人 

 
■名古屋気温測定調査 講習会 

第 1回 

日時：2015 年 7 月 12 日（日） 
午後 1：30〜3：30 

場所：ブラザーコミュニケーションスペース 
参加人数：95 人 

 
第 2回 

日時：2015 年 7 月 18 日（土） 
午後 1：30〜3：30 

場所：ブラザーコミュニケーションスペース 
参加人数：74 人 
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1 調査の概要 

 

1-7 測定当日（8 月 8 日）の気象状況 

與語基宏 
 

1-7-1 名古屋市の天気経過 
 
早朝から夜にかけて、比較的に雲は多いがほ

ぼ晴天が続き、日射はほぼ継続し、時々短時間

に遮られることがあった程度であった。名古屋

地方気象台の観測による風は、早朝には北寄り

の風であったが、その後は夜にかけて南寄りの

風が概ね続いた。風速は、朝のうちは 1～2m/s
で穏やかであったが、日中から夜にかけてはや

や強まり、概ね 3～5m/s であった。気象台での

最低気温は26.0℃（5時30分）の熱帯夜であり、

朝から比較的気温が高く、最高気温は 36.6℃
（13 時 52 分）まで上昇し、連日の猛暑日（最

高気温 35℃以上の日）となった。 
各観測地点においては、測定時の雲の多少、

日射の強さ、風の向きと強弱などにより、測定

時の気温に急な変化が現れたこともあった。 
 
1-7-2 気圧配置 
 
地上天気図では、北海道の東海上に高気圧の

中心があり、日本の南海上には台風があって、

本州付近はやや北に偏った高気圧に覆われてい

た。 
高層天気図では、500hPa（約 5,800m 上空）、

700hPa（約 3,000m 上空）、850hPa（約 1,500m
上空）とも本州付近は日本海に中心がある高圧

部（日本海に H のマーク）に覆われている。上

空の高いところまで高気圧性（下降気流で、雲

ができにくく、気温も上昇する）であることは、

この高気圧の勢力が強く、安定していることを

示している。 
地上天気図で高気圧が東に偏ると、南風が入

りやすいが、上空まで高気圧性だと、南風もあ

まり強まらず、南風でも雲は発達しない。今回

の観測当日も、南風はあまり強くはならず、雲

は出ても発達はせず、ほぼ夏の日差しが続き、

気温が上昇して猛暑日となった。 
 
1-7-3 気象衛星による雲の分布 
 
衛星画像では、名古屋周辺にはまとまった雲

や発達した雲は見られない。午後には、紀伊半

島で雲が発達し、愛知県の山間部でも雲がやや

増えてきたが、名古屋周辺では雲の出現は狭く

弱いもので、日差しがほとんど遮られなかった

ことに対応している。 
 
1-7-4 まとめ 
 
8 月 8 日は、最高気温が気象台で 36℃を超え、

複数の観測点では 37℃を超え、猛暑日そのもの

となった。南風もあまり強まらず、雲はやや多

かったが発達はせず、雲の切れ間からの日差し

もほぼ続いた。 
10 年前の観測と比較しても、今回の方が気温

が高くなったところが多く、夏らしい気象状況

で、気温も非常に上昇した中での気温分布を測

定することができた。南風が比較的明瞭であっ

たので、海風の侵入、風の道の効果を把握する

にも適切であった。
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850hPa（約 1,500m上空） 

●地上天気図（日本気象協会提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
●2015 年 8月 8日 9時の高層天気図（気象庁提供） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年 8月 8日 9時 

500hPa（約 5,800m上空） 700hPa（約 3,000m上空） 

2015年 8月 8日 15時 
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●2015 年 8月 8日の気象衛星可視画像（気象庁提供） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015年 8月 8日 9時 2015年 8月 8日 15時 



 

2 調査結果及び考察  

 

2-1 気温の時間変動の観測結果と考察  

2-2 名古屋広域気温分布  

2-3 東部丘陵気温分布  

2-4 名古屋広域東西及び南北気温分布  

2-5 東部丘陵の南北気温分布  

2-6 WBGT と不快指数による環境評価  

2-7 風向・風速分布  

2-8 水平気温分布の要因考察  

2-9 まとめ  
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2-1 気温の時間変動の観測結果と考察 

 

気温測定を行った結果を見る前に、AMeDAS（アメダス）による名古屋広域の気象、特に気温の

状況を概観することとする。そのために愛知県域で気温測定を行っているアメダスの観測点での観

測データを読み取る。 

 

図 1 は、2015 年 8 月 8 日のアメダスの観測気温データで、名古屋付近の観測点における本気温測

定調査の観測時間帯である 5 時から 20 時までの時間変動を示す。名古屋地方気象台は名古屋を代表

する観測点として、豊田、大府、愛西は名古屋を取り巻く観測点、そして海上の気温を示すものとし

てセントレアを選定した。 

午前 5時から 7時までは、

大きく 2 群に大別できる。

名古屋、大府、セントレア

は 5時で気温 26℃前後であ

り、豊田、愛西は 24℃付近

で、その差おおよそ 2℃であ

る。8時を過ぎると気温の高

低が逆転し、豊田が最も高

温となりほぼ 36℃となり、

セントレアは 32℃以下で推

移している。海上の空気の

冷涼さを示している。大府

は 16 時を過ぎるころから

低下が見られる。豊田は盆

地気候の傾向が示されてい

ると考えられる。 

図 2 は、名古屋地方気象

台における気温、日射量、

風速の時間変動である。気

温は 5 時に 26.3℃と最低気

温で、その後上昇し 14 時

15 時には最高気温 35.5℃

に達している。20 時には

28.7℃となった。早朝は風

速が 2m/s 以下で推移して

いたが、午後から早くなる

傾向にあり 5m/s に達する

場合もあった。全天日射量

調査結果及び考察 ２ 

図 1 名古屋周辺における気温変動 （アメダスデータ） 

図 2 名古屋地方気象台における気温・日射・風速 

堀越哲美 
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は日の出とともに増加し、12時に最高値に達し、日没まで減少しており、晴れの傾向が示されてい

る。 

図 3 は、本気温測定調査

の代表的な観測点における

気温の時間変動である。5時

の時点での観測値は、ほぼ

23℃から 27℃に分布してい

る。この時の最低気温を示

しているのは瀬戸市（海上

の森）であるが、東山公園

（天白渓）もほぼ 24℃と相

対的に低温である。時間推

移により瀬戸市（海上の森）

は 32℃付近にまで達する。

東山公園（天白渓）は最も

低温で推移し、15 時に最高

気温 31.6℃となるがそれ以

上に上昇しなかった。 

早朝以外に最も高い水準で推移したのが中村区砂田の気温である。8時に 31.4℃に達して、13時

に最高気温 37.5℃となった。これは長久手の 14時 15時における 37.5℃とならび最も高温の観測値

となった。 

久屋大通公園と東山テニスセンターは早朝を除き 1 日を通して相似な気温変動を示した。東山裏

山公園は、1 日を通し低い気温を呈する傾向にあった。今池は、早朝 5 時の気温が 27.3℃とこの中

では最も高く、名古屋の東部と西部を除くと相対的な高い気温を示した。 

図 3 主な地点における気温変動 
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名古屋広域気温の分析結果 

 

気温の 1日の変動は、明け方に低温にな

り日中に高温になり、夜間には再び低下す

るが、その気温上昇と下降の変化の度合い、

最低気温の値、最高気温の値、そして最低

最高気温の差（日較差）、最低気温と最高気

温の出現時刻は観測地点で異なる。それら

気温の日変動における気温がとる絶対的な

値、変化の割合とパターンがどこで類似す

る様相を呈するのか、そのパターンが類型

化できるかを知ることは、名古屋市におけ

る地域的特性を知ることにもなる。気温変

動データにより観測点の分類を行う。その

手法として階層クラスター分析を行うこと

とした。 

1 日の気温変動のデータを用いて、その

変化の様相が観測点の特性を示していると

考え、観測点の性格付けを行い、相似した

気温変化のパターンを示すものをグルーピ

ングして、分類を試みた。方法としてWard

法による階層クラスター分析を行った。こ

の分析は、各観測点の気温変化データの類

似度を距離として示し、関係の近さ遠さを

示すものである。 

結果を樹状図として図 4に示す。これに

よると、ある程度の距離を持って、まず大

きく 2 つに分類され、それぞれの分類がさ

らに 2つずつに分類され 4分類された。 

図 4の下方の分類は、この 2つの分類で

きれいに分かれている、上方の分類では、

一番上方は樹状形から 3分類が適当と考え

られる。次の分類は 2分類である。以上か

ら、まとまりのグルーピングを試みると、

細かく分類して 7グループ、大きく分類す

ると 4グループに分けられた。 

クラスター分析の結果を基に、観測地点

を設定したメッシュについて、このクラス
図 4 階層クラスター分析による樹状図（名古屋広域） 
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ター分析の結果によって各メッシ

ュを分類表示し図 5として示す。図

5 は 7分類の結果である。黄色に分

類される観測地点では、早朝気温は

比較的低温であるが、午前中に気温

が高くなり最も高い気温に分類さ

れる地点である。緑は早朝と昼付近

に比較的高温になるグループで夜

間も気温の低下はそれほど大きく

ない。これは名古屋港沿岸と河川沿

いに位置している。水の熱容量の大

きさにより夜間の気温低下が著し

くない地域と推察される。桃色は早

朝は気温が相対的に低く、日中は

35℃を超えるが、15 時を過ぎると

急激に気温低下するグループであ

る。茶色のグループは、全体的に気

温変動が平均的なグループである。

紫色（図 5上では濃い緑）は、朝晩

は比較的気温が高いが日中はそれ

ほど気温が上昇しないグループで

都心に多く分布する。ビルの密集に

よる都市キャニオンの形成で陰が

生じたことが影響していることが

推察される。濃い青と淡い青は、共

に丘陵地、緑地である場合が多い。

特に、淡い青の観測点は 1日を通し

て相対的に低温で変動している。小

幡緑地、東山公園、相生山が典型で

ある。濃い青は、その周辺を含め、

牧野ヶ池緑地、猪高緑地、大高緑地

付近で、1 日低温の気温変動である

が淡い青の地点ほどは低くない。し

かし、クールアイランドを形成する

場所である。 

 

 

 

図 5 気温変動による地域区分 名古屋広域 7 区分 
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2 調査結果及び考察 

 

図 6は、図 5の 7分類を 4分類に

まとめたものである。早朝は低いが

日中の最高気温を呈するグループ

（黄色）、早朝は相対的に高温で日中

も比較的高温になるグループ（緑）、

全市で比較的平均的な気温変動パタ

ーンを示すグループ（茶色）、1日中

低温であるグループで丘陵地、緑地

にある観測点（青）の 4 グループで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 気温変動による地域区分 名古屋広域 4 区分 
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2 調査結果及び考察 

 

東部丘陵気温の分析結果 

 

名古屋広域と同様に、東部丘陵の詳細観測点

を 1 日の気温変動データを用いてクラスター分

析を行った。これを樹状図として図 7 に示す。

明確な違いから 6 分類できた。全体を大きく 2

分類でき、図中上方はさらに 4 分類、下方は 2

分類できた。 

 

図 7 階層クラスター分析による樹状図（東部丘陵） 
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2 調査結果及び考察 

 

 

 

クラスター分析により得られた 6 グループにより、観測メッシュを分類し、代表点の変動を示し

たのが図 8 である。ここでも、名古屋広域の観測地点と同様に、早朝はそれほど気温が高くないが

日中に最高気温を示す観測地点のグループが淡い青色のグループである。赤は 1 日を通して相対的

に気温が高いグループである。天白渓などの森林中の観測点を除いて最も低温を呈するグループが

ある。最もかけ離れて低温のグループが、丘陵地と緑地の中でも厚い緑の樹木に覆われた観測地点

である。気温が 33℃を超えないのも特徴である。最後の 2グループは平均的な気温を示すが、相対

的に気温が早朝に高く日中に低いグループと、相対的に気温が早朝に低く日中に高いグループがあ

る。地表面の土地利用とりわけ緑地の状態により気温に差が出たものと考えられる。 

 

図 8 気温変動による地域区分 東部丘陵 6 区分 



 

名古屋気温測定調査 2015報告書 19 

2 調査結果及び考察 

 

図 9 は 1 日の気温変動において最

も低温を常に示す地点である東山公

園天白渓と早朝気温が高く日中もか

なり気温が高くなるブラザー広場の

気温を比較したものである。両観測

地点の気温をそれぞれ x 軸、y 軸に

とり散布図として示したものである。

右下の直線は両者の気温が等しいと

きの線である。散布図に附置された

点は同時刻における両観測地点の気

温からその位置に置かれている。こ

の附置された点の中に引かれた線は、

平均するとこのような値をとると考

えられる線で、回帰曲線である。こ

れによると、天白渓の気温 25℃の場

合、ブラザー広場では 28.9℃であり

温度差は 3.9℃である。これが 31℃

になると 35.9℃となり気温差は 4.9℃であり、日中に気温が上昇するにつれて市街地の気温上昇の

割合は森林地での上昇より相対的に大きいことを示している。 

 

 

2-2 名古屋広域気温分布 

 

5 時には、名古屋港付近から南区、名

駅、栄、今池、北区方面に高温域があり、

ヒートアイランドが形成されている。小

幡緑地、東部丘陵地、相生山、大高緑地

にわたり低温域が広がり、クールアイラ

ンドを呈している。クールアイランドの

範囲は概ね 25℃以下であり、この 5時と

いう時間帯が最低気温出現時であること

を考えると、この地区は熱帯夜ではない

ことが示されてもいる。 

 

 

 

 

 

図 9 天白渓気温とブラザー広場気温との相関 
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2 調査結果及び考察 

 

 

6 時には、市街地の高温域が広がり、

市部界隈から今池北方面までが等しい気

温分布を呈している。クールアイランド

は、地域的な広がりにおいて 5 時とほと

んど変化していない。さらに天白区平針

から緑区北部にわたって高温域が出現し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

7時には、高温域がさらに高温となり、

瑞穂区南部から南区笠寺方面、栄から今

池、中村方面に高温域が現れた。東山通

が東山公園と平和公園方面の低温域を分

断し始めていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 時には、7 時の傾向が全域で一層顕

著になった。東部の丘陵地では、依然ク

ールアイランドが支配的に存在している。

北区方面も高温の傾向を示し始めた。気

温 30℃を超える場所も出現した。 
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2 調査結果及び考察 

 

 

9 時は、かなりの部分で気温上昇が見

られ、30℃を超える部分が広がってきて

いる。丘陵地は依然低温である。守山方

面が高温地域となり、北区、西部と並ん

で相対的に気温が高い。栄の南に若干相

対的な低温地域が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

10時には、9時の傾向と分布の様相は

類似して推移している。高温域がさらに

広がる傾向にある。栄の南が若干低温を

呈している。これは、この付近がビルの

密集によりキャニオン形状を呈している

ため、地上付近が陰となり、低温を示し

ていることも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

11 時には、分布傾向は 10 時と同様で

あるが、高温の市街地ではさらに気温段

階が上昇し、緑区付近も高温を示してい

る。小幡緑地、東山公園、牧野ヶ池緑地、

猪高緑地は低温域である。 
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2 調査結果及び考察 

 

 

12時になると、低温域の相対的な範囲

が縮小している傾向にあると考えられる。

市街地の高温域は全般的に広がり、より

高温化する傾向にある。35℃を超える地

域が増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 時には、12 時の傾向がさらに強ま

った。天白渓を有する東山公園、相生山

は最も低温傾向を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14時には、最高気温を示す観測点が多

くなり、東部の丘陵緑地を除いて全般的

に高温傾向になった。栄から名駅にかけ

ては比較的周囲より低気温を示している。

これは、前述の通り、ビルの密集による

キャニオン形成のため、地上付近が陰と

なり、低温となる傾向を示していると考

えられる。 
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2 調査結果及び考察 

 

 

15 時には、14 時と比較して、栄から

今池よりの北方面、東部地区でより高温

傾向が増加している。小幡緑地、東山公

園、相生山はクールアイランドを保って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

16時には、全域にわたり、気温低下の

傾向が示されている。西部方面、特に戸

田川緑地、及び大高緑地では気温の低下

が著しい。日射量の減少に伴い、全体的

に気温低下の傾向が示されている。名古

屋市中心部から北方面ではまだ高温状態

が続いている。 

 

 

 

 

 

 

17 時には、市域北部の高温域と東部丘

陵の低温域を除いて気温分布がより均一

化している。東部丘陵の低温域が分断され

ていた傾向が一体化する傾向へと変化し

ている。 
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2 調査結果及び考察 

 

 

18時には、東部丘陵は、相対的に気温

は低いものの市全域にわたり気温差が小

さくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19時には、市全域にわたり気温差が小

さくなっている傾向は持続している。平

針方面に高温域が残っている。名駅から

栄、今池を中心に緩やかな高温域が形成

されている。東部の丘陵地と緑地の低温

域が連続する傾向を示している。 

 

 

 

 

 

 

20時になると、東部丘陵の低温域は連

続し、市域周辺も低温の傾向を示してい

る。名駅から栄、今池方面及び堀田、笠

寺方面に緩やかな高温域があり、平針方

面はまだ 30℃を示すところもある。 
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2 調査結果及び考察 

 

2-3 東部丘陵気温分布 

 

 

5 時には、丘陵地でクールアイランドが南北

に連続している。東山通沿いが高温とはなって

いない。本山付近、植田付近、塩釜口付近が相

対的に高温となっている。おおよそ 25℃以下の

気温分布であり、熱帯夜とはなっていない地区

が多い。高針付近は低温域が広がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 時には、自由ヶ丘及び天白植田から八事方

面で気温が上昇を始める。丘陵地のクールアイ

ランドは、まだ東山通によって分断されていな

い。 
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2 調査結果及び考察 

 

 

7 時には、クールアイランドが分断され始め

る。北では猪子石、自由ヶ丘、南では塩釜口、

植田方面での気温上昇が大きくなっている。東

山通沿いに気温が上昇し、丘陵地のクールアイ

ランドを完全に分断した。八事付近は相対的に

低温を呈している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8時には、高温域がさらに広がり、既に 30℃

を示す地域が広がっている。東山公園と平和公

園に低温域が残っている。 
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2 調査結果及び考察 

 

 

9時には、8時の分布状態が継続し、気温自体

が上昇している。東山公園、天白渓は依然低温

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10時には、クールアイランドは分断化し、ま

すます孤立化する傾向を示す。28℃以下である

が、市街地では 34℃を超えだすところもある。 
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2 調査結果及び考察 

 

 

11 時には、自由ヶ丘、本山、星ヶ丘方面で、

かなりの高温を呈している。平和公園は相対的

には低温であるが、範囲が狭くなった。東山公

園、天白渓は依然低温である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 時になると、北西方面の市街地は 35℃を

超える高温となる。丘陵地は依然クールアイラ

ンドを呈している。南側市街地は北西方面より

もまだ気温は相対的に低い。 
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2 調査結果及び考察 

 

 

13時には、市街地は高温になっている。東山

公園から牧野ヶ池緑地、天白渓付近はクールア

イランドを保つが、平和公園はクールアイラン

ドが弱くなっている。八事付近にもクールスポ

ットがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14時には、自由ヶ丘、覚王山方面が気温 35℃

を超える様相にある。植田方面もかなり高温を

呈している。丘陵はクールアイランドである。

東山通沿いの高温域によるクールアイランドの

分断が弱まっている。この範囲内での最高と最

低の気温差が大きい。 
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2 調査結果及び考察 

 

 

15 時は、市街地に高温域があり、平和公園、

東山公園、天白渓付近は独立したクールアイラ

ンドとして残っている。小さい緑地もクールス

ポットの様相を呈している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 時には、全般的に気温が低下しているが、

分布の様相は以前の観測時間と同様である。低

温域と高温域の気温差が大きい。 
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2 調査結果及び考察 

 

 

17時には、気温分布の様相はこれまでと同様

であるが、高温域と低温域の気温差が小さくな

ってきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18時には、気温分布の温度差が小さい。ただ

東山通は低温域を貫いている。しかし低温域は

平和公園、東山公園、天白渓付近にしっかり位

置している。 
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2 調査結果及び考察 

 

 

19時になると、気温分布が均一化する傾向に

なり、温度差が小さくなってきた。相対的に丘

陵地が低い気温を示している。東山通が低温域

を分断する様子はなくなりつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20時には、丘陵地を中心に低温域が連続する

傾向になり、まとまってきた。本山、自由ヶ丘、

覚王山方面、八事、塩釜口、植田方面は相対的

に高温であるが、温度差は日中と比較して小さ

い。 
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2 調査結果及び考察 

 

2-4 名古屋広域東西及び南北気温分布 

 

名古屋市南部における気温の

東西分布は図 10の通りである。

5時と 10時、20時においては、

相生山が低温を示し、城山北公

園で高温となっている。14時に

は堀田、神の倉小学校で相対的

に高温化している。20時では相

生山付近以外は気温分布が平準

化している。 

 

 

 

 

図 11は、名古屋市中央部での

東西気温分布である。5 時及び

20 時に平和公園でクールスポ

ットが見られる。日中には砂田

町と社台で相対的高温を呈する。

猪高緑地も各時間帯で低温傾向

を示している。名駅付近から伏

見までが 10 時、14 時にやや低

温傾向が示されている。ビル群

による陰影が生じたため、気温

に反映されたものと推察される。 

 

 

図 12 は、名古屋市北部の東

西気温分布である。5 時には小

幡緑地から森林公園にかけて低

温のクールアイランドが強く出

ている。10 時、14 時の日中で

は、勝川公園と小幡緑地で低温

であり、20時になると平準化す

るが、小幡緑地はクールスポッ

トを呈している。 

 

図 10 気温の東西分布―名古屋市南部（メッシュ 09）― 

図 11 気温の東西分布―名古屋市中央部（メッシュ 06）― 

図 12 気温の東西分布―名古屋市北部（メッシュ 03）― 
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2 調査結果及び考察 

 

 

図 13 は、名古屋市西部にお

ける南北気温分布である。いず

れの時間帯でもほぼ等しい値

であり、北部の庄内川河川敷が

若干低温である。5時の気温が

26℃、10 時が 32℃、14 時で

34℃、20時で 28.5℃であった。 

 

 

 

 

 

 

図 14 は、名古屋市中央の西

部都心で、伏見を通る南北の気

温分布である。10 時を除きほ

ぼ平準化している気温分布で

ある。5時には作の内公園が相

対的に低温で 26℃以下である。

10 時には大須観音と白川公園

付近が相対的に低温となった。

10 時、14 時ではガーデンふ頭

が相対的に高温である。 

 

 

 

 

図 15 は、名古屋市中央部の

南北気温分布である。5時には

北部が相対的に低温である。10

時には堀田、杉村街園、北区で

気温が高い。14 時にも同様の

傾向で、この時間では鶴舞公園

が相対的低温である。夜間にな

ると平準化するが、北部方面が

やや高い。 

 

図 13 気温の南北分布―名古屋市西部（メッシュう）― 

図 14 気温の南北分布―名古屋市中央西部（メッシュえ）― 

図 15 気温の南北分布―名古屋市中央部（メッシュお）― 
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2 調査結果及び考察 

 

 

図 16 は、名古屋市中央東部

の南北気温分布である。瑞穂公

園と瀬古公園が時間経過を通し

て低温である。10 時及び 14 時

にこの傾向が強まり、特に 10

時には温度差が大きくなった。

20 時には気温分布が平準化し

ている。 

 

 

 

 

図 17 は、名古屋市東部の南

北気温分布である。各時刻にお

いて、猪高緑地が低温のクール

スポットを呈していた。5 時に

は森林公園でやや低温となった。

10 時、14 時になると長久手市

五合池で高温を呈した。夜間の

気温分布はほぼ平準化している。 

 

 

 

2-5 東部丘陵の南北気温分布 

 

東部丘陵の南北気温分布にお

いて、西部市街地では図 18 の

通りである。 

市街地部分の南北気温分布は、

5 時には低温部が見られるがほ

ぼ 26℃以上であり、気温差も

1.5℃以内である。時間経過とと

もに北部が高くなる。14時には

37℃を超えるところもあった。

気温差も 3.5℃見られる。20 時

になると全体的に気温が低下し

平準化している。 

図 16 気温の南北分布―名古屋市中央東部（メッシュか）― 

図 17 気温の南北分布―名古屋市東部（メッシュこ）― 

図 18 東部丘陵南北気温分布―西部市街地― 
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2 調査結果及び考察 

 

白龍神社から東山公園、富士見

台に至る場合、図19の通りである。 

時間経過を含めて、気温分布が

激しく温度差も大きい。5 時には

この断面で、気温の最低値 24℃と

最高値 27.5℃を呈し、3.5℃の差

がある。10時になると、気温の分

布形は同様であるが、気温差がさ

らに大きくなる。14 時には最大

5.9℃の差が見られた。20 時にな

ると分布系が平準化する。しかし、

天白渓では常に強いクールスポ

ットを呈している。 

 

上八事から田代、千代が丘団地

に至る場合は、図 20 の通りであ

る。 

5 時には、名城大学以南と千代

が丘団地で高い以外はクールア

イランドを呈している。10時にな

ると南部と北部での気温が上昇

する傾向を見せる。14時には裏山

公園付近が低い以外は 34℃程度

以上となっている。20時になると

気温分布が平準化している。 

 

東部の市街地の場合は図 21 の

通りである。 

この気温断面では、5 時に気温

分布において最も気温差が大き

い。東山公園荒池ひろばが最低気

温であるが、10時以降では名東区

藤巻町が最低気温を呈する。また

東山通の気温が上昇しており、通

りの自動車交通等の影響が表れ

たものと考えられる。全体的に時

間経過によっても気温の分布形

は比較的相似している。 

図 19 東部丘陵南北気温分布―白龍神社・東山公園・富士見台― 

図 20 東部丘陵南北気温分布―上八事・田代・千代が丘団地― 

図 21 東部丘陵南北気温分布―東部市街地― 
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2 調査結果及び考察 

 

2-6 WBGTと不快指数による環境評価 

 

気温は、その場の環境の熱的状態を表す物理量である。人間が感じる暑さ寒さは、気温だけでな

く、湿度、風速、放射熱及び人間の側の要素である代謝量（活動量）と着衣量（保温性）が関係す

る。これらの全部または一部で人間の感覚にあわせた暑さ寒さを表す環境の指標が体感温度である。

人間が感じる暑さの感覚や熱的障害についての影響を知ることは暑い夏には必要である。そこで、

観測点の一部地点で、気温に加えて湿度、黒球温度を測定して体感温度を求めた。体感温度として

は、環境省で熱中症予防のために用いられる湿球黒球温度WBGT及び気象庁でも用いられる不快指

数 DIを用いた。以下にこの体感温度を用いて、名古屋市域の熱環境の評価を試みた。 

図 22 は、WBGT の時間変動である。上八事第三公園は全体的に低いが、湿度のデータが他の地

点より低かったためであると考えられる。9時から 18時までの間、一部を除き厳重警戒以上となっ

ている。また緑地、丘陵地の観測点は日中でも危険域に達していない傾向にある。都心部や北西部

の市街地では、日中に危険域に入っている。 

 

