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都市の高温化が植物季節に及ぼす影響の評価
：埼玉県熊谷市を事例として

Assessment of effects of urban warming on plant phenology

：In the case of flowering date of Prunus yedoensis  in Kumagaya City

松本　太
Futoshi MATSUMOTO

名古屋工業大学
Nagoya Institute of Technology

摘　　要
近年春の開花が早まり，秋の紅葉が遅くなるなど植物季節に変化が見られるが，都

市部では地球温暖化だけでなく，ヒートアイランドの影響も考える必要がある。そこ
で開花日に及ぼす都市の高温化の影響評価を目的として，2001 年春に埼玉県熊谷市
でソメイヨシノの開花日と同時期における気温の観測を行った。その結果，開花日の
分布は都心の高温域で早く，郊外の低温域で遅い傾向がみられた。また翌 2002 年春，
花芽の成長を観測し気温と比較した結果，熊谷地方気象台では郊外より開花日までの
有効積算温度が高く，花芽の成長が早い傾向がみられた。よってヒートアイランドが
開花日に影響を与えていることが明らかとなった。また観測で得た熊谷地方気象台と
郊外における開花日と 3 月平均気温との関係を，熊谷地方気象台における経年的な関
係に置き換えて評価した結果，都市の高温化による開花日の早まりは 3 日程度である
ことが推察された。
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1．はじめに

近年，都市域の高温化（ヒートアイランド）が熱中
症や熱帯夜の増加など人間を含めた生態系に影響を
もたらしているといわれている。環境省や気象庁で
は注意を促し，地方自治体でも注目され始めている。

人間を含めた生態系に及ぼす都市化の影響につい
ては，以前から指摘されていた 1）－3）。東京では熱帯
産の植物であるアロエが露地で栽培可能になったと
いう報告 4）や，トノサマガエルの生息数が減少した
という報告もある 5）。都市域では一見生態系が人間
にとって関係のない印象がある。しかし実際は食物
連鎖など生物間の関係が存在し，それが崩れると，
ある生物の絶滅や大発生をもたらす危険性もある。
本来生物が浄化している大気，水，土壌などの自然
環境が正常に機能しなくなり，都市近郊における農
業生産や病害虫発生等への影響が出る可能性も否定
できない。よって都市域で生物の活動を観察し，気
候変化の影響を評価することは重要である 6），7）。植
物の発芽，開花，紅葉，落葉などの季節的な変化は

植物季節とよばれ，日本では古くから作物の植付け
期など農作業の時期を決める指標として用いられて
きた。植物季節と気候との関係を扱った研究も諸分
野で行われてきた 8）－11）。

近年，地球温暖化に伴い春季の開花が早くなった
り，秋季の紅葉が遅くなったりするなど，植物季節
に変化がみられるようになったといわれている 12）。
図 1 は 1999 年～2008 年におけるサクラの開花日の
10 年間平均の分布を平年値と比較したものである。
開花日が早くなっている地点が多く，開花前線が全
体的に北へ移動している。植物季節観測を行ってい
る気象官署は，都市内に位置する場合が多く，開花
日の早まりには地球温暖化だけでなく，都市の高温
化（ヒートアイランド）の影響も含まれると考えられ
る 13）。植物季節に及ぼす都市の高温化が気候の影響
を評価する研究は，サクラの開花日を中心としてい
くつかみられる。それらは，既存の開花日と気候要
素の観測データに基づき，日本国内の大都市とそれ
らに隣接する中小都市との比較によって評価されて
いる 14），15）。また小元・青野 16）は大阪市において開
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花日の分布を調査し，開花に及ぼす都市の温暖化の
影響を述べている。しかし気温分布は調査されてお
らず，ヒートアイランドと開花日との関係は確証で
きない。よって一つの都市でヒートアイランドと開
花日との関係を，観測に基づき実証した研究はほと
んどみられない。

そこで筆者らはソメイヨシノの開花日と，同時期
の気温分布の観測調査を都市域（埼玉県熊谷市）で行
った 17）。その結果をもとに，開花日に及ぼす都市の
高温化の影響を検討した。

2．研究方法

2.1　 開花日に及ぼす都市の高温化の影響に関する
考え方

任意の気象官署 P における開花日の早まりが都
市の高温化の影響を受けているとすれば，都市化し
ていない郊外の開花日との差が，都市の高温化によ
る開花の早まりと考えることができる。図 2 はそ
の考え方を示す。式であらわすと以下になる。

