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近畿・中国・四国沿岸の海面水温の経年変化について 

 

篠﨑友樹、金子秀毅（大阪管区気象台）、小司晶子（気象庁） 

 

 要旨 

 近畿・中国・四国沿岸の海面水温について、1982年～2020年の全球日別海面水温解析値（MGDSST）を

用いて経年変化を調査した。その結果、日本海沿岸及び太平洋沿岸の年平均海面水温は10年あたり0.2℃

程度の有意な上昇がみられたが、豊後水道及び紀伊水道では、有意な変化傾向はみられなかった。また、

沿岸付近の陸域における年平均気温の変化傾向と日本海沿岸及び太平洋沿岸の年平均海面水温の変化

傾向にはよい相関がみられたが、豊後水道及び紀伊水道では年平均気温の変化傾向とは相関が低かった。

以上のように、沿岸域の海面水温の長期変化傾向は海域によって異なることが確認できた。 

 

 1. はじめに 

 気象庁では、日本近海を 13の海域に分け、歴史

的現場観測データに基づく海面水温解析値

（ Centennial in-situ Observation Based 

Estimates of variability of SST and marine 

meteorological variables、以下COBE-SST）(Ishii, 

2005)と海洋気象観測船等の観測データを用いて、

日本近海の海面水温の長期変化を 100年以上にわ

たって調査しており、海域ごとに異なる上昇率で

長期的に海面水温が上昇していることが報告され

ている（第 1図)。このように、気象庁では日本近

海の海面水温の経年変化については継続的な調査

を行っている一方で、沿岸域の海面水温の経年変

化については詳細な調査はこれまで行われていな

い。沿岸域の海面水温は、陸域の気温や地形が大

きく影響するため、日本近海とは異なる傾向を示

すことが考えられる。そこで本調査では、沿岸域

の海面水温の長期変化について、陸域の気温の長

期変化と比較した調査を行うこととした。 

 

 2. データと調査方法 

 2.1 調査に用いたデータ 

 本調査では、沿岸域の海面水温については、複

数の衛星データとブイ・船舶等の現場観測データ

を用いた全球 0.25°格子の全球日別海面水温解

析値（Merged satellite and in-situ data Global 

Daily SST、以下 MGDSST）（栗原, 2006）を用いた。

また比較のため、日本近海のうち、日本海南西部

と四国・東海沖（第 1図）の海域平均の月別海面

水温及び沿岸域近隣のアメダス地点（第 2図）の

気温データを利用した。 

① 沿岸域の海面水温 

データ：海域平均した日別海面水温解析値（MGDSST

の再解析値を元に計算。「沿岸域の海面水温情報」

として大阪管区 HPで公開中。） 

エリア: 近畿・中国・四国沿岸 16海域(第 2図) 

期間:1982年～2020年 

② 日本近海の海面水温 

データ:COBE-SST と現場観測データをもとに算出

された海域平均の月別海面水温 

エリア:日本海南西部、四国・東海沖（第 1図） 

第 1 図 日本近海の海域平均海面水温（年平

均）の上昇率（℃/100年）(気象庁,2021) 

[#]は統計的に有意な長期変化傾向がみられ

ない海域 
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期間：1982年～2020年 

③ 気温データ 

データ:アメダスの月平均気温 

エリア:対象海域近隣のアメダス地点(第 2図) 

期間：1982年～2020年 

 2.2 調査方法 

本調査では、第 2図に示す海域ごとに平均した

日別海面水温値を使って、季節平均及び年平均を

算出し、1991-2020年平年値から平年偏差を求め、

単回帰分析により海面水温の年変化率を求めた。

この海域区分は、海岸線から約 20 海里までの海

域を府県予報区や海況の特徴を考慮して作成され

ている。統計の有意性の検証には、単回帰による

検定と Mann-Kendallトレンド検定を用いた。この

2 種の検定において、どちらも危険率 10%で統計

的に有意な場合「上昇（下降）傾向が現れている」

と表現し、危険率が 10%より大きい場合は「変化

傾向はみられない」とした。 

比較のため、日本近海の日本海南西部、四国・

東海沖の月別海面水温と沿岸域近隣のアメダスの

気温についても、同様の手法で年変化率を算出し

た。季節平均を算出する際は、日本近海の海面水

温では、外洋の割合が多く、陸上に比べ海洋の季

節変化は約１か月遅れることが知られているため、

1～3 月を冬、4～6 月を春、7～9 月を夏、10～12

月を秋としたが、沿岸域の海面水温は、陸域に近

く陸上気温の影響が外洋に比べ大きいと考えられ

ること、また、陸上気温と比較するため、前年 12

月及び 1～2月を冬、3～5月を春、6～8月を夏、

9～11月を秋とした。 

 

