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第4章 伝統的石畳街区の熱環境に関する実測

1.はじめに

沖縄では建設用木材や質のいい土壌に恵まれなかったこともあり､グスク時代から

琉球石灰岩が建設材料 として用いられてきた｡壁や石垣だけでなく､建物の材料や道

路にも石材が用いられているのは､日本では非常に珍 しい例である｡このような石造

文化は､日本からの影響よりは中国からの影響 と思われる｡

首里の丘の上に琉球王府があった時代には､周囲の道筋はほとんど石畳で舗装され

ていたようである｡今でも首里金城町にはその名残が見られ､まだ十分に生活道路の

機能を残 しているばか りでなく､観光ルー トしても有名になっている｡ここでは沖縄

における伝統的な石畳街路とアスファル ト路の熱環境の比較調査を行い､路面部の材

料よる熱環境-の影響を明らかにするものである｡

生活圏である建物周辺街区の熱環境改善のために､沖縄にとって重要な要素である

観光的要素を含んだ伝統的街路を例に熱環境を調査 し､最も多く一般的な道であるア

スファル ト路と比較することで､その熱特性を明らかにし､人間が快適に歩くことの

できる沖縄特有の美 しい街区の計画に寄与する基礎資料を提供する｡

2.研究方法

調査は沖縄県那覇市首里金城町にある石畳道 と比較検討するための近くにあるアス

ファル ト道との 2地点で行った｡調査地点の簡単な地図を図 4.1に示す｡調査期間は

2006年 7月 5日の 10:00から翌 7月 6日の 9:00までの 24時間とし､1時間置きに石

畳道及びアスファル ト道の各測定ポイン トでグローブ温度の測定､アスマン通風乾湿

計による乾球温度､湿球温度の測定､風速の測定､長短波放射量の測定及びサーモカ

メラによる赤外線画像の撮影を行った｡また､機材の関係上､長短波放射計及びサー

モカメラは各測定ポイン トを移動する必要があるため､数分の測定時間のずれが生じ

ることとなった｡長短波放射計では 2分間隔で自動記録するようになっているため､

表 4.1に示すように､各路面に設置 した確実な時間を記録 し､その中のデータを平均

した値を使用した｡

石畳道とアスファル ト道の各路面の測定地点を図4.3と図4.4に､測定風景を図4.2

にそれぞれ示す｡

なお､2006年 7月 5日の現地の天候は沖縄近海に発生 していた台風の影響のため､

雲が時々太陽の直達 日射を遮っていたが､日射は強く､晴れ時々曇 りの状況であった｡

翌 7月 6日の朝は雲がほとんど無い晴天となった｡
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場所 :沖縄県那覇市首里金城町

●
図 4.1 調査地点詳細

図 4.2 測定風景

●:測定ポイント
約 10m

H
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図 4.3 測定地点の様子 (石畳道)

図 4.4 測定地点の様子 (アスファル ト道)
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表 4.1 各路面の長短波放射計設置時間

2006年 7月5-6日 石畳道 アスファル ト道

10:00 10:15-10:20 10:21-10:26

ll:00 ll:06-ll:16 10:55′.-ll:05

12:00 ll:58-12:04 12:07-12:12

13:00 13:04′.-13:14 12:55-13:02

14:00 13:54.-14:02 14:05.-14:10

15:00 15:05-15:ll 14:56′.-15:02

16:00 15:55-16:02 16:04-16:ll

17:00 17:05-17:ll 16:54-17:01

18:00 17:53-18:01 18:03-18:08

19:00 19:04-19:12 18:54--19:01

20:00 19:52-19:59 20:03-20:08

21:00 20:54.-21:00 21:05-21:10

22:00 21:52～22:00 22:10-22:15

23:00 22:53-22:58 23:00-23:06

0:00 23:50-23:56 23:58.-0:04

1:00 0:52-0:57 0:59′-1:05

2:00 1:50-1:56 1:57-2:03

3:00 2:50-2:56 2:58-3:04

4:00 4:00-4:06 4:07-4:13

5:00 4:54-5:00 5:04′-5:10

6:00 5:50′-5:57 5:59-6:05

7:00 6:51-6:58 7:01-7:07

8:00 7:53′-7:59 8:01-8:07
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3.調査結果