図 22 各観測点における湿球黒球温度 WBGT の時間変動 
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図 23は、不快指数の時間変動を示す。全観測時間にわたり 75以上の値になっている。75を超え

ると暑さを感じる人が増加するといわれており、80を超えるとほぼ全員が不快と感じるという報告

もある。天白渓、上八事第三公園、相生山、白川公園では 9時を過ぎると 80を超える。他の観測地

点では 7時を過ぎると 80に達している場合が多い。体感的にほぼ 1日中暑さを感じる状態であった

と考えられる。緑に覆われている天白渓、相生山では、日中でも 85以下の値にとどまっていた。体

感温度としてもこの 2点は暑さが緩和されていると考えられる。 

 

図 23 各観測点における不快指数の時間変動 
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2 調査結果及び考察 

 

2-7 風向・風速分布 

 

図 24 は、9 時の各観測点のメッシュにおけ

る風向の分布の測定結果である。沿岸部は南

よりの風が見られるが、内陸方面では多様な

分布である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25は、14時の各観測点のメッシュにおけ

る風向の分布である。沿岸部と西部において

は南及び南西よりの風が卓越している傾向が

ある。海風が遡上しているものと推察される。

中川運河及び庄内川沿いに海風が吹走してい

ると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26は、14時における庄内川、中川運河、

堀川沿いの観測メッシュにおける風向風力の

分布である。河口付近の「い−10」では北東よ

りの風であるが藤前干潟の観測点のため河口

から離れている。これにより、3河川・運河に

おいて海風の遡上があると推察できる。 

 

 

 

図 24 各観測点メッシュにおける風向 9 時 

図 25 各観測点メッシュにおける風向 14 時 

 

図 26 

庄内川、中川運河、堀川沿いの 

観測メッシュにおける風向風力 

14 時 
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2 調査結果及び考察 

 

2-8 水平気温分布の要因考察 

 

2005 年の調査と比較し

て、名古屋市西部と北部で

日中の気温が相対的に高

い傾向を示した。この要因

について検討する。 

図27は平成26年の名古

屋市各区の人口密度であ

る。名古屋市中心部の中区

が最も高く、東区、昭和区、

千種区がこれに次ぐ。中川

区、港区、守山区、緑区は

低い。時代的な変化はあっ

たとしても、10 年間での

気温変化要因としては、必

ずしも特定されない。 

 

 

図 28 に、名古屋市各区

における平成 20 年度から

25 年度までの建築確認申

請件数を示す。年度ごとの

変化は東区、中区、熱田区、

港区、南区の各区において

は、ほぼ横ばいである。し

かしその他の区では上昇

傾向にある。そのうち中川

区、守山区、緑区は上昇傾

向を示し、確認申請件数自

体も多い。北区、西区、中

村区も上昇傾向にあり、前

の 3 区に次ぐ件数である。

守山区、緑区は大規模緑地

も存在するが、それ以外の緑地規模は大きくない。中川区及び北区、中村区での建築される件数が

多く、地上が建築物によって覆われ、非透水性をもつ面積が増えたと考えられる。もちろん建築物

が増加することはエネルギー消費も増加する。これらが、名古屋市北西部の気温が時代的に変化し

た要因の一つと推察される。 

図 27 名古屋市各区の人口密度（平成 26 年） 

  

 

 

図 28 名古屋市各区の建築確認申請件数（平成 20〜25 年度） 
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2 調査結果及び考察 

 

2-9 まとめ 

 

名古屋市全域の気候 

 

5時の時点では、気温は代表点の観測から、ほぼ 23℃から 27℃に分布している。この時の最低気

温を示しているのは瀬戸市（海上の森）であるが、東山公園（天白渓）もほぼ 24℃と相対的に低温

である。東山公園（天白渓）は最も低温で推移し、15時に最高気温 31.6℃となるが、それ以上に上

昇しなかった。最も高い水準で気温が推移したのが中村区砂田で、13時に最高気温 37.5℃となった。

これは最も高温の観測値となった。  

 

クラスター分析 

 

1 日の気温変動を観測点すべてで、クラスター分析した。まず大きく 2 つに分類され、それぞれ

の分類がさらに 2 つずつに分類され 4 分類された。これは、早朝が低いが日中の最高気温を呈する

グループ、早朝は相対的に高温で日中も比較的高温になるグループ、全市で比較的平均的な気温変

動パターンを示すグループ、1 日中低温であるグループで丘陵地、緑地にある観測点の 4 グループ

である。さらに 7 分類も可能である。この結果を 2005 年と比較すると、地域的なまとまりが希薄

になっている。これは都市の各地点での構造変化を表しているものと推察される。 

 

気温分布 

 

気温分布は、早朝時には名古屋港付近から南区、名駅、栄、今池、北区方面に高温域があり、ヒ

ートアイランドが形成されている。小幡緑地、東部丘陵地、相生山、大高緑地にわたり低温域が広

がり、クールアイランドを呈している。日中の最高気温出現時には、東部の丘陵緑地を除いて全般

的に高温傾向になった。栄から名駅にかけては比較的周囲より低気温を示している。夜間になると、

市全域にわたり気温差が小さくなる傾向で、平針方面に高温域が残り 30℃を示すところもある。名

駅から栄、今池を中心に緩やかな高温域が形成されている。東部の丘陵地と緑地の低温域が連続す

る傾向を示している。 

 

気温の東西分布及び南北分布 

 

名古屋市中央部の東西気温分布では、5時及び 20時に平和公園でクールスポットが見られる。日

中には砂田町と社台で相対的高温を呈する。猪高緑地も各時間帯で低温傾向を示している。名駅付

近から伏見までが 10 時、14 時にやや低温傾向が示されている。ビル群による陰影が生じたため、

気温に反映されたものと推察される。 

名古屋市中央部の南北気温分布では、5 時に北部が相対的に低温である。10 時には堀田、杉村街

園、北区で気温が高い。14時にも同様の傾向で、この時間では鶴舞公園が相対的低温である。夜間

になると平準化するが、北部方面がやや高い。 
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2 調査結果及び考察 

 

WBGTと不快指数による環境評価 

 

体感温度の一種であるWBGTと不快指数を計算した。 

WBGT の観測点における時間変動では、上八事第三公園が全体的に低い。9 時から 18 時までの

間、一部を除き厳重警戒以上となっている。また緑地、丘陵地の観測点は日中でも危険域に達して

いない傾向にある。都心部や北西部の市街地では、日中に危険域に入っている。 

80を超えると全員不快といわれる不快指数では、天白渓、上八事第三公園、相生山、白川公園で

9 時を過ぎると 80 を超える。他の観測地点では７時を過ぎると 80 に達している場合が多い。体感

的にほぼ 1日中暑さを感じる状態であったと考えられる。 

 

注釈） 

1） 結果の分析について、高度の補正は行っていない。その理由は、現地で観測された気温の値が

そこの場の固有のものであることによる。分布図作成においても地形条件が反映されたものと

しての分布を示すことによった。 

2） 平面分布図作成、クラスター分析及び体感温度計算においては、以下のデータは観測データと

しては記録し、計算については以下の理由で除外した。 

・ 欠測のある観測データの場合 

データが欠けるとクラスター分析や分布図作成のための多変量解析の計算ができないため。 

該当地点：う 06A、え 05A、え 09、く 10B、B01 

・ 観測値が極端にその地点の時間変動から著しく離れた値を示す場合、また近隣地区及び一

般的知識として著しく離れた値を示す場合 

体感温度を計算する場合に複合的にデータを用いるため、正しく計算できない恐れがある

ため。 

該当地点：え 10、B01 



 

3 東部丘陵における前々回・  

前回調査結果との比較  
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3 東部丘陵における前々回・前回調査結果との比較 

 

名古屋市東部に標高 100m を最高点にした緩

やかな丘陵地が南北に走っている。北側が矢田

川・香流川、南側が植田川によって区切られて、

守山・志段味の丘陵地や緑区の丘陵地と切り離

されている。かつては里山として薪や炭、腐葉

土や山菜を供給する場として人々の暮らしを支

えていたであろう証を、丘陵内に縦横に残る踏

み跡や萌芽更新の痕跡を残す広葉樹に見ること

ができる。このエリアを私たちは名古屋東部丘

陵と呼んでいる。 

この丘陵地の西側に刻まれた谷にはかつて多

くのため池が築造され、丘陵の西側に広がる平

地の田畑を灌漑していた。例えば平和公園口の

新池は、現在の数倍の大きさの七ツ釜池と呼ば

れ、御器所や金山あたりまでの田畑の水源とし

て利用されていた。猫ヶ洞池はかつて上池と下

池の双子池だったが、現在は上池だけが残って

いて、下池は住宅地に変わってしまった。 

名古屋が都市として発展した結果、東部丘陵

は都市化の海に囲まれた島のように浮かんでい

る。ヒートアイランド（熱の島）という名の「熱

の海」に浮かぶクールアイランドという名の緑

の島ということもできる。このことを実証して

見せたのが、過去 2 回の気温測定調査であり、

それぞれが「名古屋東部丘陵気温分布測定結果、

くらしの環境ネットワーク 1991.8」及び「名古

屋気温測定調査 2005 年報告書」としてまとめ

られている。 

東部丘陵の緑地帯には名古屋市によって風致

地区指定や緑地保全地区指定の網が古くからか

けられている。開発を規制し、徐々にではある

が名古屋市による民地の買い取りが進められて

きた。このために、東部丘陵のコアとなる緑地

帯は保護されてきた。しかし、東西に貫通する

広小路線などの道路が拡幅され、開発規制の網

を破って住宅地が少しずつ這い登ってきている。

最大の危機であった 1988・名古屋オリンピック

招致騒動では、東部丘陵の北半分を占める平和

公園南部地区にメインスタジアム建設が計画さ

れていた。 

その後もいくつかの開発がクールアイランド

を蝕んでいる。前々回調査（1991年）と前回調

査（2005年）結果との比較から、東山公園テニ

スセンターが愛知国体（1994年）に合わせて完

成し、国道 153号線が植田一本松から延伸され

て東山公園南部・天白渓の雑木林を貫通してテ

ニスセンター北西角まで達して、豊田方面から

の大量の車の流入を誘導していることが指摘さ

れた。さらに、名古屋高速 2 号東山線が藤巻町

の東でトンネルから地上に出て高架で東に向か

い、その出口付近から植田川にかけて荒田土地

区画整理事業によって湿地まじりの緑地が裸地

となり住宅地へと変貌した。植物園南部では名

古屋高速 2 号東山線緑橋換気所が建設され、こ

こから東山公園テニスセンターに向かう道路が

2 倍に拡幅され、テニスセンター北西角まで延

びた国道 153号線へのアクセスルートなどとし

て交通量を増やしている。いずれも植物園南部

のクールアイランドのコアである樹林帯を開発

したものであった。 

さて、前回調査（2005年）から今回調査（2015

年）までの 10年間ではどんな変化があっただろ

うか。前回の調査で解析のために利用させてい

ただいた名古屋市緑政土木局によるデジタルマ

ッピング手法による緑被率調査結果（「緑の現況

調査報告書 2005 年版」）の新版が 2010 年のも

のなので、失われた緑地を定量的に把握するこ

とができなかった。聞けばこの調査が予算削減

のあおりを受けて廃止されそうだとの情報もあ

り、事実だとすれば誠に残念なことである。緑

被率のこれ以上の低下をさせないためにも重要

な調査である。精度を少々落としてでも調査を

継続してほしいものである。代わりに自転車で

東部丘陵を走り回って 10 年間の開発の痕跡を

探したところでは、前回指摘されたような大き

な開発はなかったように思われる。比較的規模

東部丘陵における前々回・前回調査結果との比較 ３ 
大沼淳一 
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3 東部丘陵における前々回・前回調査結果との比較 

の大きい開発としては、猫ヶ洞池北西岸から県

立がんセンターにかけて存在した愛知県職員住

宅（庭付き 2 階建て）が高層マンション群に変

貌したことと、県立城山病院の建て替え工事に

伴って南東斜面の雑木林が皆伐されたことがあ

げられる。いずれも愛知県という地方自治体に

よる緑地の改変であることが残念である。 

東部丘陵の雑木林が里山としての役割を失っ

てから 50 年以上が経過している。里山として

15～20年ごとに伐採されたり、切り株からの萌

芽更新が行われたりしなくなって、アベマキ、

コナラなどの落葉性広葉樹が高径木化している

が、この高径木へのカシノナガキクイムシの攻

撃による枯死が目立っている。マツノザイセン

チュウによる松枯れもひどい。しかし、クール

アイランド効果の減殺にまでつながっているか

どうかはわからない。 

前回及び前々回の観測結果と今回の結果を比

較するためには、できるだけ同じ条件で調査が

行われなければならない。このために観測器具

と観測点の選定基準を同じにすることはもちろ

んのこと、すでに 1-3節で述べたように、1991

年、2005年と同じ名古屋東部丘陵及び周辺地域

1,800ha に観測点（73点）を設けた。1メッシ

ュ（500m 四方）に 1 地点とし、今回の観測者

にはできるだけ 2005 年と同じ地点あるいはそ

の近傍で観測点を選定してもらい、午前 5 時か

ら午後 8 時まで毎正時に測定を行った。8 月上

旬の土曜日または日曜日（予備日）が選ばれた

のも、同じような気象条件で、交通量などの因

子が同じ条件になるようにするためであった。

その気圧配置は、1-7 節で述べたように北海道

の東海上に高気圧の中心があり、日本の南海上

には台風があって、本州付近はやや北に偏った

高気圧に覆われていたので、南風はあまり強く

はならず、雲は出ても発達はせず、ほぼ夏の日

ざしが続き、気温が上昇して猛暑日となった（気

象台の最高気温 36.6℃）。風は、朝のうちは 1

～2m/sで穏やかであったが、日中から夜にかけ

て南寄りの風がやや強まり、概ね 3～5m/sであ

った。これに対して、前回は北海道の西海上に

高気圧の中心があり、中国大陸南部に台風があ

るというやや似た気圧配置であり、朝 7 時ごろ

から弱い南風が入り、午後にはやや強まって

4m/s 前後の南風となり、気象台の最高気温は

35.3℃で夏らしい高温となった。すなわち、前

回と今回の気象条件はかなり似ていたと考える

ことができる。 

図 1と図 2に、午前 9時と午後 2時の前回と

前々回の東部丘陵気温分布を 2000 年の緑被図

とともに示した。基本的に両図はよく似ていて、

低温域が緑被地と重なっている。大きな変化は

東山公園南部に見られる。1991年には東山テニ

スセンターのあたりと植田一本松及び名東本通

付近に高温域があって、それを隔てるように大

きな低温域が存在している。この低温域は午後

2 時になっても破られていない。これが 2005

年になると午後 2 時には低温域が南北に分断さ

れており、高温域が植田一本松から植田山まで

侵入している。これらの変化は、すでに述べた

ようにテニスセンターの完成、国道 153号線の

延伸と交通量の増加、荒田土地区画整理事業に

よる湿地の喪失、緑橋換気所からテニスセンタ

ーに向かう道路の拡幅などがもたらした変化で

あるものと思われる。 

図 3と図 4に、午前 9時と午後 2時の前回と

今回の東部丘陵気温分布を 2010 年の緑被図と

ともに示した。分布図の表現方法が異なるため

に見にくいが、前回と今回の気温分布は午前 9

時も午後 2 時もかなりよく似ている。やや違っ

ているのは、今回自由ヶ丘付近に最も高い高温

域が出現していることである。前々回以来、自

由ヶ丘付近が高温になる傾向は見えていたが、

今回はそれが顕著であり、午後 2 時には植田一

本松付近よりも高い温度を記録している。すで

に述べたように、猫ヶ洞池北西に高層マンショ
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ン群が出現し、城山病院の建て替え工事に伴っ

て雑木林が皆伐された。さらにこのあたりを見

ていくと、富士見台の広大な屋敷林を有する邸

宅がマンション群に変貌している（2009 年）。

長い間住民の反対で工事が停滞していた日泰寺

北側を抜ける池内猪高線が開通し、自由ヶ丘を

経由して都心へ向かう車の交通量が増加してい

る。自由ヶ丘の西側の霞ヶ丘に散在していた小

さな緑地が消えて住宅地となってしまった。赤

坂交差点北西角のアベマキに囲まれた上野天満

宮別宮がコンビニとなってしまった。自由ヶ丘

周辺ではこのような変化が重なっており、気温

上昇を招いた可能性がある。また、かつて光化

学スモッグが問題になっていた 1970 年代に、

自由ヶ丘に設置されていた国設の大気汚染観測

所が名古屋市内に設置されている他の観測所よ

りもオキシダントが高い値を示す傾向があるこ

とが指摘されていた。比較的緑地の多い東部丘

陵の一角にあって自由ヶ丘がなぜオキシダント

濃度が高いのか、当時も明確な結論は出ていな

かったが、地形的な要因が関与している可能性

もあり、それが気温上昇にも関係していること

も考えられる。 
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午後 2時 

2000 年緑被分布図       気温・風向風力分布図 

図 1 

2000 年緑被分布図       気温・風向風力分布図 

 図 2 

午前 9時 

1991.8 2005.8 

1991.8 2005.8 

※ 緑被分布図（出典：名古屋のみどり 緑の現況調査報告書 概要版（平成 13年 3月）） 
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※ 緑被分布図（出典：名古屋のみどり 緑の現況調査報告書 概要版（平成 23年 3月）） 

気温・風向風力分布図     2010 年緑被分布図 

図 3 

気温・風向風力分布図     2010 年緑被分布図 

図 4 

午前 9時 

2015.8.8 2005.8.7 

午後 2時 

2015.8.8 2005.8.7 



 

4 他地域における気温測定の

概要と結果  

 

・ 豊田気温測定調査 2015 

・ 多治見気温測定調査 2015 

・ 春日井気温測定調査 2015 
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4 他地域における気温測定の概要と結果 

 

豊田気温測定調査 2015 

洲崎燈子（豊田市矢作川研究所） 
 

はじめに 

 
 豊田のヒートアイランド強度は 1970 年代に

は 2℃だったが、2014 年には 9℃に上昇し、全

国の内陸部でも有数の値となっている。矢作川

と緑地は市街地の気温を下げ、ヒートアイラン

ド現象をやわらげる役割を果たしている。その

効果を実際に調べ、豊田のまちなかを緑豊かで

快適な、活気のある空間にすることを目指し、

2015 年 8 月 8 日（日）に豊田気温測定調査 2015
を実施した。豊田で初めて開催された、市民参

加による気温調査となった。 
 
調査地と方法 

 
 調査地点は豊田の市街地を中心とした矢作川

の河川敷を含む 40 地点である（図 1、図 2）。
調査範囲は西三河平野の北東部に位置し、東側

には美濃三河高原が広がっている。豊田市の中

心部は矢作川が削った谷底にある。測定当日は

約 160 名の調査員の参加により、名古屋気温測

定調査2015の手法に準じて午前5時から午後8
時までの毎正時に 16 回、気温、風向、風力を調

べた。 
 
4 地点の調査結果 

 
 全測定結果のうち最高気温を記録した本新町

の個人宅と、近年ヒートアイランド現象が広が

ってきている市南西部に位置する若林交流館、

森に覆われた丘陵地の縁に位置する自然観察の

森、室町の矢作川河川敷の 4 地点で気温変化を

比較した（図 3、図 4）。 
矢作川の東側にある自然観察の森と室町の矢

作川河川敷は、ほぼ 1 日を通じて本新町の個

他地域における気温測定概要と結果 ４ 

図 1 調査範囲 

図 2 調査地点 
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4 他地域における気温測定の概要と結果 

 

人宅と若林交流館より気温が低かったことがわ

かった。本新町の個人宅では 13 時にこの日の最

高気温（37.0℃）が記録され、この時最も気温

が低かった室町の矢作川河川敷との差は 4.4℃
になった。この2地点間の距離は約7kmだった。 
また、本新町の個人宅では 13 時に最高気温が

記録されたが、朝と夜間は若林交流館より気温

が低かったことがわかった。室町の矢作川河川

敷は 13 時の気温が全地点で最も低かったが、朝

と夜間は自然観察の森より気温が高いか同程度

だった。日中と朝・夜間は、異なった要因で気

温の差が生じているのかもしれない。 
その他にも、矢作川河川敷の複数の地点と、

児ノ口公園や深田公園といった小面積だが樹木

の多い公園では周辺の測定地点に比べ、日中の

気温上昇が抑えられていたことがわかり、川と

林地の気温軽減効果が確認された。 
全地点の調査結果は 2015 年度末までに出版

される「豊田気温測定調査 2015 結果報告書」

に掲載する予定である。 

図 3 4調査地点の位置 

図 4 4調査地点の気温の推移 
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 多治見気温測定調査 2015 

吉田信夫（多治見の気温をはかる会） 
 
はじめに 

 
多治見はなぜ暑いのか？ 多治見は本当にそ

んなに暑いのだろうか？ 様々な疑問を持った

市民が集まり、真夏の気温を測り始めて 2015
年で 14 回となる。 

これまでの調査は多治見盆地内に限られてお

り、周辺の気温との比較は、気象庁資料等に頼

らざるを得なかった。 
今回は、名古屋でも 10 年ぶりの気温調査があ

り、これにあわせて調査することとした。 
これまでの調査から、多治見の夏の暑さを支

配する要因として、次のことが考えられた。 
 
・地形や建物の影響で、風が弱い場所では日射

で暖められた地面からの熱がたまりやすい。 

・晴天日の伊勢湾からの海風は濃尾平野にとど

まり、盆地内に入りにくい。 

・盆地周囲の丘陵斜面は、林地から流出する冷

気で冷やされる。 

 

 

 

・土岐川等、河川の周りでは、川筋に沿って流

れる空気の混合や水蒸気の蒸発で冷えやすい。 

 
調査の目的及び調査計画 

 
今回の調査は、これまでの調査結果を踏まえ、

次の点に着目した。 
 

・盆地を取り囲む丘陵斜面の林地や市街地にあ

る緑地の冷却効果 

・土岐川による気温の冷却効果 

・日中、太陽熱で加熱された建物や地表面が気

温上昇にどの程度影響を及ぼすか 

・風通しの良さ悪さが、日中の気温上昇にどの

ような影響を及ぼすのか（日だまり効果） 

■調査日時：2015 年 8 月 8 日（土）  
7～19 時（毎正時） 

■調査地点：市内 30 地点（1 地点は自動測定） 
■調査項目：気温、風向き（8 方位）、風の強さ、 

天気（自動測定は、気温のみ） 

 
 

調査結果の概要 

 
a．気温の日変化 
観測日の代表的地点の気温

の日変化を見てみると、概ね

14～15 時頃に最高気温が現

れ、朝方より夕方の気温変化

が大きかった。 
丘陵地上部では、朝方 7 時

の気温が 25℃を下回り、冷気

流の影響がみられる。また、

日没後の気温と標高は、負の

相関がみられる。 

 

図 1 代表的地点の気温日変化 
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b．時刻別の全地点平均気温からの気温偏差分布 
・朝方及び日没前後は、盆地底部の市街地で全市平均値より 0.5～1℃高い。郊外の丘陵部では 1～2℃
低い。市街地と郊外の気温差は平均して 2℃程度。 

・昼前から夕方、気温の上昇とともに高温域が市内の幹線道路沿いに広がる。中心密集地などの弱

風域で平均値より 2℃程度高い地点もスポット的にみられる。 

・日中の最高気温は、土岐川以南及び市北部の丘陵部では概ね 13～14 時、市街地及び西部では 15
時以降に出現している。 

・昼過ぎから夕方（17 時頃）、土岐川沿いに相対的低温域がみられる。 

 

 
 
 
c．風の流れ 
・朝方は、各地とも盆地から丘陵に向かう谷風。 
・日射が強まる 10 時頃から、南部で南寄りの風、西部丘陵部で西寄りの風。 
・昼過ぎから日没前、南部で西寄りの風、土岐川沿いでは南東～南風が卓越。 
・北部丘陵では、概ね終日、南寄りの風が卓越。 
・日中、スポット的に高温域が出現する市中心部で弱風域がみられる。 
・南部丘陵部では、14 時頃から南風が入り、気温の降下がみられる。

 

 

 

 

 

 

図 2 平均気温からの偏差分布 
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まとめと考察 

 
・日本の南海上にある台風の影響で上空の一般

風は北東系の風であったが、地上付近では日

中、南～南西の風が卓越し、最高気温は概ね

35～37℃まで上昇した。 
・全般的には、盆地底部に広がる市街地で気温

が高く、夕方の気温降下も丘陵部に比べて遅

い。市街地では丘陵部に比べて上空の風の影

響を受けにくいことも原因である。 
・市中心部でスポット的に高温域が出現するの

は、風向きによって澱み域が出現すること等

が原因と考えられる。 
・土岐川沿いの相対的低温域は、川筋に沿って

強まる谷風や水分蒸発による冷却効果が考え

られるが、いずれが支配的かは不明。 

 
 
 
 
・市街地と郊外の気温差が昼過ぎに大きくなっ 

ている。これは、風の弱い市街地の方が、日

射による加熱によって日だまり効果が起きや

すいことが原因の一つと考えられる。 
・南部谷あいの市之倉地区で、昼過ぎから一時

的に高温域がみられる。これは、地形の影響

によって風が弱まること、さらに、谷風の発

達過程で発生する谷中央部上空の下降気流に

よる可能性も考えられる。 
 
（参考文献） 

「都市の気候変動と異常気象」 

（藤部文昭 2012 年 朝倉書店）P.85

図 3 気温と風の分布 
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春日井気温測定調査 2015 

多々良英世（日本気象予報士会東海支部） 
 
実施概要 

 
春日井市の気温測定は、名古屋市の気温調査

に合わせて同日・同時間帯に同じ観測方法で、

観測地点図に示す 4 カ所で実施した。 
なお、春日井市は濃尾平野の北東に位置し、

南側は名古屋市と隣接、北側は多治見市と隣接

し、市境には 300m から 400m の丘陵地が連な

っている。市の南東から北東方向に、名古屋市

との境を庄内川が流れている。 

 
 
 
 
 
 
（1）観測地点：4 カ所 
（白山公園、落合公園、朝宮公園、味鋺） 
（2）観測日時：2015 年 8 月 8 日（土） 
        5 時～20 時 
（3）参加者数：7 人 

 

 
 
 
観測結果 

 
1．春日井市内の気温 

朝 5 時は各地点とも観測期間の時間帯では最

も低く 26℃前後で、地域による差は小さかった。

8 時には市の南側の朝宮公園及び味鋺の 2 地点

では 30℃を超え、9 時には白山公園及び落合公

園の北側の 2 カ所でも 30℃を超えた。 
 

図 1 春日井市気温の経時変化 
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 その後は気温が上昇して 15 時頃には朝宮公