 3. 結果 

 3.1 年平均の海面水温の長期変化 

 近畿・中国・四国沿岸 16 海域の年平均海面水温

について、日本海沿岸及び太平洋沿岸ではすべて

の海域で統計的に有意な上昇がみられ、上昇率は

10年あたりで 0.2℃程度となった（第 1表）。一方

で水道海域では、紀伊水道沖では有意な上昇がみ

られるものの、豊後水道北部では変化率が負の値

となり、その他の海域では有意な変化がみられな

い結果となった。気温との比較では、今回対象と

した地点の気温は全地点で有意に上昇していたが、

多くの海域で、気温の上昇率は海面水温の上昇率

より大きい傾向がみられた。また、両者の相関に

ついては日本海では相関係数が 0.8を超え特に相

関が高く、太平洋も相関係数は 0.7以上で高い相

関がみられた一方で、水道海域では相対的に相関

が低い結果となった（第 1表）。 

第 3図に京都府沿岸、高知県東部沿岸、豊後水

道北部の年平均海面水温の経年変化のグラフを示

す。3つの海域に共通する点としては、1982年か

らは上昇傾向が顕著で 2000 年ごろに極大がみら

れ、2005年ごろまでは下降傾向となっている。そ

れ以降の変化傾向は海域で異なっており、京都府

沿岸では、2005 年ごろから上昇に転じているが、

高知県東部沿岸では 2010 年代前半まではやや下

第 2図 対象とした 16海域と近隣アメダス地点 

第 1表 年平均の海面水温・気温の変化率（℃/10

年）とその相関  

※#は有意な変化がみられないことを示す。 

また、水温の変化率の後ろに確からしさの範囲

（95%の信頼限界）を±を付記した数字で示す。 
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降もしくはほぼ横ばいとなっており、豊後水道北

部では 2010 年代前半まで顕著に下降している。

このように、沿岸域の海面水温の変化傾向や気温

との相関は海域ごとに特徴が異なることが確認で

きた。 

3.2 季節別の海面水温の長期変化 

季節別でも、日本海沿岸及び太平洋沿岸では海

面水温の変化率は全季節・全海域で正となった。

ただし、統計の有意性の評価では、秋の日本海や

春の太平洋のいくつかの海域では、変化傾向がみ

られない評価となった（第 2表）。季節別の上昇率

は、日本海では夏が最も大きく、太平洋では秋が

最も大きくなった。年平均と同様に、水道海域は

有意な変化がみられない海域が多く、豊後水道北

部及び紀伊水道では春に変化率が負となるなど、

他の海域と異なる特徴がみられた。 

第 4 図は季節別の海面水温（5 年移動平均）の

グラフで、京都府沿岸では 1990 年代前半や 2010

年ごろには、季節ごとにばらつきが大きいことが

わかる。また、豊後水道北部では、2000年ごろの

極大とその後の下降はどの季節でもみられるが、

グラフから冬・春のほうが夏・秋に比べ下降傾向

が顕著であることがわかる。一方、高知県東部沿

岸の海面水温変化は季節ごとのばらつきが小さい

結果となった。以上のように、季節別の変化にお

いても、海域ごとに季節間の差に違いがみられる

ことが確認できた。 

3.3 日本近海の海面水温との比較 

次に、沿岸域の海面水温を日本近海の海域と合

わせるために、日本海および太平洋でそれぞれ平

均し、日本近海の日本海南西部、四国・東海沖（第

1 図）の海面水温と比較を行った。その結果、日

本海、太平洋ともに沿岸域と日本近海の年平均海

面水温の変化は相関が高かった（第 5図）。また、

季節別にみても相関係数は秋の日本海を除き 0.7

以上となっており（第 3表）、全体としては沿岸域

と日本近海の海面水温は概ね同様の傾向を示すと

いえる。 

 