3.1 測定結果

サーモカメラにて 2006年 7月 5日の 10時から1時間置きに取得 した赤外線画像か

ら読み取った石畳道､アスファル ト道の各路面の平均表面温度 とアスファル ト道表面

一石畳道表面の温度差の経時変化を図 4.5と図 4.6に示す｡なお､3時のデータはサ

ーモカメラによる赤外線画像の取得に失敗 してしまったため空白となっている｡路面

の表面温度は 1日を通 して石畳道が低 く､12時には温度差が 11.3℃ となり､日中の

表面温度の差は非常に大きい｡

各測定点の気温､グローブ温度及び風速の経時変化を図4.7と図4.8に示す｡石畳

道と比較 してアスファル ト道の気温及びグローブ温度は､朝にかけて上昇が早い｡石

畳道では朝 4時～9時頃まで風速が弱く､アスファル ト道では日中風が強くなってい

るが､風は弱く､ほとんど体感できるものではなかった｡石畳道の平均値は外気温が

29.5℃､グローブ温度が 33.2℃､風速が 1.05m/S､アスファル ト道の平均値は外気温

が 30.2℃､グローブ温度が 34.9_､風速が 0.98m/Sとなり､平均値で外気温が 0.7℃､

グローブ温度が 1.7℃の差となった｡

図4.9に各測定点における気温及び湿度の経時変化を示す｡気温は 11時と16時に

石畳道とアスファル ト道が逆転 しているが､人為的ミス及び何 らかの自然影響を受け

た可能性も考えられ､ほぼ 1日を通 してアスファル ト道の気温が高い｡湿度は石畳道

がアスファル ト道と比較 して､正午から夕方にかけて高くなった｡

図 4.10に各測定点のグローブ温度の経時変化を示 して比較する｡18時の測定値は

石畳道が上回る結果となったが､他の時間はアスファル ト道のグローブ温度が高くな

っており､日中にかけてその差は大きくなった｡

各路面における長短波放射量の経時変化を図4.11と図 4.12に示す｡周辺環境の違

いから､大気からの下向きの短波放射量の上昇に各路面で時間差があることがわかる｡

地物からの上向きの長波放射量はアスファル ト道が石畳道 と比較 して日中は高い数値

となっている｡なお､経時変化の図は翌 7月 6日の 0時～9時､7月 5日の 10時～23

時の順で表示 している｡

3.2 赤外線画像詳細

各測定時間における赤外線画像の詳細を92-115ページに順に示す｡
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図4.5 各路面における平均表面温度の経時変化
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図4.6 アスファル ト道表面温度一石畳道表面温度の経時変化
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図 4.7 外気温とグローブ温度及び風速の経時変化 (石畳違)
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図 4.8 外気温とグロ-ブ温度及び風速の経時変化 (アスファル ト道)
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図 4.9 各路面における気温及び湿度の経時変化
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図 4.10 各路面のグローブ温度の経時変化
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図4.11 長短波放射量の経時変化 (石畳道)
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図 4.12 長短波放射量の経時変化 (アスファル ト道)
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RG 1 E.1.00 SC NORM
LIAJL:52.7

●石畳道

撮影日 :2006/07/05
撮影時間 :10:05:18

アスファル ト道

U0

表示温度レンジ ‥29oc～53℃ 違い 0.0

路面部最高温度 :51.5oC 蛸

路面部平均温度 :42.2℃ 30･0

路面部最低温度 :32.1℃
20.0

●アスファル ト道

撮影日 :2006/07/05
撮影時間 :10:08:46
表示温度レンジ :29oC ～53℃
路面部最高温度 :52.7℃
路面部平均温度 :48.2℃
路面部最低温度 :34.7oc

52.7

し 48.2

51.5

42.2 34.7

Max Ave. Min

｢丁 石畳道 ･アス型 ±垂｣

各路面の平均表面温度の差
6.09oC
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●石畳道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :10:48:10
表示温度レンジ :30℃～57℃
路面部最高温度 :51.7℃
路面部平均温度 :43.8℃
路面部最低温度 :31.8℃