S＝E＋U
U＝Dr－Du
　　S：開花日の変化
　　E：地球温暖化のみの影響による変化
　　U：都市域の高温化の影響による変化
　　Du：気象官署 P の開花日
　　Dr：郊外の開花日

都市化していない郊外の開花日は地球温暖化のみ
の影響を受けていると想定した。すなわち都市のヒ
ートアイランドによる開花日の早まりを評価するこ
とで，都市の高温化の影響を評価できるという仮説
を立てた。それを実証するためには，開花日の分布
とヒートアイランドの関係を明らかにすることが必
要である。

2.2　調査地域の概要
熊谷市は埼玉県の北部に位置し，調査当時の

2001 年 11 月 1 日現在で総面積約 85.2 km2，総人口
約 15.9 万人（現在約 20 万人）の都市である。地形は
概ね平坦で山地や海洋の影響を直接受けることはな
い。市街地（市街化区域）は荒川の北側，国道 17 号（旧
中仙道）を中心として東西に広がっている（図 3）。
都心には建物の密集した商業地域が存在する。また，
市街地周辺の郊外域は水田，畑地が多い。
2.3　調査方法
2.3.1　都市気候観測

観測は 2001 年 4 月 17 日～18 日，6 つの時間帯
（17 日 13 時，18 時，21 時，18 日 0 時 30 分，4
時，9 時の各々から約 1 時間）で行った。観測方法
は移動観測により 95 地点で気温を計測した。観測
値の時間変化による誤差を 4 カ所の定点観測の値で
時刻補正した。 
2.3.2　ソメイヨシノの開花日

開花日の観測は，3 月中旬～4 月上旬まで観測地
点において，目視および写真撮影を行った 18）。開花
日の判断については，観察木において 2 輪以上開花
した枝が近接して 2 本以上みられた日とした。また，
木が複数ある観測地点では 50％の木が開花した日
とした。観測地点は 56 地点を選定した。観測場所
は公園，学校などが多く，建物の近くや崖の直下に
ある場合や，樹齢が若い木はさけた。

なお，ソメイヨシノの開花日が観察対象として適
当な理由として以下を挙げる。

①開花には直前の気温との関係が大きい。
② 接ぎ木によって繁殖するため，開花日の個体差

が少ない。
③ 落葉高木のため，草本類より局所的な環境の影

響を受けにくい。
④ 開花までの花蕾の変化がはっきりしており，開

花日の判断が容易である。
⑤小地域でも多くのサンプルを得やすい。

図 1　日本におけるソメイヨシノの開花日．
日本全国 68 地点の気象官署のデータに基づく．北海道の一部はエゾヤマザクラ，
チシマザクラで代替．

（a）1971 年～ 2000 年の平均 （b）1999 年～ 2008 年の平均
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図 2　開花日に及ぼす都市の高温化の考え方． 
左図で Du は気象官署 P の開花日，Dr は郊外の開花日をあらわす．これらを P における経年変化に置換すると，
Dr は地球温暖化のみの影響による開花日，Du は都市の温暖化の影響を含んだ開花日となる．

0：花芽成長前 1：花芽膨張始め 2：花芽膨張期

3：花蕾抽出始め 4：花蕾抽出期 5：開花日

評点 発育段階 花芽の状況

0 花芽成長前 花芽の前面が褐色鱗片で覆われている

1 花芽膨張始め 花芽の鱗片が脱落し始め，先端が緑色になる

2 花芽膨張期 花芽の鱗片が脱落し，完全に緑色になる

3 花蕾抽出始め 花蕾の先端に赤み（ピンク）が出てくる

4 花蕾抽出期 全体がピンク色になる

5 開花日

図 4　ソメイヨシノ花芽の発育段階（評点）．

図 3　調査対象地域（熊谷市の概容）．
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2.3.3　都市内外における開花プロセスの調査
ソメイヨシノの開花には，直前 1～2 月以内の気

温の影響が大きいといわれる 13）。開花日までの花芽
の成長過程も熊谷市の都心と郊外で差があると考え
られる。そこで前項 , 前々項の調査結果を検証する
ために，熊谷市内の都心と郊外の気温計測を行って
いる 2 地点で，翌 2002 年の 2 月下旬～3 月下旬に
開花日までの花芽の成長経過を観察した。なお都心
の地点は熊谷地方気象台である。 