 4. 結論・まとめ 

 本調査では、MGDSSTを用いて作成された近畿・

中国・四国沿岸の海域平均海面水温データを用い

て、沿岸域の海面水温の長期変化傾向を調査した。

年平均海面水温の経年変化は、日本海沿岸及び太

第 2表 季節別の海面水温の変化率（℃/10年）  

※#は有意な変化がみられないことを示す。 

第 3図 年平均の海面水温と気温の経年変化 

(a)京都府沿岸 (b)高知県東部沿岸 (c)豊後水道北部 
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平洋沿岸では 10年あたり 0.2℃程度の上昇がみら

れた一方で、水道海域では変化傾向がみられない

海域があるなど海域ごとに傾向の違いがみられた。

気温との比較では、日本海沿岸及び太平洋沿岸に

おいては気温との相関が高いが、水道海域では相

対的に相関が低い結果となった。また、季節別の

変化傾向は太平洋沿岸では季節間の差が小さいが、

日本海沿岸及び水道海域では季節ごとに変化傾向

が異なる結果となった。以上のように、沿岸域の

海面水温の長期変化は海域ごとに違いがあらわれ

ることが確認できた。また、日本近海の海面水温

との比較では、日本海及び太平洋では特に相関が

高く、全海域においても、日本近海と沿岸域の海

面水温変化はおおむね同様の変化傾向を示す結果

となった。 
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第 4図 季節別の海面水温（5年移動平均） 

(a)京都府沿岸 (b)高知県東部沿岸 (c)豊後水道北部 

 冬 春 夏 秋 

日本海 0.84 0.88 0.83 0.62 

太平洋 0.76 0.74 0.85 0.71 

 

第3表 沿岸域と日本近海の海面水温の相関係数 

第 5図 沿岸域(赤)と日本近海(緑)の海面水温変化 

(a)日本海 (b)太平洋 
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沿岸の現場観測値と WRF を併用した 

洋上の乱流強度の推定に関する研究 
 

*伊藤丈乃¹, 大澤輝夫¹, 圓尾太朗¹, 上林将輝¹, 内山将吾¹, 小長谷瑞木¹, ² 

（¹神戸大学大学院海事科学研究科, ²レラテック株式会社） 

1. はじめに 

風力発電事業の風況調査における重要な観測項

目の一つに、乱流強度がある。IEC（国際電気標準

会議）の基準によれば、風力発電施設に対する風

条件を決める際には、カップ風速計により風車の

ハブ高さにおける乱流強度を計測することが求め

られている。しかしながら、洋上において海面上

100m を超える高度で風況観測を行うことは容易

ではない。そのため実務的には、海岸線近傍に設

置した風況観測マストによって乱流強度を観測し、

それを数値シミュレーションと組み合わせること

により洋上の値を推定する方法等が使われている。

ただし、洋上ハブ高度の風況観測値は稀有である

ため、上記のような手法の検証すら満足にできて

いないのが現状である。 

そこで本研究では、国立研究開発法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）による「洋

上風況調査手法の確立」事業（2019年度～）で得

られた陸上及び洋上の風況観測値を用いることで、

陸上のマスト観測値とメソ気象モデルによる数値

シミュレーションを組み合わせることにより、洋

上における乱流強度の推定手法を検討した。 

 

2. データと手法 

2.1 乱流強度に関する理論 

 風力発電分野で用いられる乱流強度とは、10分

間の風速変動の標準偏差を平均風速で割ったもの

であり、以下の式で定義される。 

 

𝐼 ≡
𝜎

�̅�
,  𝜎 ≡ √

１

𝑁
∑(𝑈𝑖 − �̅�)2
𝑁

𝑖=1

 (2.1) 

ここで、𝐼: 乱流強度、𝑈:水平風速、�̅�:平均風速で

ある。数値シミュレーションにおいては、乱流に

関する予測変数として乱流運動エネルギーが出力

され、それは以下の式で定義される。 

 
𝑘 ≡

１

2
(𝑢′2̅̅ ̅̅ + 𝑣′2̅̅ ̅̅ + 𝑤′2̅̅ ̅̅ ̅) (2.2) 

ここで、𝑘: 乱流運動エネルギー、𝑢′, 𝑣′, 𝑤′: 3次元

風速の各変動成分である。水平風速の標準偏差σ

と乱流運動エネルギー𝑘の間には以下のような関

係がある（植田ら，2015）。 

 
σ = √1.2𝑘 ≈ 1.10√𝑘 (2.3) 