園が 36.4℃、味鋺が 36.6℃、白山公園・落合公

園が 35.4℃と最高気温となった。市の北側の 2
地点に比べて南側の 2 地点が約 1℃高くなって

いた。 
5 時から 20 時の平均気温では、最も北の白山

公園が 31.3℃と最も低く、落合公園が 31.6℃、

朝宮公園が 31.8℃、最も南側の味鋺が 32.0℃と

最も高く、北から南の地点にいくに従いやや高

くなる傾向がみられた。 
日較差（ここではこの期間の最高と最低の差）

は、白山公園が 9.4℃、落合公園が 9.8℃、朝宮

公園と味鋺が 10.5℃で、北から南に向かい大き

くなる傾向がみられた。 
 

2．隣接した多治見と名古屋との比較 
アメダスの多治見と名古屋地方気象台の気温

をみると、5 時は多治見が 24.3℃で春日井市の

気温より約 2℃低く、名古屋が 26.3℃で春日井

市との差は小さかった。 
最高気温は多治見が 36.5℃、名古屋が 35.5℃

となっていた。 

日較差は、多治見が 12.2℃、名古屋が 9.2℃
で、丘陵地を隔てた内陸部の多治見は、濃尾平

野内の春日井市や名古屋に比べて 2～3℃ほど

大きくなっていた。 
 

3．まとめ 

春日井市では、平均気温や最高気温について

は北にある白山公園から南の味鋺にいくに従い

高くなる傾向がみられた。名古屋及び多治見と

の気温変化の比較では、春日井が名古屋と多治

見の中間的な気温の高さや変化傾向であること

が明らかになった。 

図 2 各地点の位置と最高気温 

（本図は、国土地理院の電子国土 Webを基に作成） 



 

5 提言  
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5 提言 

 

 

1 大都市名古屋における緑地や水辺の重要性 

 
● 東部丘陵の大規模緑地をはじめ市内各地に存在する既存樹林地は、これ以上減少させな

い。また、復元・創出を進める。 
● 樹林地が持つ気温調節や水源涵養などの諸機能が十分発揮されるように、植生環境の保全

管理を進める。 
● 市内各所にある、海・河川・ため池・湧水・湿地などの水辺環境を減少させない。またこ

れらを維持・保全し、樹林地など「水と緑の空間」を積極的につないでいく。 

 

2 暑熱化する街に風の道をつくり、涼風・海風を導く 

 
● 海浜・河川・水路、拠点の緑・連続する緑等、クールスポットのポテンシャルを活用し

た風の道づくりを、すべての都市計画、街づくり、建築計画において推進し、暑熱化する都

市に冷風を呼び込む。 
 

提言に向けて 

 
私たちは、1991 年、2005 年、そして 2015 年に多くの市民の参加による同時多点気温観測をおこ

ない、名古屋のヒートアイランドの実態を把握しました。 
24 年前、10 年前の調査結果との比較からも、この大都市名古屋が暑熱化の道をたどり、またその

傾向が衰える様子もなく、依然猛暑と熱帯夜に悩まされる都市環境を顕在化させていることを改め

て認識するに至りました。 
私たちはこの調査結果を受けとめるとともに、改めて安心・安全で健康的な暮らしが営める大都

市名古屋の実現を目指し、市民をはじめ多様な主体に向け、以下の行動を提言します。 
 
 
 

提言（ストップ・ザ・ヒートアイランド＝名古屋方式の提案） 

 

 

 

提言 ５ 
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3 熱中症対策としての安心・安全な街づくり 

 
熱中症（年間 1,000 人規模の被災者）を都市の気象災害と位置づけ、安心・安全な都市生

活を保障するハード・ソフト両面の施策を展開していく。 
 
【ハード整備】 

● 都市内に分布する社寺林や宅地の緑、公園や街路樹、建築壁面や屋上における緑のボリュ

ームアップを推進する。 
● 緑化地域制度の拡充により、宅地の緑の充実と雨庭（雨水貯留・浸透の庭）づくりの普及

を図り、緑と潤いのある市街地の形成を進める。 
● 透水性舗装の一般化を図るとともに、保水性舗装の積極的導入を進める。 
● 多様な主体による雨水ストックを推進し、壁面・路面・植栽地への供給により、都市の湿

潤化を進める。 
● 都市内における緑陰率の増加を図るため、街路樹による交差点の日陰づくりなど、緑陰効

果の高い緑づくりを進める。 
 
【ソフト対応】 
● 現状を熱中症非常事態ととらえ、公共施設やデパート、オフィスビル等の 1 階やコンビニ

エンスストアなどの協力を得ながら、熱中症シェルターとしての利用促進を図る。 
● 初夏の時期から健全な汗かき型ライフスタイルを推奨し、都市の暑い夏に適応できる体づ

くりを普及啓発する。 
● 私たちをはじめ、すべての生き物の生存条件である「気温」について、市民の関心と理解

を深めるため「気温測定」などの行動を継続していく。 

 

4 省エネルギー化の推進による都市の暑熱化抑制 

 
● アスファルト路面等の蓄熱源に着目し、具体的な抑制策を求めていく。 
● 省エネルギー、省廃熱を意識した製品、建材、建築計画の選択と普及を求めていく。 
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名古屋のヒートアイランドについて 

與語基宏 
 

1 ヒートアイランドについて 

 
近年は、特に大都市において気温の上昇が顕

著で、猛暑日（日最高気温が 35℃以上）や熱帯

夜（日最低気温 25℃以上）の増加によって日常

生活の不快感の増大、熱中症などの健康被害も

増加している。また、都市及びその周辺での局

地的強雨の増加との関連も注目されている。 
ヒートアイランド現象（heat island 熱の島）

とは、都市の気温が周囲よりも高い状態のこと

で、気温分布図を描くと、等温線の様子が都市

とその周辺で地形図の島のような形になること

から、このように言う。 
都市では、産業や社会活動に伴い熱が排出さ

れ、気温を上昇させる。草原や森林、水面など

は空気中に水蒸気を放出し、気温の上昇を抑え

るが、都市化で地表面がアスファルトやコンク

リートに覆われると水蒸気の供給が減少し、気

温の上昇を大きくする。 
街区では建造物とその高層化によって、日射

の吸収、弱風化による蓄熱作用の増加で、日中

の気温を上昇させ、夜間には放射冷却の抑制、

昼間に蓄積された熱の放出で最低気温の低下が

抑えられる。 
 
2 気温の長期変化傾向 

 
・年平均気温 

1931～2014 年までの観測値から算出した値

を示し、都市化の影響が比較的少ないとみられ

る 15 観測地点について平均した変化量をあわ

せて表示した。※を付した 4 地点と

15 観測地点のうちの飯田・宮崎は、

統計期間内に観測露場の移転の影響

があったため、気温の変化率について

は移転に伴う影響を補正してから算

出している。 
名古屋の年平均気温の変化率は

100 年で 2.8℃で、東京、福岡に次い

で高くなっている。 
平均気温よりも最低気温の上昇が

大きく、夏よりも冬の気温の上昇が大

きい傾向がある。 
 

・名古屋の年間階級別日数の長期変化

傾向 
冬日（最低気温 0℃未満、冷え込み

が強い）日数は 10 年あたりで 7.1 日

減少している。（図 1－2 名古屋の冬日

日数の長期変化傾向） 
熱帯夜（日最低気温 25℃以上、寝

苦しい夜）の日数は 10 年あたりで 3.7

参考資料  

表 1－1 都市における気温の変化率（1931～2014年） 

図 1－1 名古屋の気温の長期変化傾向（1931～2014年） 
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日増加している。（図 1－3 名古屋の熱帯夜日数

の長期変化傾向） 
猛暑日（日最高気温 35℃以上、熱中症の増加）

日数は 10 年あたりで 2.3 日増加している。（図

1－4 名古屋の猛暑日日数の長期変化傾向） 
上記より、名古屋では、冬日の出現が減少し、

熱帯夜と猛暑日の出現が増加している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

冬日、熱帯夜、猛暑日の年間出現日数の 10
年あたりの変化傾向を他都市と比較すると、冬

日の減少は京都の 7.5 日についで多く、熱帯夜

の増加は福岡、東京に次いで多く、猛暑日の増

加は京都の 2.2 日を超えて、名古屋が最も多く

なっている。（資料は気象庁提供） 
 

図 1－2名古屋の冬日日数の長期変化傾向（1931～2014年） 

図 1－3名古屋の熱帯夜日数の長期変化傾向（1931～2014年） 

図 1－4名古屋の猛暑日日数の長期変化傾向（1931～2014年） 
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地球の温暖化について 

 

1 世界の年平均気温の経年変化 

 

2015 年の世界の年平均気温偏差（1981～
2010 年の 30 年平均値を基準値とし、年平均気

温から基準値を差し引いた値、2015 年は 1～11
月までの観測データによる速報値）は+0.40℃で、

統計を開始した 1891 年以降では最も高い値と

なる見込みである（これまでは 2014 年の

+0.27℃）。世界の年平均気温は、100 年あたり

0.71℃の割合で上昇しており、特に 1990 年代半

ば以降、高温となる年が多くなっている（図 1）。 

 
 

2 日本の年平均気温の経年変化 

 

2015 年の日本の年平均気温偏差は+0.63℃で、

統計を開始した 1898 年以降では 4 番目に高い

値となる見込みである。日本の年平均気温は、

100 年あたり 1.16℃の割合で上昇しており、特

に 1990 年代以降、高温となる年が多くなって

いる（図 2）。（資料は気象庁提供） 
 

 

 

図 1 世界の年平均気温偏差の経年変化（1891～2015年） 
（黒線は各年の値、青線は各年の値の 5 年移動平均、赤線は長期変化傾向を示す） 

図 2 日本の年平均気温偏差の経年変化（1898～2015年） 
（黒線は各年の値、青線は各年の値の 5年移動平均、赤線は長期変化傾向を示す） 
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名古屋広域 気温資料 
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東部丘陵 気温資料 
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根岸慶子    
中村恵子    
山田律子 

12 守屋百合子 森本章夫 蒲 和宏 

久田／北／三谷
(天白高校） 神谷／西川／

木村 
（天白高校） 

中村／高木／
網野／内藤 
（天白高校） 

角藤ゆかり／美凜
／山田伸一／心華
／葵華／井上忠佳 

測定点別測定者表 （東部丘陵 500mメッシュ） 
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感想文集 

 
名古屋広域 2kmメッシュ測定者 

 
（あ-8） 伊藤君和  
全般的に気楽な気持ちで応募したが、いざ実施

してみると、多勢の人が一緒だと感じ、測定時間、

測定値の正確化を求め、緊張し疲れた。 
【個々に（困ったこと）】 
① 棒状温度計の水銀位置がわかりづらく困った。

LED ヘッドライトを 500 円格安で新調した

が、朝夕 2 時間が読み取りづらかった。これ

は訓練で解決するのか。 
② 風力階級の判断：煙…とあるが、今街中で煙

を見ることができるのか。もっと現代風にな

らないのか。簡単な風車での測定は考えられ

ないか。 
以上。成果報告会にはぜひ参加したいと思います。 

 
（あ-9） 犬飼、阪  
○指定された筒の中の温度計の目盛りを、隙間か

ら見て計測するのは、ものすごく見づらく大変だ

った。 
○該当日は出勤日であり、早朝の計測、夕刻の計

測と当番を分け、昼間は手の空いた方が計測。暑

い時期と出勤日ということで、体力的・体調的に

限界を感じた。 
○アナログ温度計はアルミ筒の中に入れたため、

さらに目盛りが読みづらく、毎時 00 分ちょうど

には読めなかった（20～30 秒の幅）。デジタルで

精度の高い測定器具はないのでしょうか？ 
○データロガー追加にはあわてました。追加用紙

のため郵便代が不足でした。 
 

（い-6） 茶原真佐子、茶原啓子、茶原麻央  
朝 4 時半の時点で、ウォーキングしている人た

ち、体操をする人がいて、こんなに早くから活動

していることに驚きました。 

6 時には公園の草取りの日だと言って、人が集

まってきました。暑くてしんどかったけれど、人

との交流が楽しかったです。近所の方にお茶やお

菓子、お昼ご飯までごちそうになってしまいました。 
待ち時間に姪っ子と鉄棒で遊びました。逆上が

りで鉄棒に体をひっかけることはできても、頭を

おこせなかったことがショックでした。運動不足

か、歳のせいか…、10 年後は足も上がらないかも。 
気温の方は、近所の人に「この辺りは夜になっ

ても気温が下がらない」と言われた言葉の通り、

夕方になってもあまり温度が下がらず暑かった

です。 
 

（い-7） 石黒鐐三  
前回経験しているので不安感はなく、周辺の様

子を観察しがてら楽しめた。 
今回は、猫のフンがなくてよかったが、工事騒

音が激しく大変不快だった。 
いろいろな虫が訪問してくれて、それらを観察

していると結構楽しい。 
事前には他事も同時進行と考えていたが、思う

ようにはならなかった。 
4F 校舎の影響で、風が回るのだろうか。午前

中苦になった。 
追加写真もいろいろ撮れた。 
20：00 終了時にふさわしく、何もいなくなっ

た。暗くなった。音も声もなくなった。 
約 200 人のデータは、研究者のための資料であ

るより先に、市内のヒートアイランド対策に有効

に利用されることを願うばかりです。 
 

○第 2 回 全市一斉気温調査（H27．8．8） 
10 年前実施からその後の変化を知るため実施。

環境大学案内には、名古屋市のヒートアイランド

対策に資するためのようなことも書いてあった。 
第 1 回会議の時、その点を踏まえ、前回は木陰

の涼しいことはわかっているが、どれほどの差な

のか、また幹線道路がどれだけ熱を持っているか
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を知る方向に分析してた。そこで石黒は、今回は

ヒートアイランド対策に主力を置いてほしい、市

の水モニ参加者約 40 名を巻き込み、河川、ため

池の効果を知ることを提案。あわせて笹島ライブ

の事例として、対策が無視されて開発しているこ

とを指摘した。 
平成 27 年 8 月 8 日午前 5 時～午後 8 時まで、

毎時調査する。調査要領は別途資料により講座を

受けること。 
 

○他に気付いた事柄メモ 
5：00 東の空、赤味帯びる、カラス・アブラゼ

ミ鳴く、コウモリが舞う、新聞配達がきた、風向

定まりにくい。 
6：00 日が当たりだした、アシナガバチ来る、

帽子の中汗ばむ、風向定まりにくい。 
7：00 クマゼミ猛烈に鳴く、日射を強く感じる、

シオカラトンボ来る、写真撮りする、汗が出てく

る、風向同上。 
8：00 風見鶏にクマゼミとまり鳴きだす、工場

作業者集まってくる、蚊がいなくなった、風向定

まりにくい。 
9：00 工事現場よりエアーハンマーとサイドグ

ラインダー音激しく不快、風力 2 になったが風向

定まらず。 
10：00 クマゼミ鳴きやんだらツクツクボウシ鳴

く、雲が多くなってきた、風向定まりにくい。 
11：00 ギンヤンマとカラスが飛んできた、相変

わらず風向定まらない、4F 校舎のせいか？ 
12：00 ツマグロヒョウモンチョウがダンスを見

せにきてくれた、風向定まりにくい。 
13：00 傘が外れて直したため 10 分遅れた、風

力が 3 になり風向定まったように感じる。 
14：00 昨日しぶっていたつぼみ今日精いっぱい

咲いた、風向がやっと定まったようだ。 
15：00 ナツアカネ風上へスイスイ、オニヤンマ

通る、低い雲がとれて蒸し暑くない。（立秋） 
16：00 アブラゼミ激しく鳴くがカラスの声も姿

もなし、気温下がりだした。 
17：00 ギンヤンマ芝生の上を低空飛行、蚊が動

いているか？ 
18：00 アブラゼミ・クマゼミ・ツクツクボウシ

一斉に鳴く、太陽が民家の後ろに入り日が陰る。 
19：00 コウモリ 5 頭飛んでる、近くまで来る、

蚊が顔面周辺をブンブンする。 
20：00 0.4 度上がった、セミ・コウモリ・蚊も

いなくなり終了にふさわしい、温度計は持ち帰る、

残りは明日に。 
【参考】この辺りは潮汐も若干関係する。小潮 

満潮・12：41 干潮・18：10。夕方 6 時、日が

陰ると途端に蚊に刺されるようになった。防虫ス

プレー必要。 
 

（い-8） 加藤千賀子  
 心配していた天気も快晴、連日猛暑の真っただ

中！ クマゼミが鳴き合い、演出効果もバツグン、

これ以上ないというくらいの夏の一日が始まり

ました。 
 フードを吊した柿の木は、家から約 4m、市道

（3.8m 幅）から約 4m 入ったところです。枝に

はアリが盛んに行き交っていましたが、7：00 の

時には外に移動したようです。時々セミもとまり

ます。今日は風もあって比較的過ごしやすいです。 
 うちわで扇いだ前と後では 0.4～0.5 度違う時

間帯もありました。 
 朝起きられるか心配でしたが、やっぱり寝坊し

てしまいました。ああなさけない、くやしい！ 
時間毎の観測は気が置けない作業でした。 
 

（い-9） 早川雅夫  
 皆さん、お疲れさまでした。蚊に 10 か所ほど

刺されながら調査しました。大変でしたが、たく

さんの人が同時に同じ調査を行うことは本当に

すばらしいと思います。このデータはなごやにと

って貴重な財産になるでしょう。 
また 10 年後にあれば参加したいと思います。 
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（い-10） 名工大 石松研究室－安田裕哉  
 ご近所の方に「何してるの？」と声をかけられ、

しっかりと説明できたのは、実行委員として参加

させていただいたからだと思います。差し入れな

どもいただき、人の温かさにも触れられて、とて

も良い経験になりました。 
 

（い-11） 近藤拓三  
 多くの企業団体さんが協力していただいたこ

の企画の一員として、名古屋市港区の一部の気温

を測定でき、良い経験ができたと思いました。 
 そして、市の職員さんが来たときに、藤前干潟

の埋め立て地計画の話を聞いたり、良い経験がで

き本当によかったです。 
 

（う-5） 森山博光  
 市街地内は、測地点が多いので、特殊な場所を

探し、庄内川河川敷を測定地に選びました。河川

敷ですがまとまった木陰もあり、この時期に人が

来ることもないだろうと、事前確認で適した場所

と感じました。ところが、隣接する名城高校のグ

ラウンドで、早朝 7 時から野球の朝練。さらに 9
時には他校や親御さんも大勢集まりだし、ガッツ

リ 4 試合。解散は 16 時でしたが名城高は居残ら

され、お約束の監督の怒鳴り声が響き、ランニン

グと地獄の千本ノック。彼らが帰ったのは、日没

の 18 時過ぎでした。応援にかけつけた親御さん

からは「何やってるの？」といろいろ聞かれまし

たが、休憩タイムにコーヒーの差し入れ。帰り際

には「また 10 年後、がんばってください」とう

れしい？一言。終始落ち着きませんでしたが、ま

ぁ楽しかったです。 
 

（う-6-A） 田中 武、高橋京子  
① 温度計が見づらい 
② 自宅で測定しましたが、それ以外の場所では

測定は困難 
③ 拘束時間が長すぎる（16 時間以上） 

④ ボランティアとはいえ、無償はいかがなもの

か？ 善意に甘えすぎていないか 
⑤ 日の出前、日没の観測は温度計が見づらい。

老眼では不可能 
⑥ 灼熱のなか、大変疲れました    以上 

 
（う-6-B） 古橋鍵次  
 高度な温度計の取り扱い、観測フードの作成、

うちわ作業、温度の読み取り等に加えて、この暑

さ、年寄りには難儀な仕事でしたが、無事終え、

ホットしています。 
 なお、手持ちのデジタル温度計をネットで吊し

て一緒に観測しました。8 割が 0.3℃以内の誤差に

収まっています。作業の簡素化に一考を！！ 
 

（う-7） 夫馬美花、夫馬優月、夫馬美月  
 1 日がとても忙しく、1 時間が経つのがとても

早く感じました。 
自分が思っているよりも風がありました。 

 木陰がたくさんある公園は、涼しいんだと感じ

ました。ただし、蚊の多さに困りました。 
 気温、風向きについて、一定の流れを学べまし

た。 
 達成感を感じることができました。 
 子どもたちも一緒に時間をつくってくれまし

た。楽しかったです。ありがとうございました。 
 

（う-8） 井上定彦  
○苦労、苦痛だったこと 
・毎正時に測定すること。定年退職後 20 数年た

った今、時間を厳守することは一番の苦痛でした。  
・温度計の読み取り。早朝日の出前、日没後薄暗

くなってからの読み取り。目盛りの細かさ、水銀

の薄い色、目を皿のように光らせ、蚊に喰われな

がらの読み取り、苦労しました。 
○楽しかったこと 
・フード作り、吹き流しなど作っている時、古い

昔少年時代を思い出しながら楽しく作れたこと。 
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 日中は猛暑の中、よく頑張って最後までやりと

おした達成感に満足して終了します。お互いにご

苦労様でした。 
 

（う-9-A） 荒子川ガーデンプラザ－鈴木紀宏 
 荒子川公園では、職員が順番に測定を行いました。 
 事前に練習会を行いましたので、戸惑うことも

なく測定ができたと思います。 
 温度計の目盛りが細かいので、確認しづらかっ

た職員がいました。 
 風が舞っており、風向きの判定が難しかったと

思われます。 
 懐中電灯と虫眼鏡を同時に使用する場合は、ど

ちらかを固定しておかないと測定に苦労すると

思いました。 
 測定中、来園者から声をかけられ、興味がある

ようで近くで見学してみえました。 
 

（う-9-B） 日比博史  
 親しみのある公園ですが、一日を通して観察す

るのははじめてで、時間帯によるちょっとした気

温や風の向き、強さ、日陰などの変化が面白く感

じられました。 
 

（え-3） 宮脇行正  
① 当日、台風や降雨もなく天候条件もよく、難

なく終了しホッとした。 
② 名古屋は暑い暑いと言われていたが、実際に

測定したが意外に気温が低かった感じがし

ました。 
③ 測定方法についての疑問。なぜ観測フード（ア

ルミ箔の筒）を使用したのでしょうか。気象

台もこれに類したもので測定しているのでし

ょうか。自然での状況が実態なのではないで

しょうか？（フードなしが実態と思う） 
④ この全体の結果がどのように活用有効利用

され役立つのか知りたい。報告書が送付され

たら有難いです。 

（え-4） 井上喜久雄  
 5 時ごろの夕立の前には気温が急に上がって、

一雨降って気温が 3～4℃下がって、風は無く、暑

く感じました。 
 水銀の温度計が見えにくく止めました。 

 
（え-5） 小林弘幸  
○西区、花の木公園内で測定。 
○「気温測定実施中 ご協力下さい」の貼紙をし

た。⇒公園利用者にも数人に話しかけられたが、

おかげで主旨を理解していただき、測定にご協力

いただけた。 
○気温はデリケートで、測定の難しさを感じた。

風は夕方にかけて強くなってきた。風向きは、よ

く変化をする。風力は感覚的なものになってしま

った。 
○他の地点と比較した結果が知りたい。 

 
（え-8） 柴 敦  
 朝 3 時に起き、測定地点へ自転車を飛ばした。 
 真っ暗で蚊と闘いながら測定器を設置した。 
 当日は暑かったが、ここちよい風が熱中症を防

いでくれた。 
 午前中はしだいに上がる気温。そして午後はし

だいに下がる気温。みていて楽しかった。 
 名古屋はやっぱり熱いなぁ。 

 
（え-9） 加藤三枝子  
 風向を測定するのがむずかしい。（100 坪位の庭

といえども、風向きはぐるぐる回る。吹き流しが

ヒラヒラ方向を変えてたなびく。）（庭で立てると

北西の風が…そんなバカな！ 冬風でないかと

思い道路に出ると南東の風が…。それも定かでな

い。） 
 測定日を明日 9 日（日）と思い違いをしていて

申し訳ありませんでした。13：00 からになって

しまいました。 
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（え-10） 堀 利明  
 8 月 8 日は大変長い一日でした。 
 私の測定した名古屋港は、午後の海風の強さに

驚き、その心地よさにホッとしつつ、でも夜にな

っても生暖かい風はそれほど快適でないことに

気付き、夜 8 時の終了で安堵を覚え、家路につき

ました。 
 皆様、お疲れ様でした。 

 
（お-2） 松島理也  
 今回の気温測定調査をトラブルもなく無事終

えることができ、ホッとしています。 
 長丁場でしたが、刻々と変わる状況の中で、気

温がどのように変化していくか、肌に直に感じな

がら興味を持って調査に取り組んだおかげか、意

外に時がたつのが早く感じられました。 
 10 年前と比べてどのような変化があったか、結

果を楽しみに待ちたいと思います。そして、今回

の気温測定調査が、名古屋の自然、環境のあり方

について市民みんなが考えるきっかけになれば

いいなと思います。 
 今回の調査に携わった皆さん、本当におつかれ

さまでした。 
 

（お-4） 中村成利  
 皆様、お疲れさまでした。 
 今回、私は自宅のある区画の、すぐ隣の区画を

指定していただきました。そこで、計測毎に自転

車で通うことにしました。計測地点まで、片道概

ね 7～8 分。楽勝！、の筈でした。片道 7～8 分で

すと、16 往復で、4 時間になるんですね。甘く見

ていましたねぇ。ヘロヘロになりました。10 年後、

もしまた同じようにするとしたら、体力持つかな

ぁ…。 
 ちなみに、最後の回、カミさんから「ついでに

犬を連れて、散歩がわりに歩いて行ってきて」と

言われました。さすがに断りました。 
 

（お-5） チーム夢茶や－児玉剛則、明石雅世、

池田幸子、石田眞須男、塚原敦子、水野智代、  

小久保真喜子  
○温度計を見やすくしてほしい。 
○草の上はもう少し気温が低いと思ったが

37℃！ ビックリ。 
○風向きは短時間で変わることを知った。 
○1 時間って意外に短い。 
○1 年に一回、皆でこんなことをするのもよい。 
○測定場所が資源回収場でした。皆さんに知って

もらえてよかった。     （小久保真喜子） 
 
（お-6） 大沼淳一  
 気温調査が行われるのは、これで 3 回目だ。

第 1 回は 1991 年、平和公園、東山公園の里山

林を開発行政から守るために、この緑地の価値

を数字で示そうとして計画された。第 2 回目は

2005 年だった。愛知万博のメイン会場候補地と

された海上の森の保全をめぐって大きな議論が

巻き起こり、万博のコンセプトが大転換して「自

然の叡智」になり、会場が青少年公園に変わっ

た。この頃から地方行政の重要な柱として環境

が取り入れられ、市民との協働がうたわれるよ

うになった。そんな時代だったので、気温調査

の参加者の幅が広がり、自治体職員が個人とし

てたくさん参加してくれて、観測網もなごや全

市域に広がった。観測結果を名古屋市の都市計

画に反映し、暑い夏でも過ごしやすい名古屋を

目指すべきであるという提言もまとめられた。

今回は、市民と行政との一層の協働が進み、最

終的に名古屋市が共催となり、気温調査実行委

員会の事務局を名古屋市の施設である環境学習

センター（エコパルなごや）が担ってくれた。

観測網も、多治見市や豊田市まで広がり、観測

点は 240 地点に達した。第 1 回目からこの調査

に関わってきた私の担当する観測点は毎回、栄

TV 塔の南西 20ｍ地点の立木の下である。 
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3：30 起床。3：55 自転車に観測の道具、弁当 3
食分、飲み物を入れたアイスボックス、青シート