●アスファル ト道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :10:49:23
表示温度レンジ :30℃～57℃
路面部最高温度 :55.8℃
路面部平均温度 :51.9℃
路面部最低温度 :33.2℃

アスファル ト道
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各路面の平均表面温度の差
8.15℃
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_石畳道

撮影 日 :2006/07/05
撮影時間 :ll:41:58

表示温度レンジ :28℃～63℃

路面部最高温度 :55.1℃
路面部平均温度 :47.0℃
路面部最低温度 :33.4℃

_アスファル ト道

撮影 日 :2006/07/05

撮影時間 :ll:46:37
表示温度レンジ :28℃～63℃

路面部最高温度 :62.7℃
路面部平均温度 :58.3℃
路面部最低温度 :36.8℃

アスファル ト道
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轟
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＼＼一一七
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石畳道 ･ アスファルト道

各路面の平均表面温度の差
11.29℃
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石畳違

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :12:41:31
表示温度レンジ :33℃～62℃
路面部最高温度 :58.4℃
路面部平均温度 :50.9℃
路面部最低温度 :37.0℃

_アスファル ト道

撮影日:2006/07/05
撮影時間 :12:42:47
表示温度レンジ :33℃～62℃
路面部最高温度 :61.9℃
路面部平均温度 :57.7℃
路面部最低温度 :36.9℃

アスファル ト道
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轟
g掴 400
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58.4
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､
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l･ 石畳道 ･ アスフア茄竜l

各路面の平均表面温度の差
6.75℃
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石畳違

撮影 日 :2006/07/05
撮影時間 :13:44:32
表示温度レンジ :32℃～65℃

路面部最高温度 :62.8℃
路面部平均温度 :53.0℃
路面部最低温度 :37.9℃

アスファル ト道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :10:08:46

表示温度 レンジ :32℃～65℃

路面部最高温度 :64.8℃
路面部平均温度 :58.8℃
路面部最低温度 :39.7℃

アスファル ト道
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世 50･0
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l. 石畳道 ･ アス方 正 豆1

各路面の平均表面温度の差
5.77℃
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_石畳道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :14:45:02
表示温度レンジ :30℃～59℃
路面部最高温度 :53.6℃
路面部平均温度 :48.6℃
路面部最低温度 :36.0℃

_アスファル ト道

撮影日:2006/07/05
撮影時間 :14:47:01
表示温度レンジ :30℃～59℃
路面部最高温度 :59.5℃
路面部平均温度 :54.7℃
路面部最低温度 :38.0℃

アスファル ト道
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各路面の平均表面温度の差
6.lュ℃
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_石畳違

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :15:46:50

表示温度 レンジ :28℃～62℃

路面部最高温度 :59.4℃
路面部平均温度 :49.3℃
路面部最低温度 :36.6℃

アスファル ト道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :15:48:16

表示温度 レンジ :28℃～62℃

路面部最高温度 :60.5℃
路面部平均温度 :52.1℃
路面部最低温度 :39,3℃

アスファル ト道

70.0

60.0

.O 50.0

東

男 弓 40･0
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各路面の平均表面温度の差
2.84℃
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石畳違

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :16:44:29
表示温度レンジ :29℃～50℃
路面部最高温度 :45.4℃
路面部平均温度 :40.9℃
路面部最低温度 :33.3℃

アスファル ト道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :16:46:00
表示温度レンジ :29℃～50℃
路面部最高温度 :49.6℃
路面部平均温度 :45.0℃
路面部最低温度 :31.1℃

アスファル ト道
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各路面の平均表面温度の差
4.02℃
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石畳道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :17:46:12
表示温度 レンジ :31℃～47℃
路面部最高温度 :45.0℃
路面部平均温度 :40.1℃
路面部最低温度 :33.6℃

アスファル ト道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :17:52:28
表示温度 レンジ :31℃～47℃
路面部最高温度 :45.5℃
路面部平均温度 :42.4℃
路面部最低温度 :34.4℃