2.2 現場観測データ 

本研究では、前述の NEDO 事業において青森

県むつ小川原港で計測された現場観測データを用

いる。むつ小川原港及び港内における観測サイト

の位置を図 1に示す。観測地点は①陸上の沿岸部

に位置する風況マスト（St. A）、②海岸から約

1.5km の防波堤上に位置する風況マスト（St. B）

である。解析には、両マストの高さ 61mに設置さ

れた超音波風向風速計（SONIC/SAT-900）で観

測された風速と風向を用いた。2m/s未満の風速及

びマストのシャドウとなる風向の観測サンプルは

除いて解析を行った。 

 

 

図 1 むつ小川原港（左）と港内の陸上（St. A）

及び洋上（St. B）の観測サイト（右） 
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2.3 WRFの計算設定 

数値シミュレーションには、メソ気象モデル

WRF Version 4.2.1 を使用した。計算設定を表 1

に、計算領域を図2に示す。 

 

表 1 WRFの計算設定 

 

 

 

図 2 WRFの計算領域 

 

3. 乱流強度と乱流運動エネルギーの関係 

式(2.3)の有効性について検討するために、水平

風速の標準偏差と乱流運動エネルギーの平方根の

関係を現場観測データから検証した。図 3にその

結果を示す。近似直線の傾きはSt. Aにおいて1.09、 

St. B において 1.07 で、いずれも式(2.3)の係数

（1.10）に大凡近い値をとっている。これより乱

流運動エネルギーから水平風速の標準偏差を算出

する式（2.3）は、現場観測データから見ても妥当

であると考え、以下の解析では式(2.3)を用いるこ

ととする。 

 

図 3 水平風速の標準偏差と 

乱流運動エネルギーの平方根の散布図 

 

4. WRFと現場観測データの組み合わせによ

る乱流強度の算出 

本章では、WRFと St. Aの現場観測データの組

み合わせにより St. B の乱流強度を推定し、St. B

の現場観測データにより推定精度を検証し、推定

手法について考察する。 

4.1 乱流強度の推定手法 

まず WRF から水平風速の標準偏差を算出する

にあたって、式(2.3)を用いて式(4.1)のように求め

る。 

 

σ𝐴(,𝐵).𝑊𝑅𝐹＝√1.2𝑘𝐴(,𝐵).𝑊𝑅𝐹 (4.1) 
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ここで、σ𝐴(,𝐵).𝑊𝑅𝐹: St. A(, St. B)におけるWRFか

ら算出する水平風速の標準偏差、𝑘𝐴(,𝐵).𝑊𝑅𝐹: St. A(, 

St. B)における WRF の乱流運動エネルギーであ

る。続いて、式(4.2)の仮定のもとで、式(4.3)によ

る水平風速の標準偏差の補正を行う。 

 
σ𝐵.𝑊𝑅𝐹

σ𝐴.𝑊𝑅𝐹
=
σ𝐵.𝑂𝐵𝑆
σ𝐴.𝑂𝐵𝑆

 (4.2) 

 

σ𝐵.𝐸𝑆𝑇 = σ𝐴.𝑂𝐵𝑆 ×
σ𝐵.𝑊𝑅𝐹

σ𝐴.𝑊𝑅𝐹
 (4.3) 

ここで、σ𝐴(,𝐵).𝑂𝐵𝑆: St. A(, St. B)における現場観測

データの水平風速の標準偏差、σ𝐵.𝐸𝑆𝑇: St. B の補

正された水平風速の標準偏差である。また風速に

ついても同様に式(4.4)の仮定のもとで、式(4.5)に

よる補正を行う。 

 
𝑈𝐵.𝑊𝑅𝐹

𝑈𝐴.𝑊𝑅𝐹
=
𝑈𝐵.𝑂𝐵𝑆
𝑈𝐴.𝑂𝐵𝑆

 (4.4) 

 

𝑈𝐵.𝐸𝑆𝑇 = 𝑈𝐴.𝑂𝐵𝑆 ×
𝑈𝐵.𝑊𝑅𝐹

𝑈𝐴.𝑊𝑅𝐹
 (4.5) 

ここで、𝑈𝐴(,𝐵).𝑊𝑅𝐹: St. A(, St. B)におけるWRFの

水平風速、𝑈𝐴(,𝐵).𝑂𝐵𝑆: St. A(, St. B)における現場観

測データの水平風速、𝑈𝐵.𝐸𝑆𝑇: St. B の補正された

水平風速である。以上の式を用いて、以下の式

(4.6)のように St. B の乱流強度𝐼𝐵.𝐸𝑆𝑇を推定する。 

 