などをてんこ盛りに積んで出発。まだ暗い。平和

公園の森を通過するときはＴシャツ短パンでは

寒いくらいだった。 
4：30 観測点（お-6）到着。大急ぎで温度計を

セットする。これまでは気温計だけだったが、今

回は WBGT 測定用の黒球温度計と湿度計もセッ

トするので大忙し。それでもなんとか 4：50 には

観測体制を整えることが出来た。 
5：00 1 回目の測定値は 26.7℃。まだかなり暗

いのでヘッドランプを使ったが、光が反射してか

なり見にくい。しかも老眼が進んでいるので、虫

眼鏡が必携品となった。ちなみに 10 年前は裸眼

で十分だった。 
5：45 早々と名古屋 TV の取材があった。6 時

の観測値は 0.1℃しか上昇しなかったが、ちょう

ど 6 時ごろに朝日が射してきて、黒球温度計が

2℃も上昇した。観測してから TV の相手をした

が、ゼロから説明するので時間がかかる。彼らが

帰ったかと思ったら、すぐ 7 時の観測をしなけれ

ばならなかった。この頃になるとクマゼミの鳴き

声がうるさい。気温も 28.2℃に上昇した。8 時に

は、30℃を超えて 30.1℃になった。ここで朝食を

食べる。 
9：00 ＣＢＣTV の取材。この頃雲が増えてほと

んど全天を覆い、気温も上昇が鈍り 30.6℃だった。

取材が終わるとすぐに 10 時の観測。青空が見え

てきて、気温も 31.9℃と再び順調に上昇を始めた。

しかし意外に快適である。その原因は湿度の減少

と風にある。午前 5 時の湿度は 72％で、気温が低

くてもむっとする感じがあったが、この時間の湿

度は 42％まで下がってさわやかである。弱いが風

も感じられる（風力 1）。 
11：00～15：00 取材のラッシュでメモが取れ

ない。やって来たのは、NHK ラジオ、朝日新聞、

中日新聞、NHKTV であった。まとめて面倒を見

れないように順番にやってくるので、初めから解

説しなければならない。居眠りするために持参し

た青シートに横になる暇がない。持参した本を読

む余裕もない。合間を縫って、昼食を食べる。事

務局に速報値を送るために公衆電話もかけなけ

ればならない。これまでの 2 回は、こんなことは

なかった。官民協働のプロジェクトだったからだ

ろうか…14時に最高温度になるかと思いきや、13
時と並んで 34.2℃。ようやく 15 時に 35.0℃にな

った。 
15：30 Ｃラボの竹内さんが慰問に来てくれた。

18 時まで話が盛り上がる。話しながらまわりの木

を見るとなんだか変な樹形である。枝振りと樹皮

と葉はケヤキだが、ケヤキとは思えないチンチク

リンなのである。車道に沿った部分に植えられて

いるクスノキは普通の樹形に見えるが、セントラ

ルパークの中心部の 10 数本だけは見るも無残な

剪定をされて、無残な姿をさらしている。胸高径

は 30 センチほどあるので、こんな無茶をしなけ

れば今ごろは緑のトンネルを形成していたに違

いない。仙台市の名高い定禅寺通りのケヤキ並木

のような天井の高いトンネルである。セントラル

パークの維持管理の事務局の、はたまた名古屋市

の指示なのか、造園屋さんの勝手なのか…もし緑

のトンネルが出来ていれば、ずっと涼やかな空間

になっていたに違いない。 
19：00 いよいよ日没したので、ヘッドランプの

お世話になる。温度計を読んでいるところで後ろ

から声がかかった。「何をしていらっしゃるので

すか？」。振り返れば清楚なワンピース姿の 30～
40 代の女の人だった。よくぞホームレス風体のこ

んなおっさんに声をかけてくださいました。ひと

しきり、この調査の意義や意味、これまでの歴史

についてのレクチャーをさせていただいた。この

調査のことを前から知っていれば観測に参加し

てくれていたような反応であった。 
19：30 ふと見るとTV 塔に長蛇の列が出来てい

る。家族連れや若いカップルなど、200 人ほどは

いるだろうか。どうも夜景の人気スポットになっ
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ているらしい。TV 塔の係員が、この辺だと 1 時

間待ちですみたいな説明をしている。その彼に土

日だからかと聞いてみたら、平日でも 100 人ほど

は並ばれますという返事だった。ふ～ん、用済み

となった TV 塔が思いがけない再評価を受けてい

るのである。 
20：00 気温はようやく 30℃を下回って、29.2℃
になった。道具を撤収して、事務局に最後の速報

値を電話し、家路につく。長い一日だった。 
 
（お-7） 岩田祐子、服部篤弥、松井好直、    

鎌倉裕子、中村和佳奈、黒内 薫  
○風は平均して南風だった。 
○天気予報で知る最高温度は、日なただと思って

いたが、今回日陰で観測してみて、日陰の温度だ

ったことが知れた。 
○複数人で交代制で調査をしましたが、高齢の人

だと、温度計の黄色の部分と水銀の色との境を見

分けるのが大変だったようです。 
 
（お-8） 小林、佐野、伊藤、谷田、永濱、宇津、

鵜飼、阪野、原、中島  
 会員数200名程の中で有志の者が今回参加しま

した。私達は堀川と生活を考える会といって、堀

川の水質検査と周辺道路清掃をしています。 
 太陽が出てくる前から沈んだ後まで、2 班に分

けた作業でしたが大変でした。しかし、熱田の森

の中で比較的涼しく、時々流れる風によって救わ

れました。ただ、世界でもまれな市民活動の一環

での作業ということが一方での心の支えでもあ

ります。時々、蚊の襲撃が、蚊取線香の煙の間を

通って来ます。市民の関心はさほどではないよう

で、早朝の散歩の方が何をしているのだろうと見

に来た程度です。もっとも盛夏の下、あまり付近

を歩く人はいません。但し、隣の野球場では小学

生が元気にプレーをしています。今回得られたデ

ータを今後、担当の方がまとめられると思います

が、大変な作業と推定されます。本当にお疲れ様

です。同時に私達一市民も結果が知りたい気持ち

でいっぱいです。楽しみにしています。 
測定については事前には心配していましたが、

太陽がでていれば問題ありませんでした。隣にブ

ランコがあり、3・4～5 歳の妹、兄妹が遊んでい

ます。遠くから父親が見ています。（母親は昼寝

とのことです） 
 

（お-9） 間瀬康文  
○BCS で行った為、定時観測以外の時間がとても

快適でした。 
○「気温測定」という行為は、「測定する」とい

う科学的なアプローチであり、市民がそれに参加

するということは、とても良い社会教育の場であ

ると実感した。 
○同様な市民参加の測定プロジェクトとして、同

時ではないですが、街灯の影響により夜空の暗さ

が失われる光害（ひかりがい）の多地点観測プロ

ジェクトにも参加していますが、そこでも共通に

感じることは、自然環境への人間の営みの影響を

見える化した後に、その見える化に参加して最も

それを実感した人が、人々や社会に対しての新た

な行動変化に向けた発信ができるような、そんな

提言や進言や行動提案をまとめることが重要で

あると感じました。それが続かないと、一般市民

や社会へ、状況を示すだけにとどまってしまい、

あるべき方向への変化を生み出せないから。 
 

（お-11） 市橋好幸  
10 年前を思い出しながら、参加させていただき

ました。 
 午前中は曇天気味で猛暑の感はなかったので

すが、午後はほとんど太陽が雲に隠れることもな

く、気象情報の名古屋の最高気温と同様に 35℃を

超えました。 
 風向は、西接して大きな工場があるためか、舞

っている感じも見受けられましたが、終日、南か

ら東の間と判定しました。 
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 風力の判定は微妙で迷いましたが、夕方は木

の枝葉が揺れて心地よい風を感じましたので 3
と評価しました。 
 町内ではジャングルと呼ばれ、木々が無造作

に林立しているためか、普段の都心で感じる体

感温度とは随分差があるように感じました。 
 早朝からクマゼミとアブラゼミとニイニイゼ

ミ（耳鳴りではないと思うのですが）のシャワ

ーが降り注ぎ、午後からは 1 週間ほど前に巣立

った 2 羽の鳩が里帰りし、センダンの枝にとま

って羽を休ませ、仲良く 6 時の計測までお付き

合いをしてくれました。 
 久しぶりに我が家の自然にどっぷり浸かった

長い 1 日でした。 
 結果のご報告を楽しみにしております。 
 

（か-4-A） 新山雅一  
 特に午後は風が強いのに気温が高く、夕方に

なっても高温な状況が続いていて、ヒートアイ

ランド現象の影響を受けていると感じました。 
 公園内で測定していましたが、高温のため、

元気な子供達の遊ぶ姿も非常に少なくて残念で

した。 
 

（か-4-B） 松井 準  
 うちわであおぐと温度が下がることもあった

が、途中から上がっていくこともあったので意

外だった。 
 風向、風量は、一定ではなくかなり変化する

ことを知った。そのため風力階級を判断するの

に、当初とまどった。 
 
（か-5） わっぱの会－加藤記子、若子、正木、

小松、清川、笠原、藤井  
○今回測定に参加させてもらった時、近隣の

方々に何してるんだろう？という感じで見られ

ていました！ この測定がどうして行われたの

か、今後どのような形で活かされるのか等、市

民が広く理解出来ると良いですね。 
（笠原） 

○温度計がクルクルまわって、思わず手で温度

計を触ってしまいかけ大変でした。 （小松） 
○いろいろ手順があり、最初は緊張しましたが、

2 回目以降は、落ち着いてできました。温度計

の目盛りが細かかったので、読み慣れておかな

いと焦ってしまいました。      （加藤） 
 

（か-6-A） 堀越哲美  
 全般的に暑さを予感させる夜明け前であった。

5 時半ぐらいから子ども達やワンちゃんとの散

歩の人々が公園に来ていた。8 時になると急に

人が少なくなる。気温が約 30℃である。その後

はサッカーボール、キャッチボールの若者が 10
時前後に来園。11 時前に斎藤さんが様子を見に

来た。それまでに名テレ取材。昼は人がこず。

14 時前 CBC 予報士の方の取材。読んでもらう。

風の方位により、雲の状況により気温変動が感

じられる。16 時に子ども来園。18 時の 30.8℃
以降に人々が集まってくる。19 時過ぎ夕涼みの

人々あり。20 時前、バット数本もった若者。お

もいっきりバットを振りとても危ない。 
 都市市街地での夜間気温低下の緩やかさが実

感された。 
 
（か-6-B） 斎藤まこと、中根、三上、前田、吉

田、近藤、坂部、羽田  
○体感温度と空気の測定温度が自分の中では一

致せず、陽の光や照り返しがこんなにも暑いも

のかと実感しました。        （中根） 
○目盛り読みは間違えやすいので、不安を抱え

ながらの計測でした。スマホ入力して他拠点の

値がすぐ分かるクラウドの導入を期待したいで

す。                （坂部） 
○私は 1 回目の計測でさっそく読み間違え、他

の人に修正してもらったところが失敗でした。

データの収集統計をデータベースでリアルタイ
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ムで収集すれば郵送代が浮くし、いろいろ便利

だと思います。           （三上） 
○一日のうちに風の変化が結構あることを実感

しました。2，3 カ所でいいので他の場所情報が

入ると測定のモチベーションが上がるのではな

いかと思います。          （斎藤） 
 

（か-7） 名古屋経済大学高蔵高校－増山秀男、

小嶋伶奈、長坂優斗、那須俊宏、曽我卓磨、   

椙村拓海、村井拓斗、河合翔幸  
○温度計を見るのがとても難しかったです。 

（増山秀男） 
○10 年に一度しか測らない気温調査に参加しま

した。 
 何時何分を正確に測らないといけなかったの

で大変でした。 
 測る前3分前にはうちわで温度計にこもった熱

を抜かないといけなかったので最初の方は全く

うまくあおげなかったです。 
 でも最後にはちゃんと出来ました。 
 私の担当は、夜だったので涼しかったけど蚊に

は沢山刺されました。 
 10 年に一度しかやらないので最初で最後でした。 
 貴重な体験ができて良かったです。 
 ぜひ 10 年後にやるならば積極的に参加したい

です。        （I 柳 16 番 小嶋伶奈） 
○今回一番苦労したのは、蚊だった。暑さに関し

ては車で来ていたため測定が終わったら車に戻

ればよかったが、蚊は虫よけをしても汗で流れて

しまい刺されてしまった。測定自体はそれほど難

しくなかったが、うっかり定時を過ぎないように

携帯とにらめっこしていた。それほど複雑な作業

も体力も必要としない調査だったので、こういっ

た活動は積極的にやっていきたいと思った。 
（長坂優斗） 

○今回愛知県での多地点同時測定は 10 年ぶりと

講習会で聞いていたのでめったにない経験が出

来たと思いました。 

 正確な気温を測るために直射日光が当たって

る場合は測定 5 分前からかさをさして、3 分前か

らはうちわであおぐ方法は初めて知りました。 
 気温測定をして気づいたことは、朝と夕方は

30℃近くで、昼間は 30℃超えということでした。 
 今回愛知県各地で気温測定が行われたので、ヒ

ートアイランド現象の原因や対策が判明すると

いいなと思いました。  （3 年柳組 那須俊宏） 
○今回は、とても貴重な体験をすることができた

と思います。名古屋市中でいっせいに気温の調査

をするのは、とても大変だと思いました。ぼくた

ちの記録がこれからずっとのこると思うと、ひと

つひとつの作業に気合いがはいりました。ぼくは

団体での参加だったので、測定する時間は 3 時間

と少なかったのですが、測定する時に集中してや

らないといけないから疲れました。これを一日中

やる人はすごいと思いました。ヒートアイランド

は、前からテレビなどできくので気になって自分

で少し調べたことがあります。原因を見たとき、

名古屋や東京は、大変だと思いました。今回気温

を測定するといつも 30℃をこえていたので、ヒー

トアイランドがしんこうしていると実感しまし

た。10 年後また機会があったら参加したいと思い

ました。    （1 年榎組 18 番 曽我卓磨） 
○合宿が終わった次の日に朝九時からの測定は

正直きついと思いました。体力的には厳しかった

けれど、朝早い公園は木が多いせいかわりに涼し

くて、気持ち良かったです。 
 ぼくはうちわであおぐのと記録を記入しまし

た。9 時から 11 時までに 3 回測定しました。風が

けっこう吹いていたので、日があがるにつれて暑

くなっていったけれど、がまんできる暑さでした。 
 測定以外は待機の時間なので先生や先輩とい

ろんな話をしながら弁当を食べました。楽しかっ

たです。 
 無事に測定が終わり帰りました。終了したのが

夜 8 時だったと聞きました。みなさん本当にお疲

れ様でした。   （1 年葵組 10 番 椙村拓海） 
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○僕は8月8日に吹上公園で気温測定をしました。

河合先輩と坂口くんと測定しました。河合先輩が

やさしく教えてくれました。なので測定が捗りま

した。1 時間に 1 回の測定をだいたい 3 分くらい

でできました。その時あつかったので 2 リットル

のお茶を全部飲んだからとっても苦しかったで

す。測定している時に増山先生がセミの抜け殻を

集めて投げようとしてました。僕は虫が苦手なの

でとってもおどろきました。あと風向きと風力を

測定しました。風は少しだけ出てました。風向き

の結果は僕が測定した時は全部同じでした。同じ

だったら測定しなくていいじゃんといったらす

こしおこられました。僕ははじめこんなめんどく

さいことやりたくないと思っていたけどやって

みてとっても勉強になってよかったです。 
（1 年葵組 14 番 村井拓斗） 

○初めての気温調査で成功するか心配でしたが

特に何事もなく終わってよかったです。測定に失

敗した等の事が無かった事より、なかなかの暑さ

だったのにだれも熱中症にならずに終われたと

いう事によろこんでいます。始める前や測定中の

時の 12 時あたりで熱中症等の報告が来ないかと

心配していましたがその心配が無駄になってよ

かったです。 
 それに本来のシフトの他、心配になって来たと

いうシフトがあったのですが、「居なくてもよか

った。」という事にならず、「居てよかった。」と

いう結果になった事もあり、頑張って働いた甲斐

があるというものです。 
 なにはともあれ、測定失敗、熱中症等の連絡が

無く、無事に終わってよかったです。 
（2 年﨔組 12 番 河合翔幸） 

 
（か-8-A） 藤原純子  
 説明会の時は「うわっ、けっこう大変かも！」っ

て思ったのですが、やってみると楽しかったです。 
 家から歩いて 5～6 分の公園で行ったので、暑

さも苦にならなかったし、そこへ行く時、今度は

何度になってるんだろうとワクワクしました。1h
ごとに同じ場所で空をながめたこともなかった

から、空がこんなに色んな表情をもって移りかわ

るなんて感動でした。 
 測定項目で一番困ったのは風力でした。なんと

か「感じ」で数字を出しましたが、「一定時間観

測して一番よく吹いた時の風力」の判定は難しか

ったです。 
 

（か-8-B） 田中善和  
○無事測定を終えて、ほっとしました。それにし

ても、液体測定用の水銀柱温度計で気温を測ると

は思いもしないことでした。温度測定器が全く進

歩していないのは意外です。 
○測定時、当日気付いたことですが、測定者が私

のようなシニアですと、生理的な要求（食事・ト

イレ等）でその場を離れる時の対応や、早朝、暗

くなってからの温度計読み取り時の明かりのか

け方などを考慮すると、2 人 1 組だった方が良か

ったと思います。ちなみに私は数回女房を呼び出

しました。 
○今回、知人の誘いで参加しましたが、当初から

いくつかの疑問点がありました。その１つは、た

った1日の測定で有意義な知見が得られるはずが

ないということです。モニタリングとまではいか

なくても、数カ月間または数年間の連続測定が必

要ではないでしょうか。10 年前の結果と今回の結

果の 2 点のみを関連付けて、結論的なことを語る

のはかなり無理があると考えます。このような人

海戦術の少々頼りない測定よりも、現代ではコン

ピューター・シミュレーションではるかに有意義

な知見が得られると思いますが、いかがでしょう

か。 
 

（か-9） 小笠原芳夫  
住宅街の中の小公園で測定しました。草むらの

予定でしたが、直前にボランティアの方が全て根

まで抜いていましたので、裸地となりました。 
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 朝夕は蚊にガマン、昼間は暑さとの闘いで大変

でしたが、一日中同じ場所に居たので、普段は気

づかないものが見られました。早朝には小鳥が来

て、次には蝶が6種類も来たが、昼頃にはアブラゼ

ミが次々と飛んで来て、おまけに「気温測定中」の

標識のすぐそばで交尾してたりして、これらを見て、

苦しみが半減したような気がした一日でした。 
 

（か-10） 浅井昭枝  
 晴天だったので予定通り測定できましたが、1
時間毎は、いがいに早い回転なのだと気が付きま

した。猛暑続きでしたが、風があることと日陰、

又、アスファルトでなく土の所は気温の割には涼

しく感じました。我が家の庭での測定だったので

楽に測定できました。 
 

（か-11） 梅本、黒田、伊神  ※午前担当 
 「か 11」の鷲津砦公園は午前中測定員が空白と

のことで、急きょ決まり、何とか、3 人集まり、

実施した。講習会の次の週に午後担当の方と現地

を確認し、測定地点を決めた。気象予報士の資格

を持つ方とのことで、心強かった。（この公園は

児童公園 2 か所、樹林地あり、標高差 28 メート

ルありと変化に富んでいる） 
 4 時 30 分現地集合で、マダケ製の櫓を組み（大

高竹の会が担当3地点分作ってくれたもののひと

つ）、フード、温度計を取り付けた。練習してい

た通りだが、あたりが暗いうちはライトをつけて

も目盛りが非常に読みづらかった。この場所は太

陽の直射は当たらないのだろうと思っていたが、

6：00 の観測の時、低い北東の位置から差し込む

朝日が当たり、日傘を設置した。回を重ねるごと

に、測定にも慣れ、午後の部に引き継いでもらえ

たと思う。 
 半日、8 時間同じところにいて、測定にかかる

時間は 10 分位で残りの時間をどう使うかが、重

要だと思った。この地点は朝の鳥のさえずり、日

が昇ってからの蝉時雨、すぐそばにあったアベマ

キの樹液に集まる昆虫の観察、仲間との語らいな

どに費やしたが、先回の報告書を配布していただ

ければ、もう少しこの調査の意義を感じることが

出来たかと思った。 
 

（か-11） 鈴木宗文  ※午後担当 
 長丁場ということで少々不安でしたが、思った

ほどしんどくはなく、無事に終えることができま

した。林の近くで木陰があり、ほとんど移動しな

かったためか、暑さはそれほど気になりませんで

した。ただ、蚊が多く、虫除けの効き目が弱くて

大変でした。 
 
（き-3） 大川健太、大川喜代美、西角夏貴、 
西角宏幸  
○家から離れた地点の場合は待機場所に困る。テ

ント、車の中も暑い。 
○うちわで3分間あおぎ続けるのは思ったよりも

長く感じる。 
○雲が 8 割以上でくもりということでしたが、感

覚でくもりと感じるのは 6～7 割というふうに感

じた。 
○1 カ所を午前・午後と分担しての測定で、私の

場合、午前担当で、測定場所も家から自転車で 5
分かからない所だったので、思ったより苦になら

なかった。 
○早朝の起床、フードの設置等、家族の手伝いが

あり助かった。長時間にわたる測定のため、家族

の理解と協力が必要だと感じた。 
○4：30～5：00 頃は涼しく過ごしやすい気候だ

ったが、それ以降は暑さを感じはじめ、こんなに

も早く暑くなるんだと再認識した。 
○風力を判断するのが難しかった。 

 
（き-4） 山村祐美子  
 日陰でも日中は 36℃を超えたので、日なたはも

っと暑いことを知った。 
 風力が 0～3.3（m/s）の間だと、テープがあま



 

92 名古屋気温測定調査 2015報告書 

参考資料 

り動かず向きが分かりにくかったのと、風力階級

も難しかった。 
 でもやって良かったです。ありがとうございま

した！ 
 

（き-5） 加藤友之  
○フード本体の作成は問題ありませんでしたが、

糸の縛りや温度計の位置調整が難しかったです。 
○温度計の読み取りが難しい時がありました。 
○気温、日射等気象条件は観測に適当であったと

思います。但し、私は家の近くの公園での測定の

為、家に戻ることができましたが、涼しい休息場

所のない方は大変であったと思います。 
 

（き-6） 佐藤允孝、田中 進  
 揚輝荘の南園での気温測定を実施しました。ア

ラカシやムク、桜の大樹が茂り昼でもあまり光が

さし込まない庭園です。 
 朝 5 時は懐中電灯で測定、又、7 時と 8 時も使

用し、気温測定しました。 
 蚊対策を充分にしながら測定しましたが、多少

刺されながら、暑い中でも楽しい一日でした。 
 

（き-7） 名古屋経済大学高蔵高校－内田裕史、

井上大輝、浅田英揮、戸田皓太朗、黒澤慶将、  

坂口真哉  
○8 月 8 日の土曜日に隼人池公園で気象観測を

やりました。 
 気象観測は 10 年に 1 度しかないと聞いたの

で、めったにできないことができて、よかった

です。 
 1 時間ごとにはかるので、とても待っている

のが、大変でした。でも、気温や風力をはかる

のは、とても簡単だったので、うまくできて、

うれしかったです。またやりたいと思いました。 
（井上大輝） 

○私は、今回の気温調査に参加して、まだまだ

経験も知識もないなと感じました。その理由と

して、あたふたしてしまい、上手にてきぱきと

出来なかったこと、そして、準備が悪く、虫よ

けなどを持っていけなかったことなどです。合

宿時にも、怪我をしたときのためにと、持って

いった救急箱にかたいガーゼを入れていなかっ

たり、と予想が甘く、準備不足が表に出る結果

となってしまいました。次回からは、もっとし

っかりと準備したいと思う調査でした。 
（2-柏 浅田英揮） 

○先週の土曜日に、気温調査に行きました。 
 調査の場所についてから、まず昼ご飯を食べ

ました。 
 調査のしかたは、30 秒くらい前から棒をまっ

すぐにたてて、ひものかたむきによって温度が

きまります。二回ともうまくいったのでうれし

かったです。         （戸田皓太朗） 
○僕はこの気温測定に参加してみて、朝の 5 時

から夜の 8 時と長い時間は大変だったけれど、

10 年に一度という貴重な体験ができたのはと

ても良かったと思いました。部員のみんなのお

かげで一つもミスすることなく測定できたこと

はとてもすごいと改めて僕は思いました。もし

10 年後また測定する機会があれば大変だった

けれどやりたいです。 
（3 年柏組 16 番 黒澤慶将） 

○気温測定と聞いた時は何をするのか最初は興

味津々でした。 
 そして、当日は、合宿から帰ったばっかりだ

ったので体が辛かったが、最後の力を振り絞り

参加しました。休憩時間に先生が横になってい

たので大変なんだぁと思いました。お疲れ様で

す。 
 気温調査を実際やってみるが、2 分から 3 分

の事ですが、これはずっと記録が残ると聞いた

ので、気を引き締めてやりました。 
 待ち時間が長くて、暑かったので大変でした。

ですが、先生は朝からやっていたのでそんな事言

ってはいけないと思いました。途中、先生と先輩
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にセミの抜け殻をカバンに入れられて、びっくり

しました。これも良い思い出になりました。 
 僕が気温測定したのは 3 時から 5 時だったの

で測っているとどんどん気温が下がったので、

おもしろいなぁと思いました。 
 こういうことを一度はやってみたいと思った

ので経験できてよかったです。 
（1 年葵組 9 番 坂口真哉） 

 
（き-8） 高橋美枝子  
 今回は 10 年前の測定場所から南東へ直線で

400m の自宅庭で行いました。樹齢 100 年近い

キンモクセイの大木の北隣の樹齢 70 年のヒマ

ラヤスギの北側の枝に温度計を吊しました。左

右に家がありますので、朝陽も夕陽も建物の陰

になり、直射温度計には当たりません。北垂れ

の庭なので、木立を越えて庭に陽が差すのは日

の出から 2 時間後になります。我が家はエアコ

ン不使用で、道路を隔てた隣家もエアコンの排

気ファンは北側なので、住宅街でもエアコンの

排熱の影響はほとんどないと思われます。 
 自宅の庭でしたから、測定の合間はシャワー

を浴びたり、近くの興正寺で測定している知人

を訪れたり、自由に時間を使えました。 
 温度計は読みにくいので、アナログの大きな

気温・湿度計をそばにおいて凡その温度を想定

してから実際の目盛りを読みました。10 年後の

次回（？）には改善されていると良いですね。 
 雲量の判断ですが、薄曇りで、薄い雲が空を

覆っているのも「曇り」にしました。また、測

定位置からは空のごく一部しか見えていなかっ

たので、正しくないかもしれません。 
 データは用紙に手書きのみでしたが、電子フ

ォームに記入して送信が便利と思います。 
 2025 年に、私は 75 歳の後期高齢者になって

いるでしょうから、次回は若い世代にバトンタ

ッチですが、温暖化が進み、激化した酷暑を経

験したくはありませんね。 

（き-9） 大舘 学  
 測定は前回と同じ計画道路沿いの谷筋でした

が、この付近は長年整備の手が入っていない為、

竹がヒノキ林に侵入し共倒れ状態で見苦しく、

森の中で 1 日ゆっくり測定といった雰囲気では

ありませんでした。前回の教訓から蚊取線香を

5 カ所、ハチノックスプレー、目覚まし時計、

熱中症対策の給水、暇つぶしの本 2 冊、準備万

端で調査開始です。 
 今回は気温測定に加え、データロガーによる

グローブ温度、温湿度測定もあったので、手際

よく測定する必要がありました。特に、谷状の

樹林地の中のため、グローブ温度計の日照場所

の確保に苦労しました。 
 通りすがりの人に PR するため、森 P 連の森

づくりフラッグと森くらぶの名の入った気温測

定中看板を掲げての測定でしたが、通行者は 32
人と少なく、やはり景観の悪さが影響している

感じがしました。また、32 人中ランナーが 12
人もいたことが現役ランナーにとってうれしい

気持ちにさせてくれました。 
 

（き-10） 小松嘉久、研谷 厚  
4：30 若干遅れたが、小松・研谷、両名集合。

セッティング完了。朝の涼しさは「値千金」。 
5：00 温度計がケース内で回転して、アワテ

ました。 
5：30 「花水緑の会」のぼり 4 本立てる。「気

温測定中」掲示、出す。さっそく散歩の人から

質問。だれかさんは、女性の質問には親切にお

答え中！ 
8：00 研谷さん、温度計の回転固定法を考案。

ベンリです。（タコ糸 2 本のテンションで固定） 
8：55 福谷さん、陣中見舞い第一号。ドリン

ク・オツマミ、差し入れ。 
9：30 広田さん、応援にかけつける。「柚ゆべ

し」オイシカッタ！ 
10：00 堀之内副会長、来訪。 
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10：50 浅野さん、応援。 
11：50 研谷夫人、応援。 
13：30 浅井さん、応援。梅本さん、ブドウ差