It
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◆ 石畳道 ･ アスファルト道

各路面の平均表面温度の差
2.33℃
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_石畳違

撮影日:2006/07/05
撮影時間 :18:45:47
表示温度 レンジ :29℃～42℃

路面部最高温度 :39.6℃
路面部平均温度 :36.9℃
路面部最低温度 :32.3℃

_アスファル ト道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :18:48:23
表示温度レンジ :29℃～42℃

路面部最高温度 :40.8℃
路面部平均温度 :38.6℃
路面部最低温度 :33.8℃

アスファル ト道

50.0

6 40･00

海

相 300

20.0

40ー8
■ - 38.6

＼ ､..-Ll 33.839.6
36.9

32.3

Max Ave. Min

石畳道 .アスファルト道

各路面の平均表面温度の差
1.76℃
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●石畳道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :19:45:06
表示温度 レンジ :29℃～42℃

路面部最高温度 :37.4℃
路面部平均温度 :35.4℃
路面部最低温度 :31.1℃

●アスファル ト道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :19:48:19
表示温度 レンジ :29℃～42℃

路面部最高温度 :41.3℃
路面部平均温度 :37.9℃
路面部最低温度 :31.9℃

アスファル ト道

50.0

( 40.0
O0

嘉

男弓30.0

20.0

4一.3

I 37.9

37.4 一一 31.9
35.4

31.1

Max Ave. Min

◆ 石畳道 ･ アスファルト道

各路面の平均表面温度の差
2.59℃
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●石畳道

撮影 日 :2006/07/05
撮影時間 :20:52:52
表示温度レンジ :27℃～37℃

路面部最高温度 :35.6℃
路面部平均温度 :33.8℃
路面部最低温度 :30.6℃

●アスファル ト道

撮影 日 :2006/07/05
撮影時間 :20:55:ll
表示温度 レンジ :27℃～37℃

路面部最高温度 :36.9℃
路面部平均温度 :35.0℃
路面部最低温度 :30.2℃

アスファル ト道

36.9 35.0

35.6 33.8 30.6

Max Aye. Min

◆ 石畳道 ･アスファルト道

各路面の平均表面温度の差
1.26℃
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●石畳道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :21:43:33
表示温度 レンジ :28℃～37℃
路面部最高温度 :34.8℃
路面部平均温度 :33.1℃
路面部最低温度 :29.6℃

●アスファルト道

撮影 日 :2006/07/05
撮影時間 :21:45:13
表示温度 レンジ :28℃～37℃
路面部最高温度 :36.1℃
路面部平均温度 :34.7℃
路面部最低温度 :30.8℃

アスファルト道

36.1 34.7

㌔ ー_ 30.8I34.8 33.1
~｢■

Max A>e. Min

-1- 石畳道 ･アスファルト道

各路面の平均表面温度の差
1.56℃
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●石畳道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :22:43:ll
表示温度レンジ :28℃～37℃

路面部最高温度 :34.1℃
路面部平均温度 :32.3℃
路面部最低温度 :29.6℃

●アスファル ト道

撮影 日:2006/07/05

撮影時間 :22:46:16
表示温度レンジ :28℃～37℃

路面部最高温度 :36.7℃
路面部平均温度 :34.8℃
路面部最低温度 :28.1℃

アスファル ト道

36.7

34.8

34.1 3<2.3= さ ､
＼こ丁29.6

Max Ave. Min

◆一石畳道 ･アスファルト道

各路面の平均表面温度の差
2.43℃
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●石畳道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :23:40:31
表示温度レンジ :27℃～35℃
路面部最高温度 :33.0℃
路面部平均温度 :31.5℃
路面部最低温度 :29.1℃

●アスファルト道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :23:42:26
表示温度 レンジ :27℃～35℃
路面部最高温度 :35.3℃
路面部平均温度 :33.4℃
路面部最低温度 :29.1℃

アスファルト道

35.3 33.4ー■.■■
33.0 ､＼ 29.131.5 一一ii一一●

Max Ave. Min

r. 石畳道 ･ アスフアル福1

各路面の平均表面温度の差
1.83℃
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アスファル ト道

●石畳道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :00:40:07
表示温度 レンジ :27℃～34℃
路面部最高温度 :32.7℃
路面部平均温度 :30.9℃
路面部最低温度 :28.8℃