𝐼𝐵.𝐸𝑆𝑇 =
σ𝐵.𝐸𝑆𝑇

𝑈𝐵.𝐸𝑆𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (4.6) 

4.2 推定の結果とその精度検証 

前節の手法を用いてSt. Bの乱流強度を推定し、

風速ビンごとの 90 パーセンタイル値を求めた。

図 4にその結果を示す。補正による推定値（EST）

は、補正を行っていない値（WRF）から改善され

ているが、依然として現場観測データの値（OBS）

に対して 0.7 倍程度に過小評価する傾向が見られ

る。過小評価の原因について考察する。 

式(4.2)のWRFから得られる St. Aと St. Bの 2

地点の水平風速の標準偏差の比について検証を行

った。この比について、図 5に、現場観測データ、

WRF それぞれの分布を示す。現場観測データの

分布（OBS）と WRF の分布（WRF）が異なり、

WRFの比が実際のOBSの比と比較して小さすぎ

ることがわかる。 

WRF から水平風速の標準偏差を算出する際に

用いる乱流運動エネルギーについて、図 6に、St. 

A、St. BそれぞれのWRFと現場観測データの乱

流運動エネルギーの散布図を示す。近似直線の傾

きはSt. Aにおいて0.67、 St. Bにおいて0.27で、

陸上の St. Aと洋上の St. BとでWRFの乱流運動

エネルギーの再現性が大きく異なり、特にSt. Bに

おける WRF の乱流運動エネルギーが大きく過小

評価であることがわかる。主としてそれが原因と

なってWRF の 2 地点の水平風速の標準偏差の比

が小さくなり、図 4に見られる乱流強度の過小評

価につながっていると考えられる。今後は、WRF

の乱流運動エネルギーの計算精度について改善が

必要となる。 

 

図 4 風速ビンごとの乱流強度の 

90パーセンタイル値 
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図 5 2地点の水平風速の標準偏差の比の分布 

 

 

図 6  WRFと現場観測データの 

乱流運動エネルギーの比較 

 

 

5. おわりに 

 本研究では、陸上沿岸の現場観測データとメソ

気象モデル WRF を用いて、沖合洋上の乱流強度

の推定手法の検討を行った。得られた結果を以下

に示す。 

1) 水平風速の標準偏差σと乱流運動エネルギー

𝑘の間にσ = √1.2𝑘の関係があることが、現場

観測データからも確認できた。 

2) 今回使用した推定手法は、WRF の計算値か

ら直接推定するよりも精度は向上するもの

の、乱流強度を過小評価する傾向があった。 

3) その理由としてWRF の乱流運動エネルギー

の計算値が観測値に対して小さいことがわ

かった。その傾向は特に洋上において顕著で

ある。 

この結果を踏まえ、今後は、WRFの乱流運動エ

ネルギーの計算について見直しを行うと共に、

WRF の過小評価を前提としてそれを補うような

経験的・実務的な推定手法について検討を進めて

いく予定である。 
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鳥取県米子平野における気温・比湿の時空間的特徴 
－地理的パラメータに着目して－ 

 
*牧園 善樹・重田 祥範（公立鳥取環境大学院) 

 