し入れ。 
14：30 山口副会長、みたらし団子差し入れ。 
15：00 10 年前は、15：00 が最高温度だった

ような気がする。 
16：30 15：00 から温度が下がるスピードが

遅い。横バイでは「暮れなずむ」春の夕方と同

じ！ 
17：00 急激な温度低下が始まっている。5 分

間に 1.5℃の低下。風向きは、南側の池のため

か、南風が卓越している。夕方の強風が、5 分

間に 1.5℃の低下を実感できた。 
18：00 ラジオ聞きながら測定しています。高

校野球が、西宮市の大雨警報で試合が中断した

とのこと。この雨が名古屋市内まで来てくれる

とウレシイです！ 
18：10 風向きが南東に変わりました。風力は

上がって来ました。 
18：00～20：00 暗くなって、広場で測定作業

をやっていると、散歩する人が興味を持って尋

ねてくる人が多く、5 組の人に、作業の目的、

方法、10 年前からの歴史など説明した。皆様は、

非常に興味を持って聞いてくれ、質問も多く、

仲間が増えたことを感じた。 
○終わりに 
 2005 年、2015 年に参加できた。次の 2025
年は 93 才になるが、絶対に参加する！ 

（小松嘉久 1932 年生まれ） 
 

（き-11） 伊藤、宮崎、加藤、仲井  
○大高竹の会が日頃活動している高低差約 20
メートルの竹林の下の地点（A）と上の地点（B）

の 2 カ所で測定。 
○午前中は下の測定地点の温度が低く、午後か

らは上の測定地点の温度が逆転し低くなってき

ました。 

○夜明け前の 4 時 15 分頃から張り切って 2 カ所

の測定場所にセット。 
○薄暗い中 5 時前になり測定準備測定開始、温度

計の文字が読みづらく苦労するも、明るくなって

きて 7 時からは楽勝、夕方からまた苦労。（宮崎、

柴崎 ほか） 
○2 カ所測定により、時間になるとA 地点でくつ

ろいでいた仲間が、B 地点に向け暑い中坂道を登

って移動、計測お疲れさまでした。 
○昼食にメンバーの仲井さんが手打ちうどんを

打ち差し入れ頂き、午前中（か-12）で測定参加し

ていたメンバーも合流し、冷やしうどんを美味し

く頂きメンバー全員感謝。 
○メンバーの加藤さんと、竹の会の福島さんから

冷えた西瓜の差し入れを頂き、昼のデザートとお

やつに美味しく頂きました。 
○暑い中、岡村さんが激励に…。 
○猛暑の中、大高竹の会の多くの仲間の参加で楽

しく目標達成が出来ました。 
【参加メンバー】 
加藤幸男、柴崎秀夫、仲井 進、伊藤春美、柘植 

実、宮崎 昇、大矢芳樹 
 以上、暑い中、朝早くから夜遅くまでお疲れさ

までした。 
 

（く-5-A） 大島建設（株）  
 調査を 1 名でされた方は大変だったと思う。休

憩できる場所（自宅の近くで観測）がないときつ

いかな。 
 温度計がデジタルだったらなぁ…。 
 観測フードは、スプレーのりを使ってアルミホ

イルを貼ると楽です。 
 

（く-5-B） 石田勝美  
 天候に恵まれた実測日となり順調に進んだ。近

隣の方も関心を持っていただいて、コミュニティ

ーの交流にも一役買ったと思います。夕方の実測

中にTV でやっていたと言われました。 
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 気温については朝が 27.8℃とけっこう高いこ

とが印象的でした。日中は予想通りでした。又、

夕方風もあり清涼感がありました。家々はクーラ

ーの音もあまり使わないで暮らす習慣が身につ

いたのではないだろうかと感じました。 
 空の雲がなかったことも気温に影響したとも

思いました。 
 

（く-9） 桜井温子  
○気温は体感とはかなり違っていた。 
 朝5時6時台は涼しく、風がないようにみえて、

テープがなびいたので驚いた。 
○日中は気温が上がったが、風があったので涼し

く感じた。子どもたちは測定の度に 20 分程度公

園で遊んだが、11 時以降はすぐに汗だくになって

いた。夜はなかなか気温が下がらなかったので、

見まちがいかもしれない。 
○風について、今まで気にしていなかったが、意

外と風があり、暑さの体感に影響があると感じた。 
○太陽の向きや高さ、東西南北を追って改めて方

位を知った。 
○公園は朝 6～7 時、夕方 5～7 時にあそびに来る

人がいたが、日中は誰もこなかった。 
○一日を通しての計測はやってみるといろいろ

わかって面白い。10 日後、20 日後とやりたい。 
 

（く-10-A） 磯部香友子・磯部聡実  
 また親子で参加でき、前回私が中心で、今回は

娘が中心に準備などしてくれました。この 10 年

で私の人生も大きく変わり、10 年前には想像もし

ていなかった道を歩んでいます。また 10 年後に

気温測定があったら参加したいです。 
 朝一番は蚊に群がられ、親子で 1 人 20 カ所く

らいずつかまれた。日中はとても暑く、測定場所

と職場兼待機所の距離が徒歩5分くらいなのだが、

往復に疲れた。午後 2 時が当日の最高気温と思わ

れたが、お疲れもピークになってしまい、測定し

損ねたことがとても残念だった。この測定地はほ

ら貝池という1周540mの池とその周りに桜の並

木道が整備された公園の北側である。 
 この公園で 25 年間、仕事前に運動をしている

焼肉店の店主さんが声をかけてくれた。「何時に

測定にくるんだろう…」と現れるのを待っていて

くれたようだった。ほら貝池の外来魚について、

数年前に水を抜いて駆逐したが、雷魚は泥にもぐ

り無理だったことや、みどり亀がいること等、池

の大半を占めている水草はここ 5～6 年前から夏

に増殖し始めた、など教えてもらった。また、25
年前に比べると、暑さが耐え難くなり、お近くの

家でもエアコンが必要になってしまったことな

ど話してくれた。 
 思い返すと道路が舗装された後から暑さが厳

しくなったなぁ。測定地近くの実家の横の道路は

その昔行き止まりで、道路もジブリ映画“トトロ”

に出てくるようなでこぼこ道だった。その道路を

渡ると、その奥には低い松？のはえた山がずーっ

と続いていて、小さい頃はその斜面をダンボール

で滑り遊んだものだ。子ども心に UFO が発着し

そうで恐ろしく奥へはあまり入れなかった（ただ

し見たことはなかったが…）。その後、緑区の開

発は着々と進み、道路は舗装された。おかげで家

の横の道路でめったに車も通らないため、家の壁

でテニスの壁打ちをしたものだ。 
 しかし、その後、ずーっと続いていた山が開発

され、行き止まりだった道路が開通した。交通量

はどんどん増えていった。排気ガス規制がされて

いない時は、家の中が黒くなった。気がつくと夜

エアコンがないと寝苦しくなったのはその頃か

らだったろうか…。 
 最近仕事で車を使うことが増えたのだが、車っ

てあるだけでも暑いし、走るとさらに熱を発生さ

せる。そして道路の黒いアスファルトは熱いし暑

い。温暖化というより熱帯化に一役かってるなと

思う。風速 70m の台風が九州に上陸したが、私

達の便利さと、時代のスピードが早いせいかも…。 
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（く-10-B） 鷲見順子  
 お昼近くに雲の多い時間帯がありましたが、

正時になると不思議に太陽が顔を出しました。

日が照ると、ぐんぐん気温が上がり、そのタイ

ミングで 0.5℃くらいの気温の変動がありまし

た。 
 10 年ぶりでしたが、今回は全く一人で行い、

自宅と緑地を 10 回以上往復したため、とても疲

れました。 
 暑い日で良かった！？ 

 
（く-11） 梅村強司  
 長時間にわたる調査でしたが、結構気が張っ

ていたのか、朝もしっかり起きることができ、1
時間ごとの計測も遅れることなくできました。 
 計測最高気温は 35.6℃でしたが、下が土の場

所の計測であったためか、それとも風が結構吹

いていたためか、思ったよりもひどい暑さは感

じませんでした。ただし、計測場所から離れて

道に出ると一気に暑さが襲ってきて、コンクリ

ート（アスファルト）による蓄熱や輻射熱のす

ごさがわかったような気がします。 
 

（け-3） 岡田 保グループ  
○観測地点として守山区小幡緑地、緑ヶ池南東

にある駐車場の脇の四阿（あずまや）を選んだ

（北緯 35°13´3.59″、東経 136°59´

38.65″）。駐車場からは一段上がった所にある

為、目立たず落ち着いた場所であったが、林に

囲まれ、風が舞う場所で、風向は常に一定では

ない。 
○観測は 3 人のメンバーが交替しながら行った

ので、それほど大きな負担とはならなかった。

それでも昼過ぎから午後にかけての担当者は

「暑かった」と言っていた。 
○集計された全体の結果を早く見てみたいもの

です。 
 

（け-4） 福岡・柴田 他 9 名  
 無事終えることができホットしています。 
 一番難しかったのは温度の読み取りで、特に暗

くて懐中電灯を使った時に非常に読み取り難く

て時間がかかり、1 分以上かかった時があると思

います。測定待ちの時に温度計を外に出してみた

ら簡単に読め、5 秒位で済みましたので窓を大き

くすると読み易くなると思います。一考をお願い

します。 
 

（け-5） 清水道子  
 今回、初めての参加でしたので、測定場所を 2
～3 カ所、時間帯を変えて見て歩き、陽射しの入

り具合や、温度計を吊す木など、測定しやすい場

所を決めるまでに迷いました。最終的には、自宅

から一番近いところに落ち着き、測定してみて、

近い所が一番と思いました。 
 5 時の測定はうまく計れるか心配で、かなり緊

張していました。温度計の水銀の位置がなかなか

見えず焦りました。老眼が入っていることもあり、

0.1 の線が読みづらかったです。 
 気温は、毎日、天気予報を聞いて、身近なもの

だと思っていたのですが、温度を実際に測って、

体感してみると、頭だけで理解していたことに気

づきました。自宅から公園に向かうあいだに、森

に近づくと急に温度が下がっているのがわかり

ました。土と木が多くある所だけ温度が下がって

いることを実感しました。 
 測定中に通りかかった何人かの人に「何をして

いるんですか？」と聞かれ、説明が十分に出来ま

せんでした。計測するやり方のことばかりに注意

がいっていました。次回の時は説明がしっかり出

来るように理解を深めたいと思いました。 
 

（け-6-A） 吉田幸江  
 気付いた点を書きます。 
○風力ですが、現場の測定方法でわかるような

説明がいいと思います。「3」はビニールテープ
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が水平と説明されましたが、それ以外もあると

よいと思います。 
○太陽が全体に雲にかくれていても、太陽を見

てもまぶしいんです。その時は、どこに○をつ

けていいのかも判断にこまりました。 
○朝日が建物にかくれてました。どこに○です

か？ 
 

 庭での計測でしたので、楽でした。うちわで

あおぐと、0.3℃下がるのには驚きです。どうり

で 3 分間あおぐわけですね。楽しかったです。 
 

（け-6-B） 市原恒一  
 気温測定はクロマツの下で行われ、その周辺

にはウメやカキなどの樹林、下層植生としてサ

ツキやツツジがある。ブロック塀や住宅までは、

約 2.5m である。 
名古屋気象台の気温データと比較すると、私

のデータは午前中が高く、午後が低い。午前中

の測定値が高くなった理由は、ブロック塀や住

宅が近いため、そこから熱が放出されたためだ

と考えられる。午後は樹林の顕熱で大気が冷や

されて低くなった。20：00 には蒸散作用が終わ

り樹林内に熱が閉じ込められているが、アメダ

スがある芝生では熱が大気に発散されるために、

気温は低下すると考えられる。 
風向は一致していない。風速と風力の傾向は

若干一致しているところもある。 
 

（け-7-A） 巾 賢治  
 今回の測定場所は 2005 年の測定場所から同

じような環境場所を選定し、行う。05 年は子ど

もの遊ぶ姿や大人の散歩姿が普通に見られたが、

日中は作業員姿のみで夕方近くに人影があった

くらい、気温の実測をしなくても直接感じとれ

る状態であった。 
 午前5時の測定24.5度と午後8時の測定28.3
度の気温差は日陰でも大きいのは、302 号線や

環状線、周囲の住宅地の拡大などが影響してお

り、05 年と比べ 1～2 度は上がっている。（05
～20 時の平均気温 26.2 度） 
 調査は一人で行った方が多いと思いますが、

昨今の犯罪はどんな形で遭遇するかわかりませ

ん。安全対策は今後の課題です。 
 説明会で聞き逃したかもしれませんが、万が

一の時の保険対策はしていたでしょうか。 
 今回参加者の年齢は比較的に高く、10 年後に

再び実施するとなると、このことを引き継ぎ、

指導する人材がいなくなる可能性があり、10 年

後に実施するようであれば、関係機関と議論し

ていく必要があると思います。 
 風の動きは何事にも定まらない現代の時代背

景を表しているように見えました。温暖化、安

保法案、原発事故、原発再開、被災者問題など

は現在の私たちに向けられた風にあたります。

私たち一人ひとりがこの風を真摯に受けとめ、

行動につなげていく義務があると、風向流しを

見て感じました。 
 

（け-7-B） 蓮教寺  
 こういうふうにはかるなんて、はじめてしりま

した。さいしょはなかなか一人でできなかったけ

ど、さいごはよむこといがいできるようになりま

した。             （三井和子） 
 わたしは、うちわをあおぎました。こんなこと

はじめてしました。さいしょはドキドキしてたけ

どだんだんなれてきました。またやってみたいで

す。              （三井順子） 
 
 風があり雲がうすくひろがる日でした。私達

の測定地は木の多い寺の境内で、付近に大きな

道路も大きな建物もありません。よく「涼しい」

と言われる場所です。今回の測定で、実際に涼

しいことがわかりました。朝夕、よく水をまき

ますが、池はなく、近くに川もありません。も

っと水気があればより涼しくなるのかなど、興
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味がわきました。おもしろい調査に参加させて

いただき、ありがとうございます。 
 
（け-8） 天白高校 自然科学部－横掘、蟹江、  

勘解由  
○風向がほんの短時間で逆方向になる時や、何

時間も同じ方向に吹き続ける時があって興味深

かった。             （勘解由） 
○優しい日の出の中、さわやかな風が頬を撫で

た。              （by 横掘） 
 
（け-9） 藤本志津子・浅野仁美  
 二人で担当したので、負担なく測定できまし

た。連日の暑さの中、心配しましたが、公園の

木陰で測定したので、風も通り、体感温度は低

く感じました。やはり大きな木があること、緑

があることは、温暖化の都会には大切な事だと

実感しました。 
 

（け-10） 高岡豊彦  
 今日も暑い 1 日で、公園といえど、直射日光の

下は辛いものでしたが、風があったので、木陰は

涼しかったです。午後 4 時頃からは風も多少強く

なってきましたので、もしやゲリラ豪雨の予兆か

とも思いましたが（天気予報でもその可能性あり

とのことだったので）降らずに済み幸いです。 
 日の出前と日没後は湿度が上がり蒸し暑いで

すね。 
 

（こ-3） 中村庸男  
1）06 時の測定時、うちわ送風を終え、温度計

の注視に掛かったところ（05：59：20 程）25.0℃
から示度が上昇をはじめた。再度うちわ送風を

行ったりしたが、なにか不自然を感じた。フー

ドから目を離して周囲を見わたすと、丁度、東

側山の端より日が差し込んで来たところであっ

た。25.6℃まで上昇し一応安定したが、記録は

正時の値 25.4℃とした。 

 後刻、中日新聞あすの暦欄で日の出時刻を確

認したところ 05：06 とあった。すこし時間差

が多いが、地形のせいだと納得。日光の威力を

感じた一瞬だった。 
2）10 年前にも発生した現象（三脚ごと数 m 飛

び倒される）だったが、当時は現地を離れてお

り、よほどの突風が吹いたのだと理解していた

が、今回短い時間で三度、目の前で発生した。

同方向に吹く風が一瞬やんだ後の再吹き出しで

あった。その都度、三脚の足を広げたり、地面

に強く埋め込んだりの処置をしたが、三脚頂点

から三方向へガイロープを張るのが有効だった

様だ。その後は倒される事はなかった。他の地

点ではこの様な事象は生じていないのだろうか。

あれば事前準備として、テント張り綱用のペク

を用意することが必要かもしれない。 
3）今回早朝から夕刻までの間、4 名の古くから

の住人、新しい市民の方と親しくお話が出来た。

市民ボランティアによる 200 ヵ所もおよぶ地点

での前 2 回の測定データから、この地域のヒー

トアイランドの存在やその方向が科学的にも明

らかになってきた事で行政も動き出してきた事、

300 人近い人達が同じ正確さで、今同じ時刻一

斉に測定している事、そのデータを有効な利用

につながる様しっかり整理する事務局の大変さ

などをお話ししたり、先方からは愛知用水が通

るまでの紺摩池の範囲や、亀の産卵場が現在の

旭墓園にあったがそこを造成してしまい、現在、

池の生物が少なくなったと騒ぐのは誰のせいな

のかな、など、次につながる話でした。 
 

（こ-4） 吉田雅紀  
○一日中、晴れたり曇ったりしていたが、毎正時

には晴れていて、曇りの記録なし。 
○一番曇った時は、最大 7 割程度。しかし、曇の

薄い所、厚い所があってムラあり。 
○午後からは風が出てきて、気温は高いが過ごし

やすかった。 
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○15 時以降は、一日何もやってないが疲れを感

じてきた。 
○3 分間ウチワであおぐのは、肩に痛みを感じ

大変だった。 
○この測定記録が何らかの結果を出すと考える

と、気が抜けずやる気が出てきた。 
○17 時頃から風が強くなった。 
○18 時半にグローブ温度・温湿度ロガーの日除

けをはずす（日が当たらなくなった）。 
 

（こ-5） 佐原真由美・佐原孝仁・佐原和・    

佐原心有・佐原立貫  
 1 時間毎、16 回の測定はどんなに大変かと思

いましたが、あっという間に半分が終わり、ラ

スト数回となりという感じで過ぎました。やり

終えた時は、ビールで乾杯できる程の達成感！ 
（慣れてくるとあっという間に観測できました） 
 スマートフォンで地域ごとに知らせてくれる

天気予報の気温と、家の前の気温とでは 1℃弱

ずれがありました。また計測前に肌で感じる温

度から何度であろうかと予想をしたのですが、

その時に、どの程度の風が吹いているか、太陽

が出ているかで、かなり予想とずれることもわ

かりました。 
 

（こ-6） 小林高浩（5-10：00）、長島寿雄（11-15：
00）、松岡史展（16-20：00）  
○10 年前は千種区内の広小路線で観測したが、

今回は緑豊かな猪高の森での観測であったので、

樹林を通る風の涼しさを実感することができた。 
 また早朝から森を訪れて散歩、体操、練習（バ

トン）、犬の散歩、昆虫採集などに興じる人々の

姿をみることができ、夏の森の快適な時間帯の

有意義な利用手法を教えていただけた。ただ蚊

の多さには閉口しました。    （小林高浩） 
○今回初参加で貴重な体験ができて、大変あり

がたく思います。一日の内で一番暑い時間帯で

したが、森の中ということもあり、付近の駐車

場とは体感温度に大きな差があり、涼しく感じ

ました。 
 今後もこのような機会がございましたら、参加

させていただきたく思います。  （長島寿雄） 
○夕方からの調査を担当しました。森の中は涼

しいと感じたのですが、温度計が 30℃を超えて

いたりしたので、普通街中がどれほど暑いのか、

気になりました。他の地点の結果が知りたくな

りました。 
16 時半に駐車場がしまると、車はほとんどい

なくなりましたが、昆虫採集の親子はその後も

数組見かけました。その中の 1 組と挨拶したら、

気温調査の取り組みを知っているようでした。

公園にいろいろな人が来ていることも見ること

ができ、楽しかったです。    （松岡史展） 
 

（こ-7） 小木曽琴江  
 名古屋市立極楽小学校内を教頭先生の許可と

ご好意を得て測定場所としました。 
 ブドウ棚の下からは体育館の時計も見えて、ラ

ッキーでした。 
 風向きは、となりの畑に吹き流しを立てました。

（夕方からはかなりの風で、落ち葉、資料が飛び

ました） 
 校内には、キウイ棚と築山の日陰もあるので、

正時の測定の後に、それぞれの場所の気温も測定

してみました。（夜用の電灯もありました） と、

いうことで、4：30～20：20 まで、終日、学校内

にいました。（トイレは校内のトワイライトを使

用させていただきました） 
 当日のトワイライトは、1 年生だけとのことで、

おくりやおむかえの保護者の方々とも挨拶をし

ながらの測定となりました。 
 朝と夕方には練習試合に出かけて行く少年野

球のクラブチーム。もちろんグラウンドでは、日

中野球をしている小学生。午後は体育館使用のお

となたち。にぎやかでした。こうして、小学校を

開放してもらえたら…子どもたちとワイワイ測
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定できたら…たのしいだろうなぁと思いました。 
 私自身の記録として 3 ヶ所で測定したことで、

電灯 1 ヶ、コンクリートの壁、アスファルトで、

温度はてき面に上がってしまうことを実感しま

した。子どもたちにも実感させてあげたいなぁと

思いました。 
 

（こ-8） 浅井正明  
○安定した天候で、計測は単調なうちに終えるこ

とができた。 
○フード内にある温度計の読み取りに苦労した。 
○風向、風力は、見る見る変化し、2～3 分間見た

うえで平均値で決定した。 
○作業において、暑い 1 日で待ち時間の過ごし方

に苦労し、15 時間の時間が淡々と流れ、長い長い

1 日でした。 
 

（こ-9） 池田康樹  
 1 時間とは、何と短い時間かを再度認識しま

した。 
 逆に、1 時間は何と貴重な時間かを、考えさせ

られました。 
 その中で、気温、風力、風向、天気が目まぐる

しく変わり、1 度として、同一のデータはありま

せん。1 分、1 時間、1 日を大切に生きることを、

この 1 日で教えられました。 
 

（こ-10） 長谷川博久、長谷川裕哉  
 今日八月八日は折しも立秋、（第三七候）涼風至。 
 自宅から150m程にある公園を観測地点とした

ため、常駐して観測された方よりかなり楽だった

と思う。それでも『毎時 45 分に家を出て、50 分

に設置、団扇で扇ぎ、毎正時に測定、風速風向を

調べ帰宅』を 16 回繰り返すことは、想像以上に

たいへんだった。また、今思うに、待ち時間を如

何に有意義に過ごすかが大切であった。事前に待

ち時間に何をするのか決めておけば、もっと有意

義な時が過ごせたかもしれない。 

 観測してみて感じた（わかった）が、最高気温

35.3℃は日陰で風があれば、それほど暑く感じず、

余程、家の中の方が暑く感じることであった。 
 300 年以上前「そよりともせいで秋立つ事かい

の」（上島鬼貫）と詠まれた歌があるが、ますま

す秋は遠くなっていく気がする。 
 
（さ-1） 大西正子  
 棒状温度計の目盛りが非常に見づらい。 

 水銀柱の幅が広く見えると良い。 以上。 
 
東部丘陵 500m メッシュ測定者 

 
（A-1） 岩月宏子  
 朝焼けを見るなんて何年ぶりかで、すがすがし

かったです。 
 しかし、朝の5時ですでに26.5℃には驚きでした。 
 14 時が最高で 36.5℃。テレビニュースで知っ

た名古屋市の最高気温 36.6℃？とほとんど同じ。

我が家は小高い丘の上にあり、緑も多い地区なの

で、もっと差がある､低いはずと思っていたので、

少しがっかりでした。 
 

（A-2） 蒲生真司 
 気温を測ればよいんだと思い、簡単に引き受け

たけれども、けっこう大変だった。 
○場所さがし ○道具の作成 ○道具の購入 
○場所での設定 ○温度計の目盛りの読み 
○暑さ・蚊対策  その他いろいろとありました。 
 無事、測定ができて「ホット」しています。 
 お疲れさま！ 

 
（A-3） 大沼章子、竹内雅文  
○マニュアルのどこかに、目盛りのついたグラフ

（時刻---気温）があるとよかった。測定結果をプ

ロットして、変化を追うのも楽しいと思います。

○観測をしながら、今さらながらに直射日光下と

木陰の気温差、体感温度差を実感。そして、気流、
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すなわち風の通り道のありがたさを実感。 
○街造りにも、家造りにも、風の通り道が重要で