●アスファル ト道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :00:41:09
表示温度 レンジ :27℃～34℃
路面部最高温度 :32.8℃
路面部平均温度 :31.3℃
路面部最低温度 :27.8℃

32.8

31.3
32.7 ､ミミー

30.9 ~ー

Max Ave. Min

◆一石畳道 ･アスファルト道

各路面の平均表面温度の差
0.32℃
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●石畳道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :Ol:39:51
表示温度レンジ :27℃～34℃

路面部最高温度 :32.6℃
路面部平均温度 :31.0℃
路面部最低温度 :29.1℃

●アスファル ト道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :Ol:41:25
表示温度 レンジ :27℃～34℃

路面部最高温度 :33.4℃
路面部平均温度 :31.8℃
路面部最低温度 :29.1℃

アスファル ト道

33.4
31.8

32.6 ＼
31.0 ー＼

一､､ 29.1

Max Ave …in

◆ 石畳道 ･アスファルト道

各路面の平均表面温度の差
0.89℃
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3時 熟画像失敗

アスファル ト道
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●石畳道

撮影 目:2006/07/05
撮影時間 :03:49:38
表示温度 レンジ :26℃～33℃

路面部最高温度 :31.2℃
路面部平均温度 :29.7℃
路面部最低温度 :27.4℃

●アスファル ト道

撮影 日 :2006/07/05
撮影時間 :03:5日2

表示温度 レンジ :26℃～33℃

路面部最高温度 :32.3℃
路面部平均温度 :30.8℃
路面部最低温度 :27.8℃

アスファル ト道

32.3

I -■ー 30.8

31.2 T ＼ー

29.7 ＼27.8

Max Ave. Min

l. 石畳道 ･ アスファルトial

各路面の平均表面温度の差
1.lュ℃
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●石畳道

撮影日:2006/07/05
撮影時間 :04:45:02
表示温度レンジ :26℃～33℃
路面部最高温度 :31.2℃
路面部平均温度 :29.6℃
路面部最低温度 :27.3℃

●アスファルト道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :04:46:31
表示温度レンジ :26℃～33℃
路面部最高温度 :32.4℃
路面部平均温度 :30.7℃
路面部最低温度 :28.1℃

アスファル ト道

32.4

3..2L 30.7T一一＼

29.6 28.1

Max Ave. Min

｢丁 石畳道 ･ アスファルト道l

各路面の平均表面温度の差
1.18℃
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●石畳道

撮影 日:2006/07/05

撮影時間 :05:39:15
表示温度 レンジ :25℃～33℃

路面部最高温度 :30.7℃
路面部平均温度 :29.3℃
路面部最低温度 :27.4℃

●アスファル ト道

撮影 日 :2006/07/05
撮影時間 :05:41:00
表示温度 レンジ :25℃～33℃

路面部最高温度 :32.1℃
路面部平均温度 :30.6℃
路面部最低温度 :28.1℃

アスファル ト道

32.1

｣ ＼ 一 一 30.6T__

30.7 29.3 ー＼ 28.1

Max Ave. Mln

l･ 石畳道 ･ アスフアル福 1

各路面の平均表面温度の差
1.28℃
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●石畳道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :06:41:16
表示温度レンジ :26℃～33℃
路面部最高温度 :30.6℃
路面部平均温度 :29.2℃
路面部最低温度 :26.6℃

●アスファル ト道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :06:42:55
表示温度レンジ :26℃～33℃
路面部最高温度 :32.5℃
路面部平均温度 :30.7℃
路面部最低温度 :28.5℃

アスファル ト道

32.5

L 一一㌧ ＼ ㌫

30.6 29,2 ＼ -- 28.5

Max Ave. Min

◆ 石畳道 ･ アスファルト道

各路面の平均表面温度の差
1.46℃

-113-



●石畳道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :07:42:26
表示温度レンジ :28℃～35℃