観察木の選定は建物や道路の近くをさけ，周りの
地面が土や芝生の所とした。木の南側，高さは 1.5
～2.0 m の日当たりの良い枝を数本選び，観察の対
象とした。花芽の成長過程は，図 4 のように 0～5
の 6 段階（評点）で，表記の基準にしたがって評価し
た。観察した芽の 50％が各評点に達した日を評点
の到達日とした。「5」の開花日については前項の基
準と同様とした。

3．結果及び考察

3.1　 ソメイヨシノの開花日の分布と 
ヒートアイランドの関係

都市気候観測の結果，2001 年 4 月 18 日の夜中か
ら早朝にかけてヒートアイランドが顕著であった。
都心と郊外との気温差は最大 3.1℃であった。

図 5 はソメイヨシノの開花日の分布を，2001 年
4 月 17～18 日の平均気温の分布図と重ね合わせた
ものである。平均気温は全移動観測地点において，
最高気温時と最低気温時の観測値の平均とした。な
お，開花日への影響を与えるのは日平均気温と考え
られている 19），20）。開花日は都心の高温域で早く（3
月 25 日），郊外の低温域で遅い傾向がみられる（3
月 27 日）。開花日の遅速の差は概ね 2 日，最大で 4
日であった。また，同じ地点での開花日の個体差は
小さく，ほぼ 1 日以内であった。しかし，郊外でも

開花日が早い地点がみられた。例えば北西部端の開
花日が 3 月 25 日の地点は学校であるが，観察木の
北側に 4 階建ての校舎があり，卓越風の遮断や，建
物からの輻射熱の影響が考えられる。また荒川に沿
った地域では開花日が遅く，水面による冷却のほか，
風の影響も考えられる。

また開花日観測地点に最も近い気温観測値を開花
日別に平均したところ，3 月 25 日が 19.2℃，26 日
が 18.7℃，27 日が 18.1℃であった。ここで各開花
日の平均気温に有意差があるかを調べるため，分散
分析を行ったところ，p＜0.01 で有意であり，各日
内の気温値のばらつきも小さかった。なお 3 月 28
日の開花地点は少ないため，分散分析には含めてい
ないが，平均気温は 17.6℃であった。よって 1 日の
開花日の差で約 0.5℃～0.6℃の気温の差が生じてい
るといえる。また開花日の早い地域が商業地域，遅
い地域が郊外の市街化調整区域といった形で，開花
日の分布は都市地域の形態ともよい対応を示してい
る。

以上のことから，ソメイヨシノの開花日の分布は
ヒートアイランドの影響を受けていると考えられる。
3.2　開花プロセスの調査による検証

2002 年の開花日は熊谷地方気象台（以下気象台と
記す）が 3 月 17 日，郊外が 3 月 20 日であった。こ
こで，気象台と郊外における 2 月 1 日以降の気温推
移を図 6 に示す。3 月上旬以降，10℃を超える気温
の高い日が多くなり，花芽の成長が急速に進んだと
推察される。気象台の気温は郊外より約 0.5℃～1℃
高く，花芽の成長が早い傾向がみられた。これには
ヒートアイランドの影響が考えられる。

表 1 は，気象台と郊外において，図 4 で示した
花芽の発育段階の評点に到達した日と，その日まで
の日平均気温 5℃以上の有効積算温度を示す。有効
積算温度は，植物の生長に有効な最低温度以上の値
を積算したもので，ここではΣ（t－5）℃で表される。

図 5　 熊谷市における 2001 年のソメイヨシノの開花日及び 4 月 17～18 日の平均気温の分布
（松本・福岡 17）を加筆・修正）．

 実線は 0.5℃ごとの等温線．
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各評点の到達日をみると，花芽の発育は 3 月に入
ってから顕著で，気象台の方が早い傾向がみられた。
また，評点 1 の「花芽膨張始め」では，到達日が気
象台と郊外とで 7 日の差があるが，評点 2 の「花芽
膨張期」，評点 3 の「花蕾抽出始め」，評点 4 の「花
蕾抽出期」となるに従って，差は小さくなっている。
結果的に評点 5 の「開花日」は 3 日の差であった。
Σ（t－5）℃は気象台の方が郊外より，増加の割合が
大きくなっている。よって各評点の到達日には気象
台と郊外とで差があるが，到達に必要な積算気温で
は両者は比較的近い値を示している。よって，両者
のΣ（t－5）℃の変化傾向は花芽の成長過程に対応し
ているといえる。