あることを再認識した。 
 

（A-6） 與語基宏・こまゑ、植松久芳  
 朝 4 時に起床し、4 時 30 分から観測地点で準

備を開始。事前に下見をし、設置場所を決めてお

いたので、順調に設置できた。 
 観測地点は公園で、周辺には緑が多く、蚊取り

線香を用意したが、やぶ蚊に悩まされた。 
 公園の中央は裸地で気温が上昇しやすく、周辺

の樹木や住宅により風が淀むようで、風向は定ま

りなく、風速も弱まるようで、これがさらに気温

を高めたかと思われます。 
 名古屋地方気象台の最高気温は 36.6℃でした

が、私が担当した観測では 15 時に 37.0℃を記録

しました。こちらは毎時観測で、気象台は任意の

時刻です。 
 
（A-8） 鈴木 登、長坂淳子  
○私は 9 時〜16 時までは、リサイクラーの都合で

立ち会えず、長坂さんにご迷惑かけ申し訳なかった。 
 A8 は、楽園町の川名中学校の北門脇で、南西

側にグラウンド、そのフェンスと北東側の車道

（南東から北西に下る坂道）の間の大きなソメイ

ヨシノ（樹齢 60 年くらい）の下で計測。道路と

フェンスの間隔は 2ｍ弱で、笹がグランドカバー

になっており、ヤブ蚊にまとわりつかれていた。

幸い天候に恵まれ（過ぎ？）、俄雨もなく、無事

計測できた。 
 風力と共に風向が瞬時に変化し、特定しづらか

った。特に 17 時以降。 
 

【参考に】 
① 私は虫めがねの代わりにオプティバイザー

使用。 
② 西日よけに､雨傘も活用。大きい桜の木の枝に

くくりつけた。日の入り、西北西に 18：27。 

（写真と共に解説文、感想） 
・8/8 午前 4 時に、千種区池下近くの自宅マンシ

ョンを出発。古いママチャリに測定器具、小道具、

資料一式を積んで。坂道を避けたため、現場に 4
時 40 分頃到着。幸い駐車している車もなく、ロ

ープとひもで場所を確保した。 
・ソメイヨシノの巨木（樹齢 60 年超？）の大枝

にワイヤーハンガーでひっかけて計測筒を吊し

た。赤色の棒はパートナーの長坂さんちのホウ

キ！ その先にヒラヒラテープをつけて風力等

を測った。 
・午後 5 時半過ぎには、植木の隙間から強烈な西

日が当たり出し、雨傘を枝にくくりつけ遮光した。 
・足元は笹のグランドカバーで、ヤブ蚊がぶんぶ

ん。更にサクラの蜜腺目当てにアリがうじゃうじ

ゃ。そんな中で、変な爺さんと思われんよう、自

前の ID カードを首にさげ、通行人に愛想よくご

挨拶し、状況説明した。 
 
2015 年の調査は終わったが、次の 10 年後には

当の本人はいないかもしれんし、仮に存命してお

っても 82 才ではいくら頼まれても、この暑さで

は無理だ！ かくなる調査を今後もするならば、

若い学生たちを動員して行うがいい。また、調査

地も、年々人為的に変化してゆくことも考慮して

選定すべきで、出来得る限り同一条件下で測定し

なければ厳密なデータとならんのではないか。 
 しかし、当の本人は結構大変だったが楽しんだ

よ。継続は力とか。今後の成果を期待している。 
 お疲れさんでした。      （鈴木 登） 
 
○長い夏休みのうちの一日、まったく子供抜きで挑

んでちょっと気分転換になったような気もします。 
始まる前の日までの憂鬱な気分は、確かにそう、

憂鬱でした！ 
 鈴木さんには小道具の用意やらお願いし、何に

もない退屈なエリアでの作業、大変申し訳なく、

ありがたかったです。      （長坂淳子） 
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（A-9） 内山早智子  
朝〜10：00 覚悟していたより、暑さを感じてい

ない。軽やかな風が時折吹き、ありがたい。昨夜(今
日）1 時半に寝て、寝不足が心配。5 時に向けて現

場に向かう時は薄暗かったが、みんなきっと向か

っていると思うと「頑張ろう」と勇気がわいた。 
10：00〜12：00 風も強くないが、温度も思っ

たほど上がらないので、全く大丈夫。公園にて計

測したが、思ったほど子ども達は遊びに来ない

（一人だけ）。真夏は外遊びをしないことになっ

てきているのか？ 
12：00〜夜 太陽が雲に見えかくれ、気温も 35℃
までいかず、私の計測地はどうも涼しめなのか？ 

昨日の方が暑かったとは思う。近所の店や保育園

が、間は涼みにおいでと声をかけてくれ、地域の

人のやさしさも感じた。良い経験したと思う。 
 

（A-10） 加藤正嗣、中薗昭彦  
○薄雲の評価が難しい。日射が地表に到達してい

る場合は、晴れ間と評価した。 
○風向は数分の間でもコロコロ変わる。→観測時

点のもので評価した。 
 

（A-12） 守屋百合子  
2005 年、そして 2015 年 

 2005 年の調査後、報告会に参加した時の感激

が忘れられず、「10 年ぶりにみんなで気温を測ろ

まい！」のかけ声に、即、手を上げてしまった私。

7 月 12 日の講習会で、10 年ぶりに温度計の目盛

りと対峙して、後悔しきりに陥りました。10 年の

歳月は侮れない…今年敬老パス年齢となり、白内

障の手術を拒んでいる身としては、虫めがねくら

いでこの目盛りをマスターできるかどうか…。温

度計は、１本ずつ標準値換算すると聞きますが、

測り手の人間の方こそ、年齢や眼病歴等を考慮し、

標準値換算してはいただけないものかと、本気で

思いました。当日 13 時の測定値が、12 時より下

がっているのに出くわした時は、「すわや！ 12

時に見間違えたのでは！！」と炎天下に凍りつき、

1 地点が全体調査の足を引っ張る結果になってし

まっては申し訳ないとしきりに悔やみました。毎

時、自宅から 4 分の測定地点へ通うこと 16 回、

独り黙々と測定し続け、刻んだ歩数計は 26000 歩。

A12 地点での調査結果が無にならないことを祈

りつつ、気を取り直し、報告会 2015 を楽しみに

しています。 
 

（B-1） 石榑純子、青木雅夫、畠山内枝  
① 緑が多い公園の中では、街や家で感じている

暑さより想像以上に涼しかった。 
② 午後には、ツクツクボウシの初鳴きを聞いた。

また、クロアゲハ、ナガサキアゲハなどが飛

んでいた。 
③ 温度計のフードは、ちょっと小さくて目盛り

を読みづらかった。読む時だけ、観音開きに

できる窓があるとよかったのでは？ 
④ 午後 2 時頃、一番暑くなった頃に、凍らせた

スポーツドリンクの差し入れが届いたのは、

有難かった。（また、高級アイスクリームも

差し入れがあった） 
⑤ ほとんど2人が常駐していたので、話が弾み、

たいくつすることはなかった。が、話し込ん

でしまうと、あっという間に時刻が近づくの

で要注意！ 毎時、タイマーを設定しておく

のがよいと思った。 
⑥ 早朝、暗い中での設営は、思ったより大変で

緊張した。懐中電灯は、大・小、複数ある方

がよいと思った。（ヘッドライト＆置けるも

の＆ピンチ付きなど） 
⑦ WBGT機器の使い方がよくわかっておらず、

5：00、6：00 のグローブ温度を測りそこね

た。（110.0℃となっていた？） また、グロ

ーブ温度センサーを日光に当てるために移

動したりせずで、あまり日光の当たらない位

置での測定になってしまった。（また、コー

ドとの接続部の接触が悪いことがあった） 
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（B-2） 葛西美江・圭悟  
○温度計の目盛りを 0.5 度読み間違えていたこと

に、終わった後に資料を読み直して気づいた。事

前の下準備が不十分だったと反省した。 
○温度計の目盛りは、虫めがねやライトを使用し

たが、読み取りにくかった。 
○風力と風向の測定は1分間計測した平均という

ことだが、数秒で風向や風力が変わるので判定し

にくかった。 
○気温は木陰で計測し、風もあったせいか、自分

が体感するより低く感じた。 
○自分は測定場所を実家の近くにしてもらえた

ため、実家から通って測定することができた。そ

れでも、家にいられるのは 30 分〜40 分だったの

で慌ただしく感じた。家に帰ったり､休息する場

所もなく、測定場所で一日がんばられた方は本当

に大変だったと思う。 
熱中症の心配があり、10 年ごとの測定とすると、

同じ測定者ならば 10 歳、年を取り、高齢の方も

いて、かなり危険だと思う。気温の変化、比較が

目的ならば、夏場でなくていいのではないか。近

年、春と秋が短く感じられているので、春や秋の

比較的暑い日でもいいのではないかと思う。 
○半日参加希望で申し込んだが、ペアで計測する

人が見つからず、実行委員の方をわずらわすのも

悪いと思い、また家族の協力も得られたので､一

日参加に変更した。当初の希望通りにならなかっ

たので、初めから半日参加を募集しない方がよい

のではないか。 
 

（B-3） 岩崎信与  
○風の方向の判断に戸惑いました。午後はランダ

ムに吹いていたので、方向の見極めに迷いました。 
 2 回目の測定でしたが、温度計の読み取りは難

しいですね。うちわで扇ぐ前に一度ラフに温度を

確認し、うちわで扇いで測定しました。うちわで

扇ぐと、0.2〜0.4 程度下がるのがよくわかりまし

た。 

 また、紐で吊した温度計が揺れて、読み取りに

くいので、手でガラスの部分を触ってしまうと、

温度が上がってしまうので、これも難しかったで

す。発泡スチロールやプチプチで上部を固定して

安定させたり、手で触っても体温が伝わりにくく

する対策はどうでしょうか？ 
○今日は、先週の猛暑に比べて、ややマイルドで

した。太陽が出ていると、暑いのですが、実際に

測定すると、それほど高温ではなかったのですね。 
○測定地は、名古屋地方気象台の近くですが、最

高気温で 1℃くらい温度が高いようでした。平日

は、栄で勤務しているので、気象台の気温との違

和感を感じます。先日、名古屋で 38℃あった時、

栄は 40℃超えであったと思いますね。 
 
（B-5） 浜口美穂・俊明、飛び入り助っ人： 
世良百華  
5：00 10年前は自宅から自転車で35分の場所、

今年は自転車で 20 分くらいの公園に測定地が決

まった。4：25 頃到着。東山通り沿いなので、暗

いのに歩行者や車の往来もそれなりにある。藤棚

に温度計を吊すが、なかなか思うような高さに定

まらず焦る。 
 風が常に吹き抜け、涼しい朝。でも、気温は 27℃
あった。5 時前から公園愛護会の方が花壇の手入

れやごみ拾いを一人で黙々とされる。作業は約 1
時間で修了。「ご苦労さまです」と声を掛けると、

「少しずつできることをやっているだけ」とのこ

と。遊びに来る小中学生も多いので、帰る時間が

分かるよう、市に頼んで時計を設置してもらった

そうだ。地域に対する愛情が伝わってくる。 
7：00 測定前に思わぬハプニング。太陽が横か

らフードにまともに当たっている。傘は用意して

ない！慌てて温度計を少し横にずらし、「気温測

定調査中」と書いた段ボールで陰をつくった。測

定後しばらくすると藤棚で太陽が隠れたのでホ

ッとしたが、夕方に備えて夫に傘を届けてもらう

ことにした。 
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 散歩のおじさんに「何をしているの？」と声を

掛けられる。このプロジェクトの概要を説明して

「名古屋の暑い場所と涼しい場所が分かるんで

す」などと意義についても話すと、「いいことを

聞いた。ここは夕方散歩していても､アスファル

トの照り返しが強いんだわ」と話してくれた。 
 今回は前回ほど遠くないが、自宅から通えるほ

ど近くもない。たまたま友人の知り合いが自転車

で5分くらいのところに住んでいることが分かり、

ほぼ初対面なのに、フリースペースを休憩場所と

して提供してくれることになった。6 時前に「コ

ーヒー入れて待ってます」との携帯メールが入っ

て、7 時の測定が終わってから伺った。部屋に入

ったとたんにサッと出てきたのが冷たいおしぼ

り。毎回この冷たいおしぼりが最高にうれしかっ

た。結局、一日を通して、朝食、飲み物、かき氷、

お昼寝スペースと、ずいぶんお世話になった。友

人ネットワークに感謝。きっと他にも差し入れを

してもらった測定者もいるだろう。このような測

定者の支援をする人もカウントしたら、今回の参

加者はかなり増えるに違いない。 
8：00 10 時前に測定場所に行くと、藤棚の下の

ベンチで熟年のおばちゃん3人が世間話をしてい

た。またまた測定について説明。「ここは風が吹

き抜けるから気持ちいいよ」と言うので、気温と

体感温度の違いについて説明。セミナーでの学習

が役に立った。 
 依然、風は風力階級 3 程度あるものの、風向が

定まらない。えいやあと決めた。 
11：00 以前から前を通るたびに気になっていた

近くの喫茶店で早めのお昼。さすがにアスファル

トの照り返しが強くなってきて、毎時間ごと、休

憩場所と測定場所の間を自転車移動するのも辛

い。それにしても車の往来がうるさい。10 年前も

この地点は高温を記録したらしいが、この道路の

影響は大きいと思う。 
14：00 最高気温 35.3℃を記録。風が弱まると

熱を感じるが、風力階級 3 程度の風が吹いている

のでなんとか耐えられる。 
 猫ヶ洞池そばの測定点に写真撮影に行ったら、

全体的に 2℃くらい低かった。風は弱いが､緑の中、

池のそばというだけで涼しく感じる。涼しさは目

からも感じることを実感。 
15：00 日が傾いてきて､傘で遮りながら測定。

手がもう 1 本欲しい。 
16：00 救世主現る。公園に一人で遊びに来てい

た小学 4 年の女の子が「何しているの？」と声を

掛けてきたので、急きょスカウトし、測定を手伝

ってもらう。交代で、うちわで扇いだり、傘を持

ったり、本当に助かった。私が見た後、温度計の

目盛りも見てもらって、測定についても簡単に説

明した。おしゃべりしながら 1 時間過ごし、17
時の測定も手伝ってくれた。 
 16 時を過ぎると一段と風が涼しくなってきた。

16 時半くらいから夕涼みがてら遊びにくる親子

の姿が見られるようになったが、ちらっとこちら

を見ただけで話しかけてくる人はいなかった。 
19：00 藤棚の下のベンチで熟年の女性 2 人と男

性1人が座って世間話をしている。声を掛けられ、

またまた説明。「ニュースで見たけど、まさかこ

んな近くでやっているとは思わなかった。みんな

ボランティアでやっているんだ。偉いね〜」と褒

められる。結局、おばちゃんたちの世間話（夕涼

み？）は 20 時の最終測定まで続いたので、時々、

世間話に加えてもらい、終わってから「お疲れさ

ま」と手を振って見送ってもらった。 
 

 公園を訪れる様々な年齢層の人たちと会話を

楽しんだ一日。ちょっと気になったのが、若いパ

パママ世代だけがちらっと見ただけで話しかけ

てくることはなかったこと。たまたまだったのか、

人のやることに関心がないのか、コミュニケーシ

ョンが苦手なのか、はたまた怪しい人と思われた

のか…。熟年世代の人たちと面白い関わりができ

ただけに、その違いを大きく感じた。 
 気温測定だけのために時間を空けた一日。いろ
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んな出会いと思いを巡らせた貴重な一日になっ

た。そして情報発信もできたように思う。最後に、

温度計の設置・撤去の手伝い、他の測定点の写真

撮影などに車で駆け回ってくれた夫にも感謝。 
 

（B-8） 小野 稔・圭子・里奈・浩功  
 測定地点が住宅の多いところだったので、条件

に合う測定場所を見つけるのが大変でした。意外

と地面が、土や草地のところが少ないと感じまし

た。 
 また、毎正時、同条件で測定するというのは想

像以上に大変でしたが、今までは暑いとしか感じ

ていなかった日中の気温も、1 時間ごとに体感で

わかるくらい変化があることや、暑くても、風の

影響や日差しをさえぎることで、意外と暑さが緩

和されることに気づかされるなど、新たな発見も

あり、貴重な経験になったと思います。 
 

（B-9） 名工大石松研究室－峰村、堀内  
○浄昇寺の住職さんとそのご家族が差し入れを

何度もしてくださり、非常にありがたかった。 
 10 年前の気温測定のことも覚えていてくださ

った様子。 
○30 度以上だととても暑いイメージがあったが、

実際には日陰であれば過ごしやすく、驚いた。 
○5：00 の測定で、少し長く顔を近付けてしまっ

たため、気温が高めになっているかもしれない。

すみません。 
○風向を測る時、棒に吹き流しがからまったり、

向きが頻繁に変化したりして難しかった。風力に

関しては、砂ぼこりの表現がわかりにくかった。 
 

（B-10） 名工大石松研究室－安藤風子、  

本郷佳奈  
 温度計を日陰に置いて測定していても、天候が

曇りになると温度が下がる点は、当然といえば当

然だけれども、測定の中で実感した。 
 体が感じる温度と、測定される温度も異なり、

体感温度は風や日射など様々な要因から成り立

っているのだと思った。 
 

（B-11） 名工大小松研究室－原、和仁  
 暑かった。次回は蚊への対策を万全にするべき

だと思った。 
 公園に沿った道路から心地良い風が吹き抜け

ていた。 
 

（B-12） 森本章夫  
 今回の調査参加にあたり、測定地点に寺の境内

で行う旨の指定を受けましたので、2 週間前に本

調査の説明文書を住職に手渡して依頼し、口頭で

承諾をいただいていましたが、測定当日「只今気

温測定調査中」の表示をしていても、別の家人と

思われる男性に、怪訝に詰め寄られる場面があり

ました。 
 したがって状況により、説明に手間取る場合が

ありますので、特に調査参加者に縁のない民地で

の測定地点を指定する際には、何らかの公式な体

裁の「証」があるとよいと思いました。 
 気温上昇のピークを迎える午後、熱中症を自覚

しました。今回、私は単独でフルタイム参加、指

定を受けた測定地点に土地勘なし、という条件が

災いしましたが、もし体力が保てず倒れていたら、

周囲に見つけてくれる人も居らず、危険だったと

感じました。 
 したがって同様のような条件で、調査参加者に

測定地点を指定する場合には、事務局側から半日

限定にするなど、調査参加者の健康に予め客観的

に配慮した方がよいと思いました。 
 

（C-1） 長谷川紀男、川端通敬  
1. 朝方や夕方の測定は、懐中電気をつけても温

度計の目盛りが見づらい。（何度も見ている

と、吐く息で温度が上昇するので気を遣う） 
2. 測定が公園の為、風の通りもよく、涼しく感

じた。 
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3. 測定中に立ち寄った人は、大人 3 人。（犬の

散歩の人で、ご苦労様と挨拶して行く）（気

温測定の説明を簡単に説明した） 
4. この公園には、普段は子供達が大勢来て遊ん

でいるが、このところの暑さか、昼間は 0 人

で、夕方 5 時頃から 10 人くらいが遊びに来

ていた。 
① 時計塔に温度計も付けるとよい。（熱中症

対策） 
② 噴水のため池があってもよい。 

5. 最後の 20：00 測定調査終わって、何事もな

く無事終わった喜びと疲れがドート出る。 
 

（C-2） 猪俣佳江  
 自宅周辺での測定であれば、あまり負担なくで

きる。 
 測定自体は難しい作業ではないので、小学校が

協力してくれれば、生徒の家や学校で測定し、市

内あちこちでデータを集められるのではないか。 
 放物線のようにピークの時間が 14：00〜15：
00 辺りになるのではないかと予想していたが、

35℃を超える時間が、12：00〜16：00 と長く、

それだけ名古屋の夏が暑いことを数字で実感し

た。 
 他の地点の結果と合わせるのが楽しみである。 
 30℃以下になると蚊が多くて大変だった。 
 太陽が出ているか、雲にかくれているかの判断

が、うすい雲で覆われているような場合もあり、

はっきりしなかった。 
 

（C-3） C-ラボ－山岡美子、安藤直彦、   

牛田玉三郎、平松加与子、平川幸子、竹内雅文  
○朝 4 時起きのプレッシャーであまり眠れず、も

うろうと現地に着き、4 時半より温度計を設置し

ました。しかし、いつもねぼ助なので、5 時、6
時と夜明けの貴重な時間を楽しむことができま

した。 
○昼間は蒸し暑い中、入れ替わり参加者が集まり、

楽しいおしゃべりの時間となりましたが、18 時、

19 時、20 時は、さすがに寂しくなり（場所がら）、

真っ暗な中、最後の測定を終えました。 
○風力、風向は人によって感覚が違うかもと気に

なりました。 
 

（C-4） 小泉恵子  
 今回が初めての参加で、少々緊張し、疲れまし

た。小道具の用意から、人の配置など、実行委員

の方々の御苦労は、大変なものではなかったかと

想像しています。本当に御苦労様でした。 
 測定結果をあらためてながめてみて、意外に

も？テレビの天気予報の最低・最高温度とかなり

一致していることに、予報の正確さに感心してし

まいました。ただ、測定場所である我が家の庭は、

ほとんどが土のむき出しで、緑が多いにもかかわ

らず、思っていたより気温が高いことが予想外で

した。地球の温暖化が予想以上に早く進んでいる

ように感じ、恐くなった次第です。 
 

（C-5） 山下紀雄  
 早朝・夕方以降は温度計の目盛りが見難かった。 

 
（C-6） 瀧川正子、上條晶子  
○今回の私のC6は､東山動植物園正門北の小さ

な緑地でした。周辺の緑地からの冷気の滲み出

しでしょうか、5 時は 24.9℃でした。準備はス

ポーツ飲料、梅干し、蚊取り線香、ヒスタミン

軟膏、本と小さなイスでした。 
 午前中に斎藤まこと市議（民主党）と丹羽ひ

ろし市議（自民党）の激励訪問がありました。

その斎藤市議は、他のメッシュでローテで測定

されました。途中、隣接の池田さんや EPO 中

部の方にも会えましたね。 
 '91 年、'05 年は自宅で本部をしました。'05
年は山下さんと交代で測定もしましたが、一日

中、マスコミなどからの「今、一番高いところ

は何度ですか？ どこですか？」など電話が鳴
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りっぱなしでした。今回は名古屋市が早々に共

催となり、本部がエコパルなごやに開設され、

速報体制が整いました。こうして関係者や自治

体の広がりに戸惑いはないが、「思えば遠くに来

たもんだ」ウン？ でも何か解決したかな？ 
 今回は､夕方から助っ人の上條さんと二度読み

を徹底し、蚊取り線香の煙を眺めながらゆっくり

とした時間の中で、終えることができました。 
（瀧川正子） 

○都合により、短時間の参加でしたが、やってみ

て良かったなあと思っています。 
 普段は、完全に文系人間なので、気温を測った

りすることが、なんだか新鮮でした。 
 貴重な機会をありがとうございました。短時間

ではありましたが、少しでも携わることができて、

良かったです。         （上條晶子） 
 

（C-8） 川本  
 講習会を受けた感じでは、とても大変になる

のかと思っていた。しかし、実際、調査してみ

ると、思ったよりスムーズに行うことが出来た

と思う。 
 調査記録が結果として残るが、この調査の過

程で感じた事があったので､紹介したい。 
 一日の内で、セミの鳴き声や､その他の虫の音

が聞こえた。サウンドスケープ（音風景）を録

音し、一日や年ごとの時間軸で調査すると、虫

や鳥の鳴き声、車の騒音など面白いデータがと

れるのではないか。 
 温度計の目盛りが見にくいので、デジタル温

度計を準備し、おおよその目安にできると、も

っとスムーズに調査できると思った。 
 

（C-9） 杉本由紀雄  
 テントを張りながらできるならと引き受けた

天白渓。当日は、52 リットルの登山用リュック満

タンの荷物を担いで午前 3 時に家を出た。軽いア

ップダウンがいくつかあり、登山気分であった。

約 1 時間 15 分で入口に到着。まだ暗い中、ヘ

ッドランプの明かりを頼りに、森の中に入った。

明かりに照らされる靄、すごい湿気だ。 
 昼間とは様子が違う。ここで曲がっていいの

か不安になる。何とか測定地点に着いた。さっ

そくテントを張る。そして、測定準備を終え「さ

あ、やるぞ！」と､気合いを入れた。ふと湿度計

に目をやると 99％。壊れているのかと一瞬思っ

たが、これが現実の数字だと思い直した。テン

トの中にいても、蒸し暑くて眠っていられない。

紙も湿気でくたくただ。 
 そのおかげで、目覚まし時計の世話にはなら

なかった。当然 1 時間ごとの測定も順調に進ん

だ。椅子に座って外の空気に触れている時間も

多くなった。時折、どこからか冷気がやってく

ることもあったような気がする。また、生暖か

い空気がやってくることもあった。もう少し風

が吹けば過ごしやすいのになあと思いながら、

上空を見上げれば高い木の枝はかなり動いてい

る。私のいる下は、木々にさえぎられて風が弱

まってしまうようだ。 
 上空という事でいえば、空の大部分が見えな

い。だから、雲量の観測は正確にはできなかっ

た。太陽が全部出ているか一部出ているかの判

定も、木漏れ日などの明るさを参考にして判断

した。 
 午後 2 時の測定では、気温が 1 時の数字と同

じ。もう一度確かめる。この時不安になり、ほ

かの測定場所の記録が気になった。このまま下

がるのかと思いきや午後 3 時に最高の数字が出

た。自然は、教科書どおりではないんだと、自

分は正確に測っているんだと言い聞かせた。そ

のように自分を納得させて、その後の測定を続

けた。ところで、本部に毎回、気温の報告をし

ていたが、返信が迷惑メールとなっていたこと

を､後日気が付いた。当日読んでいれば、不安に

なることもなかったかもしれない。 
 ところで、約 20 時間、その場所に留まってい
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たのだが、人が来たのは一回限り。午前中に 20
人ほどの中高年のグループが通り過ぎて行った。