路面部最高温度 :32.6℃
路面部平均温度 :31.3℃
路面部最低温度 :29.3℃

●アスファル ト道

撮影 日 :2006/07/05
撮影時間 :07:44:25
表示温度レンジ :28℃～35℃

路面部最高温度 :34.6℃
路面部平均温度 :32.7℃
路面部最低温度 :29.3℃

アスファル ト道

36.0

340

oO 32,0

東

男弓 30･0

28,0

26.0

34.6
Tt

｣ ＼ -K 7

32.6 ,..3 一二さ､＼ 29.3

､ 29.3

Max Ave. Min

-◆一石畳道 ･ アスファルト道

各路面の平均表面温度の差
1.40℃
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●石畳道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :08:43:04
表示温度 レンジ :29℃～45℃

路面部最高温度 :43.1℃

路面部平均温度 :35,3℃

路面部最低温度 :29.5℃

●アスファル ト道

撮影 日:2006/07/05
撮影時間 :08:47:26
表示温度 レンジ :29℃～45℃

路面部最高温度 :45.8℃
路面部平均温度 :37.2℃

路面部最低温度 :29.9℃

アスファル ト道

50.0

( 40.0
O0
轟

鯛 30.0

20.0

45.8

43.,し ＼

､ 37.2 こ､､ 29.935.3
1▼

Max Ave. Min

一一一石畳道 ･ アスファルト道

各路面の平均表面温度の差
1.92℃
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4.熟環境に関する考察

4.1 平均放射温度 (MRT)

それぞれの道の熱環境を検討するため､赤外線画像から求めた各路面部表面温度と

路脇の塀の表面温度を用いて平均放射温度を求める｡それぞれの道を塀の高さや道幅

は同じ条件で続くものと仮定すると､測定点の二次元断面で考えることができる｡測

定点から見た路面及びその両側の塀までの角度を求め､各場所の断面線上の平均表面

温度から計算 した｡その計算式の概念を図 4.13に､それぞれの道における計算点の

詳細について図4.14と図 4.15に示す｡なお､本研究の目的は､路面材料による熱環

境の改善を目的としているため､ここでは､周辺建物等の影響を考慮 しない概略の値

を求めるものとする｡

平均放射温度の計算結果を表 4.2に､平均放射温度の計算結果とグローブ温度の比

較を図 4.16と図 4.17に､平均放射温度計算値の各路面部の比較を図 4.18に示す｡

グローブ温度と比較 して計算値は日射のある日中は低く､夜間は高くなる傾向となり､

変化量が少なくなった｡これは､計算値に周辺建物等の影響が考慮されていないこと

が一つの原因であることが予想できる｡計算値の経時変化はグローブ温度と比較する

と､小さくなるが､同じような傾向を示 した｡

各路面部の平均放射温度計算値を比較 してみると､22時､1時､2時でアスファル

ト道の値が小さくなっている｡これは､赤外線画像から片方の塀の表面温度 しか割 り

出せずに､一つの塀からの表面温度を評価 しなかったためである｡よって､計算値で

も 1日を通 してアスファル ト道の平均放射温度が高い値を示すことがわかる｡

また､経時変化の図は調査結果 と同様に翌 7月 6日の 0時～9時､7月 5日の 10時

～23時の順で表示 した｡
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MRT-I1rl/360+t2r2/360+t3r3/360+t4r4/360

r4

図4.13 平均放射温度 (MRT)の計算概念図

図 4.14 計算地点詳細 (石畳道)

図 4.15 計算地点詳細 (アスファル ト道)

ー117-



表4.2 各路点の平均放射温度 (MRT)の計算結果 (単位 :oc)

2006年 7月 5-6日 石畳道 アスファル ト道

10:00 28.8 33.7

ll:00 29.5 34.0

12:00 29.7 37.7

13:00 31.4 37.4

14:00 32.0 37.4

15:00 29.1 35.4

16:00 32.3 36.0

17:00 27.4 31.8

18:00 27.0 31.3

19:00 25.2 29.0

20:00 24.2 28.1

21:00 23.7 27.1

22:00 23.5 25.0

23:00 22.8 26.8

0:00 22.3 25.9

1:00 21.8 22.9

2:00 21.8 23.1

3:00

4:00 21.0 24.1

5:00 20.8 23.9

6:00 20.6 23.9

7:00 20.4 24.1

8:00 23.1 26.7

9:00 24.6 29.3
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50

45

40

6 3501:さq
也当
鯛 30

25

20

15

0:00 4:00 8:00 12:00 16二00 20:00 0:00

--- MRT-I-グローブ温度

図4.16 平均放射温度計算値とグローブ温度の経時変化 (石畳違)