結果的に開花日までのΣ（ t－5）℃は気象台で
139.9℃，郊外では 132.6℃となっている。よって，
開花に必要な積算温度は近似しており，ヒートアイ
ランドの影響で積算温度の推移に差が生じ，それが
花芽の成長にも影響を与えている，と結論される。
3.3　都市の高温化に伴う開花日の経年変化

ここでは経年的な温暖化による開花日の早まりの
うち，都市の高温化がどの程度影響しているのかを
2.1 で述べた概念に基づき検討した。この概念はま
だ仮説の段階であり，気温や開花日の関係を示すデ
ータや事例が不十分であることを踏まえたうえで考
察を試みた。
3.3.1　 熊谷地方気象台における開花日と 3 月平均

気温の経年変化
図 7 は熊谷地方気象台におけるソメイヨシノの

開花日と 3 月の月平均気温の経年変化を表してい
る。年々の気温の上昇に伴い，開花日が早くなって
いる。

1930 年～2002 年で平均して開花日は 8.1 日早く
なり，気温は 2.05℃上昇している。特に 1980 年代
以降の開花日の早まりが顕著である。ここで 3 月の
月平均気温を X，開花日を Y とすると，両者の関係
は以下の回帰式（1）で表される。 

Y＝58.91－3.73X （1）

　　Y：開花日（3 月 1 日を 1 として起算）　
　　X：3 月の月平均気温（℃）
　　相関係数 R：－0.87；有意水準 99.9％

式（1）から，3 月の月平均気温が 0.21℃の上昇す
るごとに，開花日が 1 日早まる計算になる。

なお開花日と相関の高いのは，どの時期の気温か
は古くから研究事例があり，大後・鈴木 8）によって
まとめられている。例えば関東地方では，坂本 21）が
宇都宮地方気象台における開花日が 2 月 20 日～4
月 4 日の平均気温と相関が高いとし，以下の関係式
を求めている。

図 6　 熊谷地方気象台と郊外における 2002 年の花芽
成長期間における日平均気温（5 日移動平均値）．

表 1　 熊谷地方気象台と郊外における 2002 年の花芽 
成長の各評点到達日と成長期間における日平均
気温（t）が 5℃以上の有効積算温度〔Σ（t－5）℃〕．

評点
地点 1 2 3 4 5

熊谷地方
気象台

63.1℃
（3/3）

87.3℃
（3/10）

105.4℃
（3/13）

122.2℃
（3/15）

139.9℃
（3/17）

郊外 64.5℃
（3/10）

94.9℃
（3/15）

102.9℃
（3/16）

119.5℃
（3/18）

132.6℃
（3/20）

図 7　熊谷地方気象台におけるソメイヨシノ開花日と 3 月平均気温の経年変化（1930 年～2002 年）．
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Y＝22.43－3.01X （2）

　　Y：開花日（3 月 25 日より起算）
　　X：平均気温℃（2 月 20 日～4 月 4 日）
　　平均誤差：±0.8 日

同様に青木・田鹿 22）は東京の中央氣象臺（現東京
管区気象台）において，以下の 2 つの関係式を求め
ている。

Y＝35.87－4.41X （3）

　　Y：開花日（3 月 25 日より起算）
　　X：平均気温℃（2 月 16 日～3 月 31 日）
　　平均誤差：±0.8 日

Y＝29.35－3.51X （4）

　　Y：開花日（3 月 25 日より起算）
　　X：平均気温℃（2 月 26 日～3 月中旬）
　　平均誤差：± 2.0 日

以上の関係式は 2 月の気温については計算に入れ
る期間が短く，日々の値も小さいため，3 月の気温
が式に占めるウェイトが大きくなる。また式（1）～
式（4）の傾きは近似している。よって一定期間の気
温と開花日との関係式として，3 月の平均気温を用
いるのは妥当といえる。上記以降，開花日と 3 月の
平均気温との相関が高いとした関係式ももとめられ
ている（例えば中央氣象臺大阪支臺 23），丸山 24））。

なお北海道，東北の一部や標高の高い地域では，
開花日が 4 月下旬以降になり，3 月の平均気温との
相関が低くなることが多い。こうした地域的な開花
日の違いについて，中原 25）は，気候と密接な関係に
ある緯度，経度，標高を用いて以下の関係式を求め
ている。