１．はじめに 

 都市気候の代表的なものとして都市部の気温が

郊外の気温よりも高くなるヒートアイランド現象が挙

げられる．近年では，地球温暖化の影響とヒートア

イランド現象により都市部での不快感や，熱中症増

加のリスクが懸念されている．そのため，都市の熱

環境を改善することは急務となっている．この熱環

境を改善するにあたっては，形成要因の解明が率

先的におこなわれ，気象観測をはじめとして多くの

研究事例が存在する． 

 都市部におけるヒートアイランド現象は，高温化だ

けではなく，同時に乾燥化も発生することが知られ

ている（たとえば，重田・大橋，2009）．また，気象庁

でも，都市化により相対湿度が長期的に低下して

いることを指摘している．これは，気温上昇にともな

い空気塊の飽和水蒸気量が増加し，相対湿度が

下がることが要因である．他にも，都市域では植物

が少なく蒸発散量が減少することで相対的に都市

部の水蒸気量が少なくなることが予想される．重田・

大橋（2009）は，岡山市を対象としたヒートアイランド

の観測で都市部と郊外の比湿について調べ，都市

部が乾燥化していることを明らかにしている．その一

方で，既往研究では主要都市を対象としたものが

多く，日本海気候に属する山陰地方など地方都市

での事例はほとんど存在しない．山陰地方は瀬戸

内地方と気候が大きく異なっており，年間を通して

も湿潤な気候であることが分かっている． 

 そこで，本研究では，日本海側気候に属する米

子平野を対象に気象観測をおこない，気温と比湿

分布の時空間的特徴を明らかにする．さらに，風

速・観測地点の海岸距離・天空率・人工被覆率など

のパラメータを用い，ヒートアイランドの発生時の気

温決定要因について相関分析をおこなった． 

 
２．観測概要 

 米子平野は鳥取県西部に位置し，146,914 人の

人々が暮らしている（2021 年 10 月 31 日時点）．米

子市における気象観測では，温湿度センサ（TR-72

ｗｆ：T&D 社）を用いて，都市部と郊外を含めた 17

地点で気温・相対湿度をそれぞれ測定した．測定

間隔は気温，相対湿度ともに 5分毎である．Fig.1に

鳥取県米子市における観測地点を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．観測概要 

３.1 対象日の選定 

 解析対象時期は，寒暖差が大きくヒートアイランド

現象が明瞭に出現すると予想される晩秋とした

（2020 年 10 月下旬～12 月上旬）．解析対象日は，

米子市内に位置する米子特別地域観測書の気象

データから好天静穏日を選定した．好天静穏日の

条件は，無降水日かつ，米子特別地域観測所の天

候の判定で日中に晴れと判断された日である．さら

に，追加条件として前日との日較差が 9.0℃以上か

つ，平均風速が 2.0m/s 未満の日とした． 

 その結果，好天静穏日として抽出された日は，10

月 27・28 日，11 月 5・6・13・16・24・25 日の計 8 日

間であった． 

 

３.２ ヒートアイランド強度の算出 

 Oke（1973）は，観測された気温から都市内の最も

高い気温を𝑇𝑢，郊外における最も低い気温を𝑇𝑟とし，

ヒートアイランド強度∆𝑇𝑢−𝑟と定義している．このヒー

トアイランド強度は以下の（1）式で表される． 

 

∆𝑇𝑢−𝑟 = 𝑇𝑢 − 𝑇𝑟 (1) 

 

本研究では，上記のヒートアイランド強度を米子平

野で発生するヒートアイランド現象の客観的な指標

として用いることにする．ここで，都市部と郊外の代

表地点をそれぞれ決定する必要があるが，菅原ほ

Fig 1 Meteorological observation points in Yonago City, 
      Tottori Prefecture. 
      ● is the point where the temperature and relative  
      humidity are measured. 
      Numerical values indicate point numbers in the text. 
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か（2006）は都市と郊外の代表地点によってヒートア

イランド強度が異なることを指摘している．また，気

温を観測するにあたっては，周囲の地形や構造物

の影響を受けることを念頭に置かなければならない

（気象庁，2011）．そのため，代表地点を決める際

は，観測地点の土地利用を明確にする必要がある．

そこで，都市部と郊外をそれぞれ選定するにあたっ

ては，各観測地点の人工被覆率を算出した． 

 

３.３ 土地被覆形態の算出 

 ここでは，土地被覆形態の算出方法について述

べる．Google Earthが提供している航空写真を利用

して観測地点を 250ｍ格子の中心におき分割した．

分解能 5ｍであるため，格子内には計 2500 個のメ

ッシュが存在することになる．このメッシュ内に最も

占めている土地被覆形態を人工被覆・自然被覆に

分類する．そして，2500 個中に人工被覆が含まれ

る割合を求め，合計を人工被覆率として算出した．

算出された人工被覆率が最も高かった地点を都市

部，最も低かった地点を郊外の代表地点として扱う

ことにする．その結果，人工被覆率が 94.2％と最も

高かった地点（Fig.1：37）を都市部，18.0％と最も低

かった地点（Fig.1：32）を郊外の代表地点とした． 

 