「キャンプしてる！」「虫捕りしているのか？」、

まるで不審者を見つけたような素振り。やっと

「気温測定中」の看板のところまで来て、それ

を読んで誤解が解けたようだった。それでも、

「仕事なんだろ」という声に、思わず「ボラン

ティアです」「無料です」と言い返してしまった。 
 こんなこともあったが、大半は孤独な作業。

眠れなかったこともあって、自然の緑と向き合

って瞑想したり、ゆったりとコーヒーなどを飲

んだりした。言っておくが、インスタントでは

ない。ただし 3 回の食事は簡単に済ませたが。 
 湿気と蚊には悩まされたとはいえ、歯車の一

つとして重要な任務を果たしつつ、ゆったりと

した時間の流れを満喫することができた。終わ

った時には、何か達成感のようなものが湧き上

がってきた。とにかく充実した一日となった。 
 私の記録を含め、この日参加した方々の記録

すべてを総合したとき、すごい力を発揮するも

のになることだろう。今回のことが､街の緑の重

要性を明らかにし、今後の都市計画に影響を与

え、名古屋が多種多様な生物にあふれた緑の都

市になっていくための一助になってほしいと願

っている。 
 
（C-10） 名工大石松研究室－石松丈佳、  

平井あゆみ  
○測定しはじめの時は、16 時間も長いなと思って

いましたが、いざ終わってみると案外すんなりと

終わったように感じた。 
○気温測定に参加して、私は、一日の気温の推移

を直に体感するという、貴重な経験をすることが

できました。 
一日の中でも、朝方と昼の 3 時ごろでは温度に

かなりの差があることや、同じ時間帯でも、太陽

が少し出ていないときは少し温度が下がったり

するなどの発見もあり、おもしろかったです。 

また、私が担当した場所では、アスマン温度

計と普通の温度計の両方で測定していて、比べ

ると普通の温度計とアスマンでは測定値に多少

の違いが見られることが分かり、機器によって

正確さに差がでるということを感じました。 
測定後、他の地点で測定していた班のお話も

聞いたところ、場所によって最高気温に差があ

ることも知り、驚きも感じました。 
 

（C-11） 名工大石松研究室－両林由希子、 
若山夏実  
○太陽が出ているか雲に隠れているのかが気温

に大きく影響することがわかりました。 
○陰があまりない場所だったので、太陽の動き

と共に移動をしていました。30 分ごとに太陽が

思っていたよりも動いていることを体感するこ

とができました。そのような太陽を一日中観察

する豊かな体験はなかなかできないと思うので、

とても興味深かったです。 
○同じ気温でも、朝と夜（太陽の位置や風量が

違う）とでは、感じ方が全然違って驚きました！ 

また、わずかな風も気持ちよく感じることがで

きました。 
 

 こんなにずっと外にいるのは初めてでしたが、

案外なんとか普通にすごすことができて、体力

がついた気がします！ 普段のクーラーの温度

も、もう少し上げてみようかなと思いました。 
 

（C-12） 蒲 和宏  
① 1 人で 5 時から 20 時の 15 時間観測するの

は無理。今回、妻が手伝ってくれたおかげ

で､やり切れた。 
② 太陽が昇る前や日没で温度計の目盛りが暗

くて読めず、ヘッドライトを使用したが、

拡大鏡（虫めがね）が照明をさえぎり、読

むのに苦労した。もっと良い方法はないだ

ろうか。 
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③ 朝と晩は蚊の大群が体にまつわり付き、閉

口してしまった。対策として、暑くても長

袖、長ズボンがベターである。 
④ 地域の人といろいろ話ができ、楽しかった。 

 
（D-1） 藤岡嶺子  
 測定場所は 10 年前と同じ自宅の庭。温度計を

下げたのはコブシの木で、今春は枝の剪定をし

ないで葉をよくしげらせて温度測定に備えた。 
 前日、フードを枝につけて直射日光が当たる

か調べたところ、午前 8 時に傘で遮る必要があ

ることがわかった。葉のしげった間に傘をつけ

ることに苦労し、ジャンプ傘の骨 2 本が折れそ

うに曲がったが、気にしないことにした。前日

は、名古屋は 38.0℃まで上昇、8 日予定通り実

施になると確信し、暑い中、8 日のために軽食

（サンドイッチや焼きソバなど）作りに汗を流

した。 
 8 日は 4 時 40 分にアラームをセットしたが、

4 時 20 分に目を覚ました。自宅でない場所を担

当する人はもう起きて動き出しているだろうと

思い、私も早めに準備にとりかかった。外はま

だ暗いが、鳥の声が聞こえていた。測定セット

の下にラジオを置いて各正時の時報で温度計の

目盛りを読んだ。9 時から孫 2 人も加わった。

小 5 は方位、天候、目盛りの読みもでき、よく

協力してくれたが、小 1 はどれも難しくてやれ

なかった。 
 夕方 6 時前、「名古屋気象台」をネットで検索

し、午前 5 時からの気象台発表の各正時の気温

と私の結果を小 5 の孫とグラフにあらわしてみ

て、かなりよく似た測定値だったことがわかっ

た。 
 

（D-2） 田畑恭子・萌  
 10 年前と同じ場所で測定したことで、10 年

の月日の長さを痛感しました。 
 まず、フードを吊したクスノキは、10 年で随

分と大きくなっていて手の届く枝がなかったの

で、吊りさげのひもをひっかけるのに工夫が必

要でした。これについては前日練習をしたので

簡単にクリアできたのですが、当日予定外の事

態に遭遇。10 年前にはいなかった測定場所近く

の民家の飼い犬に､セッティングの 4 時半から

大声で吠えられ、家主が出てきてやめてくれと

言われたらどうしようかと心配に。極力物音を

出さないようドキドキしながらの作業になりま

した。 
 自分の視力も老眼が進み、虫メガネなどなく

てもラクラク読み取れた 10 年前とは大違いで、

目盛りを読むのにも苦労しました。 
 前回は家族 4 人で当番を決めて、暑い中にも

楽しみを共有しながら参加したのですが、今回

は、夫は親の介護、子どもたちは部活や遠征で

不在、私自身の親からも高熱を出して救急外来

を受診と連絡が入る中、孤独に淡々と測定しま

した。そんな中、15 時の測定時にサプライズで

登場されたカメラマンの方と言葉を交わしたこ

とで、他のたくさんの地点で同じ作業にあたっ

ている人たちがいることを実感できて励みにな

りました（メイク直して行けばよかったと後悔）。

最後の測定だけは部活から戻った大学生の娘と

一緒に出かけられました。 
 蚊にたくさん刺されて、心身ともクタクタに

なってしまったけど、無事に責任を果たせて良

かったという思いで一杯です。 
 

（D-3） 山中栄三  
 当日は遅刻しないように、AM3：30 に起きて

自宅を AM4：10 に出発して、目的地（平和公

園会館向かえ、桜の園公園内）。4：50 ごろ迄待

ち（外が暗いため）、桜の木にフードを設置（地

面より 150 ㎝くらい､枝に）。4：56、ウチワで

温度計を下げ、5：00 に温度読み取り（風向・

風力・天候・太陽も）、毎回離れるので、「只今、

気温測定調査中」の貼り紙をして、後は、熱中
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症に注意して、最後迄ガンバリました。 
 また、温度計の読み取り、19：00 は出来まし

たが、20：00 は（19：50 ごろ読み取り練習を

して読み取り不可のため）、最後はフードを壊し

て、温度を読み取りました。 
計測中の市民の問い掛けは 3 名でした。 
 

（D-5） 山田祥夫  
 長いようで短い一日でした。何かをするには

1 時間は短く、読書にいそしみました。おかげ

でずいぶん読書が捗りました。 
 暑い一日でしたが、木陰でのんびりすること

ができた一日でした。 
 データのまとめは大変とは思いますが、どん

な結果が出るか楽しみにしております。 
 

（D-6） 藤岡丈夫  
 気象台の気温や D1 ポイントの方の気温と比

較しながら進めたので、違いを感じながら楽し

く実施できました。小 2 の子供も興味を持って

取り組んでいました。 
 私が子供の時（20 年前）は、夏の最低気温

23℃、最高気温 32℃ぐらいの時代でしたが、近

年は 26〜35℃があたり前になっており、人間の

ライフスタイルや街のありようを真剣に考え直

す必要があると考えます。 
 

（D-7） 本多孝至  
○フード内にうちわで風を送ると、フードと温

度計が揺れるため、また、朝や夜など、太陽の

明かりがない時間帯は暗くなるため、いずれも

温度計の目盛りの読み取りに苦労した。 
○一日を通して気温や風力を初めて測定をした。

太陽光の熱、いろんな方向から吹く風、温度計

の近くの木にとまるセミの声等、体の五感を使

っての気温測定調査に参加できて､本当に良か

った。 
 

（D-8） 水野陽介、新海洋子  
○地域の人に何をしているのか聞かれた時や、

ご近所の人に説明するためのチラシ資料がある

と説明しやすく、怪しまれにくいと思います。 
○小学生の自由研究にとても良い題材だと思い

ます。参加した小学生に､市内の他の小学生が計

測したデータをフィードバックして自由研究に

役立ててもらうと良いと思います。 
○市内で多くの人が同時に気温を測っている一

体感を感じられるような仕掛けがあると楽しい

と思います。 
 
（D-9） 名工大石松研究室－弘中紳二郎、 
窪田雅聡、周天也  
○気温は基本的に昼がピークになるように上が

っていき、そして夜になるにつれて下がってい

った。一般的 14 時が気温のピークで一番高いと

言われているが、実際は 15：30 まで気温が上

がっていったことにおどろいた。風向は安定し

て変わっていなかったが、時間というよりも秒

単位で向きや強さが変わっていくことを感じた。

森の中、山の中でテントを作り、測定をするこ

とが、とても非日常で、キャンプをしつつ、時

間になったら気温測定するルーティンに日常に

はない楽しさを感じました。 
○山の中の測定で人に会うことがなく、少しさみ

しかったが、同じ時に 180 か所近くの気温を測

っていると思うと、なにか不思議な感じがした。 
 テントを持っていったのはすごく役立った。

キャンプ感覚で楽しみました。 
 

（D-10） 佐藤利行  
 1 時間ごとの測定は､暑いなか大変で、体力を消

耗した。 
 暗い早朝と夜の測定は、温度計の目盛りが読み

にくかった。また、蚊との闘いもあった。 
 他の場所の測定もすることで、より気温変化の

違いを知ることができた。 
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（D-11） 橋本啓史  
 一日中、多少の風はあって、比較的過ごしやす

かったです。風向きは周囲の建物の影響を受けて

いると思います。 
 日の出後しばらくは、直射日光が当たるので傘

で覆いました。夕方の西日は建物の陰となって当

たりませんでした。 
 20 時の測定前に少し雷鳴が聞こえたようです

が、雨にはなりませんでした。 
 
（D-12-A） 角藤ゆかり・美凜、山田伸一・心華・

葵華、井上忠佳  
 体感では、11：00〜14：00 がとても暑く感じ

たが、意外と気温の差はなく（太陽からの熱を直

接感じたのか）、結果におどろいた。 
 10 年前に比べて気温がどれくらい上がってい

るのか？ また、他の地域との差を比較できる事

を楽しみにしています。 
 

（D-12-B） 天白高校 自然科学部－久田、北、

三谷  
 一日の気温の変化がよくわかった。 
 

（E-1） 金地与志夫  
5：00 日の出時間の淡紅色の空を久しぶりに見

る。温度計設置点で蚊の攻撃 5 発。 
6：00 申し合わせたように蝉の大合唱が始まる。

日照や自然の生物の活動が面白い。 
8：00 気温が上がった為か、蚊はどこかへ逃げ

かくれた模様。 
9：00 東西方向に横長に並ぶ団地の棟の関係

で、風の流れは地面近くでは当然、東西方向と

なる様だ。上部の風は南から吹き始めているの

は確か。 
10：00 30℃を超えると、測定地点への数分程度

の移動でも汗が出てくるのを感じる。測定点の日

陰が有難いのを実感する。 
12：00 風の向きが変わり始めたようだ。 

14：00〜15：00 34.2℃で最高気温になった。

（TV 報道で名古屋市最高気温は 36.6℃と伝え

ていた） 
19：00 陽が沈み、暗くなるとともに温度が 28℃
を切ると、またもや蚊が活躍、5 箇所刺される。 

 
 暗い時は勿論だが、水銀温度計の見づらさを改

めて強く感じた。温度計を傾けたり、見る視線の

高さを変えてみてもなかなか読みづらい。団地内

の敷地での計測で、1 回につき 10〜15 分で戻れ

たが、離れた場所で測っている人は､結構短い時

間で往復するので大変だったろうと思う。 
 

（E-2） 大槻 一  
○実行委員会の皆様、大変な作業ご苦労様です。 
○初参加でしたが、作業上の問題はありませんで

したが、手持ち無沙汰で長い一日でした。 
○調査結果と活用に注目しています。 

 
（E-3） 稲葉益夫（東邦高校生徒、6 人で測定） 
 温度計の見方が難しくて大変だった。友達と一

緒にやっていたので、楽しみながらできました。

蚊が多かった。風向きがけっこう分かりやすかっ

たです。 
 昼はとても暑くて、朝と夕方はぜんぜん涼しい

ことが分かりました。蚊は朝と夕方に多くて､昼

は少なかったと思う。とても正確に測れたのでう

れしかったです。水銀の温度計は色が銀色で、と

ても見づらかったです。 
生徒のべ 6 人で測定しました。 

 
（E-5） 水谷泰通  
 初めて参加しました。軽い気持ちでの参加でし

たが、説明会に出て、次第に責任感を感じるよう

になり、16 回の観測を終えた時は思いの外、解放

感と達成感を味わいました。 
 担当区域は大きな工事（学校）が行われており、

マンション、舗装地多いので、広い寺の境内にあ
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る築山の一角を選びました。 
 東山の森の隣接地なのに、昼間はここがヒート

アイランドでは？と思えるような暑い一日でし

たが、全ての spot の結果が出るのが楽しみです。 
 実行委員会の皆さんの御努力に感謝致します。 

 
（E-6） 池田龍也  
 疲れました。測定は 2〜3 分でできるようにな

ったが、待っている間が長く、腰がいたくなった。

次回は横になれるよう準備します。 
 

（E-7） 滝田久憲  
 今回、私が気温測定を行った場所は、東山植

物園の南側の森の中で、すぐ傍らを東山一万歩

コースが通っています。測定の度ごとに車で曙

峠まで行き、橋の下に駐車して､歩いて現地に向

かいました。森の中と言っても、そばに大きな

有料駐車場があるために、気温はそれ程下がら

ず、蚊に刺され、汗をかきながらの調査となり

ました。また、下見の際に気づかなかった樹液

酒場が傍らにあり、時折訪れるスズメバチにも

気を遣うというオマケつきでした。 
 10 年前のこの調査に参加した時は、複数のポ

イントを複数の方々でバトンリレーの形で行っ

たので、協同意識などを感じていましたが、今

回の場合は 1 人で行ったために、他の測定者と

の交流もなく、ひたすらノルマをこなした感が

あり、寂しさと共に疲労感の残った調査となり

ました。 
 この夏の暑さで、昼間は大駐車場で人影を見

ることはほとんどありませんでしたが、夜にな

ると東山動物園のナイトズーの来園者で駐車場

が一杯となり、家族連れの会話に癒やされる想

いがしました。 
 この 10 年来、名古屋市内の緑地では、市民に

よる森づくり活動が行われています。今回の気

温測定の結果と 10 年前の結果との比較から、何

かしらの展望が見えてきたらと考えています。 

（E-9） 小池敦夫・美津子・瑛子  
○10 年前に引き続き 2 回目の調査。今回は少し

ばかり女房と娘にも手伝ってもらいました。早

朝、車道にカラスがのさばっているのに少し驚

きました。東山の森に近いのにもかかわらず、

結構暑かったです。でも、心配した台風にもあ

わずに、気温の高い、気温測定にはよい日（？）

でありました。よかった、よかった。それと、

植田周辺の喫茶店や本屋、スーパーなどのお店

は詳しくなりましたよ。     （小池敦夫） 
○風向きと風力はすぐ変わるので迷った。一日

16 回の測定をずっと 1 人で受け持つとしたら、

大変だと思った。2 人で組んでやるように募集

したら楽しくできるかも。   （小池美津子） 
○暑かったですが、数時間だったのでやれた。

この測定した結果から、どのようなことがわか

るのか、興味があります。    （小池瑛子） 
 

（E-11） 垣鍔 直  
5：00〜8：00 担当者の感想 

 本日の早朝は、前日の雨のせいか、外気温がい

つもより低かったようです。5：00〜6：00 は比

較的涼しかったのですが、日の出とともに気温が

上がり、暑くなってきました。午前中は風は吹い

ていませんでしたが、午後に突風が吹き、測定器

が倒れたりしました。 
 日中の担当者は、暑さでまいっていたようです。

夕方は風が強くなり、日没後は涼しく感じました。 
 一日、大変な測定でした。 
 
（E-12） 天白高校 自然科学部－神谷、西川、木村  
・暇すぎる。 
・何で誰も来ないんだよ。 
・たくさんカに刺された。 
・ケータイの電池がもたない。 
・暗くなるとわりと涼しい。 
・歩いてないとカに刺される。 
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【植田八幡社】 
 応神天皇時代の古墳をとりこわしたところに

建立してある。天正八年、室賀氏によりつくられ

る。といえば信長の時代。昭和 49 年に、社殿を

かいちく。男女、若い人もおまいりにくる。（別

に）たいしたりゆうもなく、どことなくパワース

ポットのような気がする。 
 祭殿の中は静か。境内には池があり、イシガメ

がいる。子どももいるので、自然繁殖しているよ

うだ。うらにかくれてむかし（昭和時代）の植生

がわずかにのこっている。どことなく不思議さを

感じる神社である。 
 

（F-1） 高木和彦  
 歩いて 2〜3 分の明徳緑地で気楽に測定しよう

と申し込んだのですが、7 月 18 日に、やむを得ず

場所を交換し、Ｆ1 の担当となりました。通うに

は少し遠すぎるので、現場に張り付く事を想定し

て現地確認に行きました。駐車やトイレ休憩、疲

れた時に当てにしようとしていた直ぐ近くのコ

ミセンが当日お休みと分かり、対策を検討しまし

た。道路を確認すると､駐禁ではない（間違った

判断だった）ので車に色々対策グッズを積み込み､

当日を迎える事にしました。 
 トイレは 3〜4 百メートル離れたコンビニ。温

度計を簡単に取り外せるようにする。疲れないよ

うに、すわり心地の良い折りたたみ椅子を新調、

長年使っていなかった大きなクーラーボックス

を引っ張り出し、一杯詰めて出かけました。 
 「記録用紙は」、網掛けが濃く、記入しても非

常に見づらいので、データを送ってもらい、「網

掛けを薄く」して使用しました。 
 
4：00 起床。スキーに行く時でも 5 時起きだっ

たので、最も早い起床ですが、直ぐに明るくなっ

てくるので、あまり早いという感覚はありません。 
5：00 静か、誰もいない。空は明るいが、温度

計のメモリは見えません。新調したヘッドライト

で照らして測定しました。暗い所で一人で作業を

するには「ヘッドライトは便利、必須グッズ」と

思いました。しかし、外に貼り付けてあるアルミ

に反射して見難く、「ライト付きの小さいルーペ」

の方が良いと思いました。または、「三角窓をも

っと大きく」する。蚊取り線香を 4 つ、虫よけス

プレーを使い、最初綿布を被っていたのですが、

綿布があると温度計を読めず、脱いだら早速刺さ

れました。→「綿布は当てにしない事」 
6：00 中国人の夫婦？がおしゃべりしている。

セミが鳴き出しました。昔、夜はセミが鳴いてい

なかったと思います。最近は人間と一緒で夜更か

しと思っていましたが、起床も同じくらいの様で

す。 
7：00 風の向きを決めるのに苦労していました

が、ふと線香の煙を見ると、吹き流しと逆の方向

に流れています。温度計を置いた高さの風向きと

も違うようです。「風向きをどのように解析に活

かすのか難しい」と思いました。「ミクロな流れ

より、マクロな流れを把握して使った方が良い」

のではないでしょうか？ 
8：00 セミの鳴き声が凄くて、まさに騒音、難

聴になりそう。この調子では本を読んでられない

と心配し始め。猪高緑地でよく作業をしています

が、これほどうるさい事は経験がありません。も

っとも、ほとんど竹林の中での作業なので、雑木

林の中はこんな感じかもしれません。 
10：00 学童の職員の方と話をしたら、「公園の

周りは駐禁で、周りのアパートの住人の方が警察

に連絡して、捕まっている事があります」との事。

後で確認に行くと、交差点を回った所に通常の標

識の半分くらいの直径の駐禁の標識がたってい

ました。小さな標識がある事を知りませんでした。

「小さな標識に注意」。更に悪い事に、「今日は盆

踊りで、公園の周りの道路、車が入れなくなる」

との事でした。不幸中の幸いにして、家内が家に

いたので、一旦帰宅して、公園まで乗せて来ても

らい、20 時過ぎに迎えに来てもらう事にしました。
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突然、家内も巻き込んでしまいました。測定の許

可が必要ない場合でも、「その場所の管理者には

予め連絡を取って、その日の状況を前もって聞い

ておく必要」がありました。今回、二つのミスで

かなり大変になってしまいました。この件、是非、

次回一斉測定の「説明会の時に、話して頂きたい」

と思います。公園は土木事務所と思いますが、何

処に話せばよいのか分からない場合も考えられ

ます。「実行委員会からの助言が必要」と思いま

す。 
11：00 この頃から、15：00 くらいまで、学童

の職員の方以外、誰もこの場所に来ませんでした

（本を読んでいたので、通って行くだけの方は見

落としているかもしれません）。12：00〜13：00
は学童の職員の方も食事の為か出かけられたの

で、全く私一人となりました。学童の職員の方も、

夜の盆踊りの為に来てみえるだけで、普段は誰も

いない空白の場所になります。地図を見るとアパ

ート群の真ん中にあるのですが、公園の外から見

えず、空白の時間があり、熱中症等問題が生じた

ら危険な場所だと思いました。「どんな場所なの

か、地図や一度の確認だけでは分かりません」→

「一人作業は避けるように実行委員会から強く

指示すべき」と思います。今回、実行委員会から

途中経過の確認も終了の確認もありませんでし

たが、「終了時、安否確認は取られるべき」と思

います（少なくとも一人で実施している所）。逆

に、人が頻繁に来る時間（16：00 過ぎ）になる

と、席を外す時に心配なので、いちいち温度計を

外して持ち歩かねばなりません。温度計を壊すリ

スクが増します。その意味でも、一人作業は避け

た方が良いと思います。 
12：00 何時の間にかセミが鳴き止んでいます。

暑すぎる？ 昼寝？ 
13：00 この場所のこの日の最高温度を記録

34.6℃。16：00 まで 34℃以上でした。この頃か

ら、家内より時々安否確認のC メール。回答「生

きてるよ」 

「死にそうだったら連絡ください」 回答「連

絡できればね」 
16：00 晴れか曇りか悩む。見えない西の方の空

を確認していない事に今頃気が付いた。 
18：00 風が巻いている。一番多かったと感じた

北西の風としたが、真逆の方向からも風が吹いて

いた。子供達が周りで遊びだす。壊さないか心配。

「これなあに」と何人かに聞かれるので、温度計、

気温を測るよと答えると、全員「ふーん」で終わ

り。環境の講座に来る子供達とは関心事が全く違

うと感じました。 
19：00 再び、蚊とのバトル。3 か所刺されてし

まった。蚊取り線香を一つ追加して計 5 個にして

おいたのだが…。「暗くなると蚊取り線香 5 個で

も十分な効果が得られない。虫よけスプレーも必

須」。盆踊りの屋台でビールを売っている。飲ん

だら3か所刺されるだけでは済まないので我慢！ 
20：00 またしても蚊との闘い。搬出、盆踊りの

為、近くまで車を入れられず、車まで何往復か？ 

初めから分かっていれば、地域の方と同じように

車を入れてもらえるように交渉する等の対策が

とれたと思います。事前に管理者にコンタクトす

る必要を強く感じました。 
 

 貴重な取り組みの為の、ほんの一部のデータで

すが、出せて良かったと思います。10 年前の測定

結果との対比を楽しみにしています。更に 10 年

後、どのように変化していくのか興味津々です。 
 

（F-2） 今尾由美子、学童保育の子どもたち  
 14：00と15：00の水銀の位置がわかりづらく、

見る場所を変えたり、他の人にも見てもらったり

して、手間どってしまった。 
 子どもたちに参加してもらったが、温度計の位

置がわかりづらく、読めない子もいた。風力や風

向きは、おもしろがってやってくれた。 
 公園に遊びに来た女の子に質問されたので、温

度計のメモリを読んでもらったり、風力を測って
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もらったら、夏休みの宿題にすると言っていた。 
 この次の10年後は参加できる自信がないので、

孫にも体験させたく、夕方の計測に参加させ、我

が家に泊まらせた。 
 計測のため、アスファルトの道を歩くと、とて

も暑く、つらかったが、計測地の木陰の涼しさが

身にしみてわかった。 
 

（F-3） 若山千代  
 5 時の計測のためには 4 時半に家を出なければ

ならないので、前夜は目覚ましのチェックを入念

にしました（4 時 20 分）。午前 3 時半に目が覚め、

早いと思いつつ、洗顔、身じたく、夫の朝食準備、

洗濯機のセットをして、無事 4 時半出発。公園に

ついて温度計と調査実施中の札を木につるして

準備完了。犬の散歩や自宅花壇の手入れをしてい

る人がいて、みなさん早起きだなと感心（我が家

のシーズー犬はおねぼうです）。測定にぴったり

の木を見つけておいたので、計測は順調でした。

暑くて公園に来る人も少なく、温度計が無事だっ

たのでほっとしました。夜 8 時の計測はまっ暗な

公園かと心配でしたが、街灯があり明るくてほっ

としました。我が家のベランダ 3F にも温度計を

つるしていますが、公園の方が気温が低かったで

す。数日前に丸栄の粗品でもらったライト付ハン

ディルーペが早速役に立ち、感激しました。参加

者は 1 人です。 
 

（F-4） 鎌田大資  
 暑い。1 時間おきに自宅と計測場所を往来する

のが結構こたえた。 
 風向きは谷あいのことで不定で、常に四方八方

に変化している。舗道のかたわらの日除けつきベ

ンチの上に温度計を吊ったが、扇ぐ動作と吹き流

しのキラキラリボンで風向きを調べる姿は､見事

に不審者であったことと思われる。温度計測中の

掲示はしたものの、話しかけてくる通行人は皆無

だった。 

（F-6） 寺西慶徳  
 私は先回の調査を報告書でしか知りません。

丁度、先回の報告書が頒布された時にこの調査

に出会い、多くの人が関与した事実に衝撃を受

けたものでした。通常この類の調査は、測定車

を走らせて異なる時刻でデータを集めて推測す

るようなやり方をするので、このように一斉に

同時刻に生のデータを集めた事例は全国でも珍

しいということを教えて頂いたと思います。 
 それから 10 年、再び「気温調査」実施の機会

に恵まれることができました。類を見ないこの

調査が今回は名古屋のみならず豊田・春日井・

多治見でも同じ日に開催されるというスケール

アップした取り組みになり、わくわくして当日

を迎えることができました。 
 いざ測定開始。日の出前からの測定で慣れな

い温度計読みは難しかったです。虫よけを忘れ、

蚊と闘いながらのスタートでした。26.2℃から

はじまった温度は、6 時、7 時と徐々に上がって

いき、8 時には 28℃を超えてきました。いつも

通勤時は 1 時間ほど歩くのですが、汗だくにな

るのはもちろん、日照が良いときは熱中症の入

口あたりを覗くような状態になります。28℃超

えだからある意味当然かなぁなんて実感したり

もしていました。 
 9 時には 30℃を超えましたが、木陰での測定

は意外に快適で、日なたから木陰に入るとわた

る風が心地よく感じました。きっと 2 時頃が最

高気温かな？と思ったのですが、34.5℃。気象

台が 36℃を超えたと言っている所でしたので、

測り方がまずかったのかな？と少し心配になり

ました。3 時、4 時と 34℃台を記録し、それか

らは徐々に下がっていき、8 時は 28.5℃まで下

がって計測が終了となりました。 
 風はそこそこ吹いていたのですが、これも気

象台が言う南西とは反対方向の南東の風ばかり

を記録しており不思議でした。西側に東山総合

公園の林が広がり、東側には公団の高層ビル群
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が建つ南北に開けた所で測定していたため、南