50

45

40
(
U0
遍 35
鯛

30

25

20

0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 0:00

-.-MRT.I-グローブ温度

図4.17 平均放射温度計算値とグローブ温度の経時変化 (アスファル ト道)
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(Uo)軸
鯛

0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 0:00

一一●一 石皇道 -■-アスファルト道

図4.18 平均放射温度計算値の経時変化

4.2 放射環境

上向き及び下向きの短波放射量の測定結果を用いて､各路面の反射率を求める｡ 日

射のある日中 8時～18時の 1時間ごとの各路面の反射率の値を平均したもので､石

畳道の反射率が 0.21､アスファル ト道の反射率が 0.09となった｡アスファル ト路面

の温度が高いのは､反射率が低く､日射の吸収量が大きくなることも要因となってい

ることがわかる｡

長波放射の解析では､式 2.1より放射率を求める｡地物からの上向きの長波放射量

の測定値 EをY軸､cIT4の値をX軸にとり､相関図の近似線より放射率Cの値を求める｡

各路面の長波放射量の測定値 EとoT4の値の相関を図 4.19と図 4.20に示すO石畳道

とアスファル ト道の放射率はそれぞれ､0.91､0.94 となり､放射率にそれほど大き

な差は見られなかった｡

アスファル ト道と比較 した石畳道の熱環境の快適性には､各材料の反射率が大きく

関係 していることが明らかである｡
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図4.19 †長波放射量測定値とJT4の相関 (石畳道)

(!u
JJ
主

)山
型
他
rlq
.(

700

650

600

550

500

0

0

0

5

0

5

4

4

3

200 300 400 500 600 700 800

cTT4(W/m2)

図4.20 †長波放射量測定値とcTT4の相関 (アスファル ト道)
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5.まとめ

石畳道の熱環境は､アスファル ト道と比較すると快適であることが本研究より明ら

かとなった｡アスファル ト道 と比較 して､石畳の高い日射反射率が､吸収熱を減らし

路面表面温度の低下､平均放射温度の低下を促進させている｡

沖縄では､非常に強い日射の影響で屋外を歩行することが嫌われ､近距離の移動で

あっても自動車などに頼る傾向であり､地球温暖化に貢献 してしまっている現状があ

る｡石畳道 とアスファル ト道を比較することによって得られたデータを考慮 し､強い

日射や二次的な放射熱から歩行者を守る街区計画を立てることは非常に重要である｡

人間-の直接 日射を街路樹等で遮 り､石畳道の例を考慮 し､歩行路及びその周辺路

からの放射熱の少ない道を計画することが､熱環境悪化のサイクルを止め､快適な熱

環境形成-とつながる｡

6.付録 (首里金城町石畳道の起源)

調査を行った那覇市首里金城町の石畳道の起源を現地の案内板から抜粋 し､下記に

示す｡

沖縄県葡定 史跡 名勝 1964年(昭和 39年)5月1日詣定

首里金城田丁石畳遺

この石畳道は､旧首里城守札束あわさにあった石門(いしじょう)から城名､国場､鼻

玉椿を経て南部へ亙る喜妥な道の一部であった｡

首里の主貴な道が石畳適に及逢 された 16せ妃のはじめ､1522年(尚鼻王 46)年ごろ

にこの石畳逆は遣 られたと才旨定されている｡

全長約 300m､道幅約4m､敷石は大小の琉球石灰岩を組み合わせた ｢乱れ敷 き｣で､

石の表面には適度な加工が施 されていたが永い年月で磨耗 している｡

息な勾配のところでは石の表面に滑 り止めの横線の刻みを入れたり､階段をつけたり

している｡

沿道の石垣は､琉球石ノ欠岩を用い､主に沖縄独特の石碑みのチ法である｢相方積み｣で

積まれておF)､石畳と調和 して城下町の風情を残 しているO

沖縄県教育委員合

那覇市教育委員合
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