４．結論 

４.１ ヒートアイランド現象 

 3.1 において好天静穏日と判定された 8 日間で典

型的なヒートアイランドが出現した際の地上気温・比

湿分布図を作成した．ヒートアイランド強度が最大

値を記録したのは，2020 年 11 月 16 日 19時 10 分

頃であり，その値は 4.5℃であった．陸風や局所的

な冷気流による気温の変動を取り除くため，大気が

安定する 11 月 17 日 0 時から 3 時の平均気温・比

湿分布図を Fig.2（a），（b）にそれぞれ示す．都市部

は米子駅から北側の地点 24・33（Fig.1）にかけて商

業施設が広がっている．気温分布図では，郊外より

も約 2℃高い領域が地点 37（Fig.1）の都市部を中

心に沿岸部にかけて広がっていた．一方，比湿分

布図では，都市部で周囲より低い地点も存在する

が，都市部と郊外の差は 1.6g/kg であり，既往研究

のような差は認められなかった．既往研究では都市

部の比湿低下による乾燥化が指摘されていたが，

晩秋の米子市では明瞭ではなかった．その要因と

して，季節の違いや，北側と西側が日本海に接して

いるため海洋の影響を強く受けている可能性がある． 

 

４.２ 各パラメータと気温の関係 

 ヒートアイランドが明瞭な日の気温形成について

各パラメータとの関係性について述べる．まず，3.1

で述べた好天静穏日の気温データからヒートアイラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンド強度を算出し，風速データとの相関分析をおこ

なった．Fig.3 に米子平野におけるヒートアイランド

強度と風速の関係を示す．その結果，風速が弱くな

るほどヒートアイランド強度は強くなる傾向であり，相

関係数は－0.28 である．これは，5％有意水準を満

たしている． 

 次に，米子平野の気温形成についてヒートアイラ

ンドが明瞭に出現した 2020 年 11 月 16・17 日の各

パラメータとの関係を Fig.4 a，b に示す．最もヒート 

（a）Temperature 

（b）Specific humidity 

Fig 2 Evenly distributed 
    （November 17, 2020 from 0:00 to 3:00） 
    （a）Temperature，（b）Specific humidity 

Fig 3 Relationship between heat island  
      strength and wind speed 
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アイランド強度が明瞭に現れた 19 時頃は風向が北

から南に変化した時間であり凪の時間帯であること

が分かる（Fig.4 a）．これは，清田ほか（2006）の都

市部と郊外の気温差は凪の時間に大きくなる結果

と同様である．その他のパラメータとの相関分析を

おこなった結果，ヒートアイランド強度が強くなると

約±0.51 以上と 5％有意水準で有意な相関があっ

た（Fig.4 b）．つまり，ヒートアイランド強度は風速だ

けでなく，地理的なパラメータによっても左右される

ことが示された． 

 

5．まとめ 

 本研究では，鳥取県米子平野における気温比湿

分布とその形成要因を明らかにするため，定点型の

気象観測をおこなった．それらの結果についてまと

めると以下のようになる． 

①米子平野の大気が安定する 0 時から 3 時の平均

気温分布では郊外よりも約 2℃高い領域が都市

部を中心に沿岸部にかけて広がっていた．一方，

比湿分布図では，都市部で周囲より低い地点も

存在するが，都市部と郊外の差は 1.6g/kg であり，

既往研究のような差は認められなかった． 

②米子平野におけるヒートアイランド強度と風速の関

係では，相関係数－0.28 と 5％有意水準で満た

した．つまり，風速が弱くなるほどヒートアイランド

強度は強くなる傾向を示した． 

③最もヒートアイランド強度が明瞭に現れた 19 時頃

は風向が北から南に変化した時間であり凪の時

間帯であることが明らかとなった． 

④各地理的パラメータと気温の相関分析をおこなっ

た結果，ヒートアイランド強度が強くなると約±

0.51 以上と 5％有意水準で有意な相関があった． 

 

 

引用文献 

重田祥範，大橋唯太，2009：岡山市を対象とした細

密な気象観測によるヒートアイランド強度の解析．

天気，56，37-48. 

気象庁，2014：ヒートアイランド監視報告． 

Oke，T.R.，1973：City size and the urban heat island，

Atomos．Environ. 7，769-779. 

気象庁，2011：気象観測の手引き． 

清田忠志，谷口明，清田誠良，中村安弘，2006：都

市域におけるヒートアイランド現象の緩和対策に

関する研究．日本建築学会環境系論文集，第

602 号，69-75. 

米子市ホームページ電子資料閲覧，

https://www.city.yonago.lg.jp/9498.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）Wind speed and direction 

（b）Correlation and HII 

Fig 4 Time series change of each parameter 

   （November 16-17, 2020） 

   （a）Wind speed and direction， 

   （b）Correlation and HII 
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