西の風が高い所から入り、それが住宅にあたっ

て跳ね返ったものと、南側から流れてくる風が

混ざっていたのかもしれないなぁと勝手に思い

込んでいます。 
 つり竿にくくり付けたテープを高く掲げる奇

妙な姿を何人かの知り合いに目撃されていたよ

うで、「変わった人かも」と疑われた測定でした

が、さまざまな発見があり、当初のわくわく感

どおり楽しいものとなりました。 
 多くの方々の成果が一つの報告書となるのを

楽しみにしています！ 
 

（F-7） 佐藤利和  
 気温の測定は 10 年前と同じ測定点で、加齢に

よる目の衰えを今更ながら実感した測定でした。

天眼鏡や明かりの必要性を 10 年前には感じて

いませんでしたが、日中を除いて明け方や夕暮

れには、懐中電灯なくしては満足に水銀柱を見

ることもできませんでした。午前 5 時の測定時

には満足に温度計の目盛りを見ることもできず、

慌てて懐中電灯を探しに家へ戻る始末でした。

その後もしばらくは懐中電灯のお世話になって

いました。夕暮れ時は午前の経験から落ち着い

て測定でき一安心。 
 木陰に測定具を設置して、木漏れ日を避ける

ために日傘もさして測定しました。気温の読み

間違いを少なくするつもりで冷却前後の気温を

測定してみたが、日中は風を送ると 1℃近く下

がり、アルミ箔で覆っていても結構熱はこもっ

ているようで、団扇の威力は絶大だと実感しま

した。また、測定中にうかうかしていると 0.1℃
は平気に上がることもあり、定時測定と言って

も 0.1 や 0.2℃は高めに出ているかもしれませ

ん。今年は 10 年前のように測定して 2 回目に

気温の下がることもなく、不安感を残したまま

に測定していた頃と異なり、不安や緊張感もあ

まりなく意外と余裕のあった調査でした。 

 風向の観測地点は気温の測定点近くで両側に

家があり、両家から 5m 以上離れた斜面に風向

の観測点を設置した。観測中に風向はほとんど

一方向に吹いていた。1 分間の観測中に正反対

の方向にも吹き込むこともあり、風向の判断に

困る場合が多々あった。当然定常的な風は望ん

でいなかったが、こうまで風向の定まらないと

は思っていなかった。10 年前もこうだったのか

覚えていないのが悔やまれる。 
 観測点の周りは草取り後で、雑草もあまりな

く土壌表面の見える状態のため、気温測定には

不向きだったかもしれない。午前中の地面は前

日の雷雨で湿った状態であったが、日中には乾

燥して白っぽくなってきた。もともと湿った状

態が多く草のすぐ生える場所なので、全日を通

して完全に乾燥することはなかった。 
 早朝は小鳥のさえずりを日中は蝉の鳴き声を

聞きながらと、日常の慌ただしさから解放され

て楽しく一日を過ごすことができた測定日でも

あった。 
 

（F-8） 藤森幹人  
 長い人生のなかで、滅多にない経験かもしれ

ない。夜明け前から日没後まで同じ場所にずっ

といることなんて。 
 測定した気温や風の変化も興味深かったが、

それ以外にも、空の色の移ろい、通り過ぎるト

ンボの数、犬の散歩や、ゴミ拾いのボランティ

アさん。ずっといなければ気づかなかったこと

が、あまりに多いんです。蚊が群がったり、ど

こかへ消えてしまったり、セミが鳴き始めて、

鳴きやんだり。時間の流れで動いていることが

多いんだと気づきました。 
 そして、名古屋じゅうで同じ時間に同じこと

している仲間がたくさんいると思うとワクワク

しました。 
 
 



 

名古屋気温測定調査 2015報告書 117 

参考資料 

 

（F-9） 小須田結貴  
5：00 朝はやはり涼しいと感じたけれど、測っ

たら 27℃も！！ 太陽は建物にかくれて見えず。 
6：00 1 時間は早い！ さっきは見えなかった

太陽がギラッと出ていた。暑くなりそう。 
7：00 セミがすごい鳴いております。既にかな

り暑いけど、風が吹くと涼しく感じる。 
8：00 風がけっこう吹いていて心地よい感じ。

空の低いところにうすくうろこ雲がひろがって

いる。 
9：00 空全体にうすく雲がかかっている。風も

吹いているので意外と涼しく感じる。 
10：00 だんだん暑くなってきた。さっきはくも

ってたのに、今は晴れ。空は刻々と変わっている。 
11：00 蒸し暑いけど風を感じる。温度が下がっ

てしまって？？ でもやっぱり下がってる。 
12：00 じわじわ上がってきた。1 時間きざみの

一日は、朝早かったからか、妙に充実している。

あと半日、がんばる。 
13：00 湿度が高い暑さを感じる。空は全体にう

すい雲がかかり、日差しはそれほど強くない。風

もある。でも湿度が高い。（体感） 
14：00 家から外に出た時の体感が既に暑かった。

日差しがあり、キタ〜という暑さ。相変わらず風

はある。日差しが強い＝暑いということか。 
15：00 いよいよピークかと思ったら 14：00 と

ほぼ変わらず。風があっても暑い。ムシムシした

感じが強くなっている。 
16：00 夕方に入っても、なかなか温度が下がら

ず蒸し暑い。くもり空。 
17：00 陽もかたむき、ようやく体験も少し下が

った。風もよく吹いて 33℃もあったのに涼しく感

じるというマヒ。 
18：00 だいぶ涼しく感じる。風が吹いている。

陽は低くなり見えない。 
19：00 風がある。日中に比べ強くなっている。

日没前の暗さ。涼しく感じるが、まだ 30℃。 
20：00 風が吹いているので体感では涼しく感じ

たが、測ってみると、意外に気温は下がっていな

かった。 
 

（F-10） 松田和彦  
○真夏の日中に外にいましたが、日陰で、下が土

で、風があれば耐えられる事がわかりました。 
○早朝のさわやかな空気がとても気持ち良かっ

た。一方で､アスファルトやコンクリートの潜熱

の大きさも実感しました。 
 

（F-11） 根岸慶子、中村恵子、山田律子  
 朝から暑い一日の始まり。桜の木の枝に温度計

を取り付け、測定を始めた。もうその場所に来る

迄に汗だく。5 時の時には 27 度を超えている。時

間と共に、友達などと交代をしてもらったが、こ

の暑さにはついていけない。みんな体をこわさな

い様に、頑張ってくれました。 
 この暑さ、来年からどうなっていくのか、ちょ

っと怖ささえ感じる今日この頃です。何とか考え

なければ大変です。今回、皆さん、頑張っていた

だきました。感謝。 
 

（F-12） 天白高校 自然科学部－中村、髙木、

網野、内藤  
 中学校で習った通り、昼の 2 時頃が一番高かっ

たので驚きました。また、風向がビル風の影響な

のか分かりませんが、とても風向がころころと変

わりまして驚きました。また、デジタル温度計と

アナログ温度計（水銀の方）との誤差があり、こ

れも不思議と思いました。 
 暑かったです。 

 
（海上の森A チーム） 曽我部紀夫・行子  
① 風力の判定が難しかった。 
② 暗くなると、温度計への光の当て方が難しく、

横から当てるより下から当てたほうが見や

すかった。 
③ 風を扇いだ後、時間（10 秒強）経つと温度が
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少し上昇するので測定にテクニックがいる。

（測定穴のメボシをつけておいて、すぐに測

定する） 
④ 水面方向からの風もすぐに涼しい風が来る

のではなく、しばらくしてから涼しい風に変

わることが実感できた。（水面までの距離 

約 15 メートル）      （曽我部紀夫） 
 
 4 時起きで眠気眼の出発は、現場である海上砂

防池（通称：海上の森大正池）に到着。池までの

道は石がゴロゴロとむき出して歩きにくい。暗い

ので、足元がおぼつかなくておっかなびっくりで

歩く。野いちごと思しき葉が道に張り出していて

腕に刺がさわる。10 年前の様子とつい比べてしま

うことは、一日中続いた。日の出前の計測は一番

難しい。日が出て明るくなるとほっとする。計測

準備をして、5 時の測定を終えてから一日を過ご

すための荷物を運ぶ。10 年前に気温測定のために

リサイクルショップで購入したテントを張る。今

回、天井は少し低めに設営。寝ござを敷き、飲み

物、おにぎり、サラダを入れた保冷パック、椅子

を並べる。のんびりしている暇もなく、たちまち

次の測定時間が来る。明るみ始めると鳥の声が響

く。ホトトギス、イカル、ウグイス、ヒヨドリに

混じってヒグラシのコーラス。眞弓さんから携帯

に測定温度を問い合わせる電話がかかる。SNS で

の報告でいいとのこと。何て便利な世の中になっ

たことか。10 年前は、携帯電話さえ持っていなか

った。夫が携帯電話のアラームを 5 分前に設定し

て、それも気持ちを楽にしてくれた。温度計をぶ

ら下げた樹木はイソノキだが、10 年前は隣のコナ

ラだったことを思い出す。でも、コナラの下は水

が来ていて立つことができなくなっている。池の

縁が砂の浸食で以前よりかなりえぐられている

のだ。イソノキは弱っていて倒れかかっているの

で、もし 10 年後もやるとなったら、ちゃんと立

っているかどうか…。 
 計測は、わたしがうちわで扇ぎ係で、夫が計測

した。温度計はやはり見やすいとはいかなくて、

手こずりながらの計測となった。5 時の 22.6 度か

らスタートしてどんどん上がっていった。正午が

最高で 32 度だった。他の箇所の温度はどうだっ

たのだろう？ 何もすることがない時間がたっ

ぷりあるようでないようで、不思議な時間が過ぎ

ていく。石井桃子の「幼ものがたり」を読みなが

らほとんど終わりのページが近づいて日が暮れ

た。日が沈んで暗くなり星が見え始め、ようやく

最後の20時の計測が終了。長い一日が終わった。 
（曽我部行子） 

 
（海上の森B チーム） 馬宮孝好、青山邦彦、 
石川明博  
○測定時：5 時、6 時、7 時、8 時、9 時（馬宮） 
 僕らのグループは3人で時差出勤して測定した

ので、楽だったし、引き継ぎもうまくいったと思

っています。 
 測定日が一番暑い日でなく残念でした。測定日

が一番暑い日でなかったために逃がした重要な

結果というものはあるのでしょうか。一斉調査で

どれくらいのことがわかるのか、また 10 年前と

比べてどう変化したかなど解析結果を知りたい

ものです。 
 一番暑い日でなかったり、一部の地方に雲があ

ったり、一日だけの測定だったりということから

どれだけ一般的な結論が出せるのか興味津々です。 
 

○測定時：10 時、11 時、12 時、13 時、14 時

（青山） 
 温度調査ですが、担当した時間にあまり変化な

く、少し当てが外れる感があった。連日の猛暑や

日照りに、水の循環があるように、森の中では自

助作用が働き、温度を保つのでしょうか。 
 但し、太陽の見え隠れに温度に変化が見られた。

風は、周りを森に囲まれ、風向に定まりがないよ

うに思えた。 
無事終了で、成果を期待する。 
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○測定時：15 時、16 時、17 時、18 時、19 時、

20 時（石川） 
 風向き風力は、風向きが回ったり、風が息をす

るのでどの時点のものを採用するのか迷った。 
 温度測定は、毎回うちわで扇ぐ前と扇いだ後で

は 0.2〜0.5 下がった。簡易百葉箱は少し熱がこも

るような気がした。 
 全くの想像であるが、長期間雨が降っていない

場合と時折雨が降っている場合では、都市部と森

の温度差は､長期間雨が降っていない場合のほう

が差が少ないような気がする。 
 

（あいち海上の森センター） 永田敏金（5～7 時）、

酒井雅章（8～17 時）、金田康見（18～20 時）  
○経過と感想 
5 時、永田、計測を行う。ヘッドライトが役立っ

たようだ。 
7 時 30 分、酒井、永田と計測の引き継ぎを行う。

日の出とともに気温が上がった旨の報告を受け

る。前面に尾根があり、現場での日の出時間は遅

い。 
8 時、酒井、計測を行う。 
8 時 30 分頃、妙に涼しくなる。温度計を見ると

26.4℃であった。 
10 時近くになって、蒸し暑くなる。太陽が森の真

上にあるように見える。 
16 時、暑さも峠を越えたように感じる。 
17 時の計測にヘッドライトを使う。確かによく見

える。 
17 時 30 分、金田と引き継ぎを行う。 
18 時、金田、計測を行う。暗くなる。やぶ蚊に悩

まされる。 
18 時 10 分頃、コメツキムシの仲間飛来。 
19 時 30 分頃、クワガタムシのメス飛来。 
20 時、最後の計測を行う。 

 
 計測場所を 3 カ所に絞り、検討。朝、早いこと

から計測しやすく、海上の森らしく、あまり日が

ささないところをさがす。 
 事前の計測に当たっての伝達講習（業務の関係

から講習会へ出席したのは酒井のみ）や櫓の設置

など一日、快適に調査できる環境を整える。3 人

のリレー計測はうまくいったと思っている。 
 前日の 7 日に計測を実施したとき、14 時 40 分

に 34.2℃を測定し、ピークとなったことから、少

し熱中症などを心配した。本番では15時に32.4℃
と、前日より幾分低かったことから、やや過ごし

やすかった。 
 また、毎日計測している森の入り口にある温度

計の数値と比較を行った。計測場所が異なること

から平均値で大きな差を期待した。結果は、8 時

から 17 時の平均値でいつも計測を行っている森

の入り口が 30.3℃、今回実施したものが 30.2℃。

差は 0.1℃であった。しかし、時間ごとの温度は

1℃前後あり、0.1℃という差は意外な結果と感じ

ている。いつもと違う調査に結果的に参加したが、

面白かった。             （酒井） 
 

（稲沢市） 林 卓生  
 地図メッシュ外の観測を許可頂き、ありがとう

ございました。春日井との関係とはいえ幸運でし

た。自宅から離れての観測はやはり大変だったか

もしれません。意外と 1 時間は短く感ぜられ、朝

5 時から夜 8 時までは非常に短く感じました。ま

た、一日中暑い日となり、常時、家屋外で待機と

なると相当な体力消耗となったと思われます。 
 観測で感じたのは、気温は上昇するときは非常

に早い感覚がありましたが、それは目盛りを見て

いたからで、実際は PM3 時以降の温度下降の方

が早い、一方、25 度の朝方の温度まで下がるのは

非常に時間がかかるらしい。 
 名古屋市と稲沢市では「1 度」差が出るようで

す。 
 風向・風力の判定が難しい。家に囲まれてると

風向がわかりにくい。 
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気温測定 Q＆A 

 
「感想文」の中に書かれていた質問・疑問に

対する回答を以下に掲載します。 

 

 

Q：なぜ水銀温度計で測るの？ 

A：温度測定の基本原理は、温度により液体の膨

張の原理を使うのが最も簡易で正確です。液体と

してアルコールなどに比較して水銀が最も精度

が高いといえます。デジタル温度計も含めて、温

度の正しさを確認する「較正
こうせい

」を行う場合も水銀

標準温度計を用います。最近まで、気象庁では観

測に水銀温度計を用いた気象庁型温度計で測定

していました。現在は電気式（白金測温抵抗体）

を用いていますが、その動作確認はガラス温度計

（水銀）を用いています。 

以上のような背景から、気象庁の観測に劣らな

い精度を維持することもふまえて、より正確に温

度を測るために、しかも 0.1 度（摂氏）の単位で

信用できる測定器として水銀温度計を採用しま

した。しかも、その意味では正確性を備えていて

最も安価です。 

ちなみに、一般に市販されているデジタル温度

計は、示度としては 0.1 度を表示しますが、精度

的には必ずしも 0.1 度を保証しているものではあ

りません。 

 
 
 
 
 
 

Q：なぜフードをかぶせるの？ 

A：温度計の温度を決める因子は、空気の温度

だけではありません。直射日光や反射光、周囲

の建物や道路などからの輻射熱（熱線）なども

温度計を温めます。空気の温度を正確に測るた

めには、これらの因子を排除しなければなりま

せん。そのために、フードをかぶせるのです。 

 

Q：なぜうちわで 3 分あおぐの？ 

A：ある時刻の空気の温度を正確に測るために

は、空気の温度と、温度計の温度を一致させな

ければなりません。ところが、温度計やフード

にも熱容量があり、周囲の空気の温度と温度計

の温度にはズレがあります。このズレをなくす

ために、3 分前から温度計に空気を送るのです。 

 

Q：なぜ暑い夏に測るの？ 

A：一般にヒートアイランドは、冬の夜間に最も

発達するといわれていました。しかし、1970 年

代以降、西日本では夏季の日中にも発達すること

がみられるようになりました。 

近年、最高気温が 35℃を超える猛暑日、最低気

温が 25℃以下とならない熱帯夜が増え、夏の熱中

症が問題となってきました。また、従来から植物

の生育と生態については、夏の気温が影響するこ

とが知られています。 

したがって、植物の生育と生態、都市の暑熱化、

熱中症の予防を課題として夏としました。そして、

猛暑日の出やすい期間が7月下旬から8月上旬で

あるため、この日を選定しました。
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Q：なぜ毎正時に測るの？ 2 時間おきではいけないの？ 

A：気温は連続的に 1 日 1 周期で変動します。その様子を離散的に（デジタルに）測るとすると、なめ

らかな変化なので、等間隔の時間ごとに測るとよいことになります。 

その間隔は、気象台では今までの例を考慮してきりのよい 1 時間で差し支えないとしています（平均

気温を計算するには、1 日 4 回で出すこともあります）。2 時間間隔ですと、気温変化の山と谷のところ

を飛ばしてしまい、最高・最低値が捉えられないこともあります。（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q：なぜ朝の 5 時から夜の 8 まで測るの？ 

A：測定では最低気温と最高気温の出現時を含んで観測する必要があります。最低気温は日の出直前の

この時季では 5〜6 時、最高気温は午後 2 時前後に出ることが多い事実が過去のデータから分かってい

ますので午前 5 時から午後 3 時は必要です。さらに、日没後の気温も必要ですので午後 8 時までとして

います。 

2 時間間隔で測定すると、図中の点線のように最高気温では低下した値、最

低気温では上昇した値として測定されることがある。 

気温変化の様相から、1 時間間隔だとうまくサンプリング（データを追跡）

ができる。 

時 刻 
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報道記録 

 
年月日 報道機関 内容 

2015/06/19 朝日新聞夕刊 測定ボランティアを募集 

2015/08/08 CBC テレビ、NHK、 
メ〜テレ 

ニュース番組で気温測定調査の様子 

2015/08/09 朝日新聞朝刊 8 日の気温測定調査（大沼対応） 

2015/08/09 中日新聞朝刊 8 日の気温測定調査（大沼対応） 

2015/08/10 CBC テレビ 
「イッポウ」 

白川公園での取材（眞弓対応） 

2015/08/24 NHK 名古屋 

「夕刊ゴジラジ」 
気温測定とその結果についてインタビュー（眞弓対応） 

2015/09/03 朝日新聞朝刊 気温測定調査の速報が 2 日にまとまった 

2015/11/04 中日新聞朝刊 

名古屋国際会議場開館 25 周年記念シンポジウム「次代につな

ぐ環境〜あいち・なごやの取り組み」で 32 団体が活動発表。

與語プレゼンの写真掲載 

 

発表記録 

 

 

年月日 主催者 催事名・媒体 発表者 

2015/09/19 日本気象予報士会

東海支部 

第 218 回例会 

8 月 8 日の名古屋気温測定について報告 
與語基宏 

2015/09/29 なごや環境大学 
ウェブサイト特集記事「なごやエコ最前線」 

気温測定調査の記事を執筆 
浜口美穂 

2015/10/25 日本造園学会中部

支部大会 

公開シンポジウム 

「新しい市民参画の街づくりをめざして」講演 
堀越哲美 

2015/11/01 
なごや生物多様性

センター 

なごや生物多様性センターまつり 

ブース出展・説明 
大沼淳一 

2015/11/03 名古屋国際会議場 

名古屋国際会議場開館 25 周年記念シンポジウム 

「次代につなぐ環境〜あいち・なごやの取り組み」 

ポスター出展及びショートプレゼンテーション 

與語基宏 

2015/11/07 日本生気象学会 
第 54 回日本生気象学会 

市民参加による気温測定調査について発表 

堀越哲美

眞弓浩二 

2016/01/16 なごや環境大学 

10 周年記念シンポジウム 

「未来を創るチカラ ─人とまち─」 

パネルディスカッション 

安田裕哉 

2016/03/12 
（予定） 

なごや環境大学 
地域の資源をつなげよう！ 

なごや環境大学 リソースマッチング 2016 
與語基宏 

2016 年度 
（予定） 

名古屋都市センタ

ー 
気温測定調査に関する企画展示  
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活動記録 

  
年月日 活動 主な内容 会場等 

2014/07/10 木 第 1 回準備会 活動の位置づけ、体制づくり、暑さ指数について等 名古屋都市センター 

2014/08/05 火 第 2 回準備会 2005 調査メッシュ図確認、助成金、環境大学との連携等 名古屋都市センター 

2014/09/16 火 第 3 回準備会 助成金確保、調査主旨説明書、準備会代表等 名古屋都市センター 

2014/11/07 金 第 4 回準備会 助成金確保、連続講座開催内容・担当者等 名古屋都市センター 

2014/12/15 月 第 5 回準備会 実行委員会形成、プレフォーラム・連続セミナー開催等 名古屋工業大学 

2015/01/20 火 第 6 回準備会 測定地点メッシュ図作成、温度計確認、口座開設等 エコパルなごや 

2015/02/18 水 第 7 回準備会 予算計画、参加者勧誘、メッシュ図作成、案内チラシ等 エコパルなごや 

2015/03/10 火 第 8 回準備会 助成金、予算計画、プレフォーラム・連続セミナー準備等 エコパルなごや 

2015/03/22 日 気温測定調査 
プレフォーラム プレフォーラム、実行委員会発足、参加者受け付け開始 SMBC パーク栄 

2015/04/08 水 第 1 回実行委員会 助成金、後援名義、器材調達、第1回気温セミナー準備等 エコパルなごや 

2015/04/18 土 第1回 名古屋の気

温を知るセミナー 名古屋気温測定調査の目的と経緯等 SMBC パーク栄 

2015/05/13 水 第 2 回実行委員会 調査員メッシュ配置、後援名義確定、第2回気温セミナー準備 エコパルなごや 

2015/05/16 土 第2回 名古屋の気

温を知るセミナー 名古屋のクールアイランド、里山の過去・現在・未来等 エコパルなごや 

2015/06/09 火 第 3 回実行委員会 調査員メッシュ配置、講習会案内・テキスト作成、温度

計・フード等 エコパルなごや 

2015/06/13 土 第3回 名古屋の気

温を知るセミナー 都市のヒートアイランドと世界の気候変動 エコパルなごや 

2015/06/26 金 第 4 回実行委員会 調査員メッシュ配置等 エコパルなごや 

2015/07/08 水 第 5 回実行委員会 調査員メッシュ配置、講習会案内・テキスト作成、温度

計・フード等 エコパルなごや 

2015/07/12 日 第1回 気温測定調

査講習会 調査の手順、温度計配布、フード作成、担当調査メッシ

ュ地点の確認、観測演習等 

ブラザーコミュ

ニケーションス

ペース 2015/07/18 土 第2回 気温測定調

査講習会 

2015/07/29 水 第 6 回実行委員会 担当確認、催行決定連絡確認、器材調達確認等 エコパルなごや 

2015/08/08 土 気温測定調査 気温測定（5 時～20 時）、本部運営、報道対応、記録収

集等 
市内 165 地点 
本部エコパルなごや 

2015/08/19 水 第 7 回実行委員会 速報値プレスリリース、報告書及び報告会、環境デーなごや出展等 エコパルなごや 

2015/09/14 月 第 8 回実行委員会 報告書執筆担当者、報告会について等 名古屋工業大学 

2015/10/20 火 第 9 回実行委員会 報告書執筆担当者、提言、報告会について等 エコパルなごや 

2015/11/12 木 提言部会 調査結果の解析中間説明、提言について等 エコパルなごや 

2015/11/30 月 提言部会 提言について等 名古屋市みどり

の協会 
2015/12/16 水 第 10 回実行委員会 提言について、報告書・報告会について等 エコパルなごや 

2016/01/22 金 第 11 回実行委員会 報告会プログラム、発表担当者確認等 エコパルなごや 

2016/02/06 土 名古屋気温測定調査

2015 報告会 
調査の経緯と概要、気温調査報告、1991・2005・2015
気温調査の比較、他都市の気温調査報告、参加者の声等 

名古屋工業大学 
4 号館ホール 
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講習会テキスト 
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気温測定最終チェックシート 

＜
１
＞

 
＜
２
＞
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お わ り に 

 

 流れる汗をぬぐいながら、蚊の襲撃と闘いながら､見にくい水銀温度計に目を凝らして測定した 165 カ

所のデータをやっとここにまとめることができ、名古屋のヒートアイランドの現象があぶり出され、緑地

がクールアイランドを形成することが実証されました。専門家もうらやむ市民 350人の同時多点観測の成

果です。 

 と同時に、この冊子にはもう一つの宝が詰まっています。参考資料の中にある「感想文集」をご覧くだ

さい。1時間おきに空を見つめ、風を肌で感じ、訪れる虫や鳥の声に耳を傾け、五感で一日の変化を感じ

た人。近所の人から差し入れをもらったり、気温測定の説明をしたりしてご近所付き合いを深めた人。測

定の合間にのんびり読書をして非日常を楽しんだ人。風や日差しの影響、アスファルトの照り返しで体感

温度が変わることを実感した人……。 

 「1 時間とは、なんと短い時間かを再度認識しました。逆に、1 時間は何と貴重な時間かを考えさせら

れました。その中で、気温、風力、風向、天気が目まぐるしく変わり、一度として、同一のデータはあり

ません。1分、1時間、1日を大切に生きることを、この 1日で教えられました」。350人それぞれに測定

データ以外に得たものがたくさんあったものと思います。気温測定だけのために空けた暑い夏の一日のプ

ロセスそのものが暮らしを見直し、まちを見る目を養うきっかけになったことでしょう。 

 それから、今回の測定調査実施にあたり、多様な方々との協働・連携ができたことも大きな成果の一つ

です。 

 「はじめに」でも触れたように、前回 2005年の気温測定調査後に「名古屋の棲息生物調査」「ため池調

査」という市民調査を経て「なごや生物多様性保全協議会」「なごや生物多様性センター」設立へと至る

過程の中で、市民と関わる行政職員の方々が変わっていくのを目の当たりにしました。時にはぶつかり合

いながらも、一つの目的に向かってそれぞれの役割を見いだし、経験と成果を共有する。それがまた次の

名古屋のまちづくりに向かうチカラになる。その貴重な経験をまた今回の 2015 年気温測定調査で名古屋

市・なごや環境大学との共催という形で実現することができました。 

 さらに今回は、何気ない立ち話から名古屋の気温測定調査のことを知り､短期間で実行委員会を立ち上

げられた豊田気温測定調査実行委員会、14 年間、夏の気温を測定し続けてこられた多治見の気温をはか

る会、多治見と名古屋の間をつなぐ測定となった春日井の日本予報士会の方々との情報交流・連携も新た

な財産となりました。 

 個々の生活を優先し、多くのつながりがキレギレになってしまっている都会。

与えられることに慣れ、消費するだけの都会。あふれる情報に流され、自分で

考えたり感じたりしない現代。ある意味それがヒートアイランドを生み出して

いる背景なのかもしれません。今回得た科学的データ、自分の感覚で暑さ・涼

しさを感じたこと、そして 1本の温度計を通して感じた 350人の連帯感が、こ

れからの名古屋のまちづくりへの原動力となることを願ってやみません。 

 最後に、煩雑なセミナー・測定の参加者受付からデータ整理など事務局作業

を請け負ってくださったなごや環境大学・名古屋市の方々、遠くから何度も足

を運んでくださった多治見、豊田、春日井の実行委員の方々、そして夏の一日

を共に過ごした 350人の方々にこの場を借りてお礼を申し上げます。 

 また誰かがどこかで「市民調査やろまい！」と手を挙げたら、みんなで集ま

りましょう。 

名古屋気温測定調査 2015実行委員会副会長 浜口美穂 
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