Y＝ 93.883＋5.729（φ－35°）－ 
0.162（λ－135°）＋1.606h （5）

　　Y：開花日（1 月 1 日より起算），
　　φ：緯度，λ：東経，　h：標高

因みにこの式を用いて，熊谷，東京，宇都宮にお
ける開花日を計算すると，各々 4 月 10 日，4 月 7 日，
4 月 12 日となる。1961 年～2011 年の開花日の平均
は，熊谷 3 月 30 日，東京 3 月 27 日，宇都宮 4 月 2
日であり，3 地点とも開花日は中原の計算値より 10
日ほど早いが，地点間の差は計算値と近似している。
よって熊谷における開花日と気温との関係は，東京，
宇都宮の傾向と近似しているものと考えられる。

3.3.2　 熊谷地方気象台における開花日と 3 月平均
気温の局地差

3.2 の 2002 年の結果では，開花日が 3 月 17 日の
気象台と 3 月 20 日の郊外の 2 地点における 3 月平
均気温の差は 0.75℃であった。よって 1 日の開花日
の差で 0.25℃の気温差が計算される。また両地点に
おける前年 2001 年の開花日の局地差も 3 日で，3
月平均気温の差は約 0.72℃であった。

3.1 の 2001 年の結果では 4 月 17～18 日の調査で
気温差が 1.6℃で，開花日 1 日につき，気温は 0.5℃
～0.6℃の差がばらつきも少なく生じていた。気温
調査の時期が違うので単純に比較はできないが，
2001 年も開花日 1 日につき 0.2℃～0.25℃前後の 3
月平均気温の差が生じている可能性は高いと考えら
れる。
3.3.3　 開花日と 3 月平均気温の局地差から経年変

化への置換
開花日と 3 月の月平均気温との関係は，気象台の

経年変化では開花日 1 日の早まりにつき 0.21℃の気
温上昇，観測における局地差では 0.2℃～0.25℃の
気温上昇が計算された。よって経年変化と局地差と
で，気温上昇の値は近似しており，両者を置換して
評価することも可能であると考えられる。すなわち
1930 年～2010 年で平均して開花日は 8.1 日早くな
り，気温は 2.05℃上昇しているが，このうち少なく
とも開花日は 3 日分が都市の高温化による早まり
で，その気温上昇分は 0.63℃であると見積もられる。
なお江原 26）は 1940 年ころの熊谷市近辺におけるソ
メイヨシノの開花日を調査し，市内では家屋の影響
などで郊外より早く開花することがあり，市域内で
1 日～1 日半位の開花日の違いが生じうることを述
べている。

以上のことから考察すると，経年的にみても熊谷
市の都心部ほど気温上昇に伴い，開花日が早くなっ
ているといえる。これは市街地の形態や土地利用の
変化などの，都市化による高温化がもたらした影響
であると推察される。

なおこの置換の方法は，奥秩父におけるクワの開
葉の事例に，植物季節と年々の気温との関係を，水
平的な温度差に置き換えて温度の局地差とした研究
として，吉野 10），27），吉野・福宿 11），28）によっても試
みられている。今後さらに検討して植物季節の温暖
化影響評価にも応用していく必要がある。

4．おわりに

全国諸都市の植物季節の変化は，地球温暖化の影
響のみで評価されるケースがしばしばみられる。今
回は中小都市である熊谷市（当時人口約 15.9 万人）
を例に検証したが，植物季節を観測している気象官
署が都市域にある場合，少なからず都市の高温化の
影響を検討する必要がある。そのためには都市化に
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よる気温上昇を考慮に入れ，ヒートアイランドの評
価を行うと同時に，植物季節の分布や経年変化につ
いて観察にもとづく慎重な評価が必要であろう。

最近の気象観測技術の進歩により，農業面では植
え付け適期の選定や霜害の予測などが容易にできる
ようになり，植物季節の実用性が少なくなったとい
われる。また，エアコンなどの普及により，季節を
コントロールできるようになり，植物季節に対する
人々の関心が薄くなってきたともいわれている。気
象庁で行われている植物季節観測は，最近の観測業
務の簡素化や測候所の無人化の影響もあり，縮小や
観察種目が減少する傾向にある。果たしてそれでよ
いものであろうか？

一方植物季節観測は，身近な地域の環境を安価で
わかりやすく理解できる指標で，広く一般に応用で
き，環境モニタリングや環境教育の教材として有効
となりうる。例えばソメイヨシノの開花は国民の関
心事でもあるので，市民レベルや NPO 活動で開花
日の観察ネットワークをつくることも有効である。
その方法の一つとしてインターネットによる全国規
模での調査活動や，海外との連携も可能であろう。
今後，植物季節観測を用いた環境評価や研究がさら
に発展することを期待したい。
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