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まえがき

本報告書は、環境庁より委託を受け、ヒートアイランド現象抑制対策手法検討委

員会において検討した結果を取りまとめたものである。

近年の著しい都市化の現象として、人間の活動によるエネルギー消費は増大し、

地表面上の人工物の増加に伴い、緑地や水面などの自然物が減っている。それらの

現象は都市の気候にも影響を与え、生活の質にも大きく関係してくる。都市の気候

への影響でもとりわけ実感されるのは、「ヒートアイランド現象」と呼ばれる都市

域の高温化であり、良く知られた現象である。このヒートアイランド現象は都市化

の進行状態等により異なることが知られており、以前は大都市において観測される

程度であったが、現在は様々な都市で観測されており、夏季の気温における影響が

指摘されている。

この現象は様々な都市の要素が関わっているため、現象の解明や評価方法など、

未解明な部分もあるものの、欧米ではヒートアイランド現象抑制のための対策が実

施される方向にある。しかし、国内ではヒートアイランド現象が各地で確認されて

いるものの、自治体がヒートアイランド対策に取り組もうとした場合、具体的に必

要な手法などを分かりやすく体系的に整理した資料はない状況である。

このような背景を踏まえて、本検討委員会では、地方自治体がヒートアイランド

現象抑制のための対策に取り組む際に役立つような手法の体系的な整理を目的とし

て検討し、その成果を取りまとめたものである。

平成１２年３月

ヒートアイランド現象抑制対策手法検討委員会
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はじめに

(1) ヒートアイランド現象とは？

都市部の地表面における熱収支が、都市化に伴う地表面の改変（地面の舗装、建築

物）などにより変化し、引き起こされるものを都市熱環境問題というが、このように

熱収支の変化により、都心域の気温が郊外に比べて高くなる現象をヒートアイランド

現象という。これは、地表面の改変、人工排熱の増大が大きな原因とされている。

都市熱環境問題の主なものをいくつか述べる。まず頭に浮かぶのが、夏場の都市の

不快さの問題である。これは、人工被覆による輻射の増大（アスファルト路面の照り

返し）、屋外の人体の熱授受の変化により体感温度が変化するために起こる。

これが都市部の高温化に伴い夏場の冷房用電力消費の増大につながる悪循環を引き

起こしていることも問題である。

別の問題としては、地表面の改変に伴い蒸発量の減少による都市の乾燥化の問題が

ある。埃、粉じんが舞うなどの不快さとともに、花粉症などの症状をひどくする（花

粉が地面に固着しないで、舞い上がる）状況を引き起こす。

また、冬場の大気汚染を深刻化させるなどの問題を引き起こす原因にもなっている。

このように都市の熱収支の改変による都市特有の気候の形成により、生活環境やエ

ネルギー消費などの面で様々な問題がおこっている。以上のようなヒートアイランド

現象に象徴される都市大気環境問題については、詳しくは第１章でまとめている。

(2) 環境問題の中でのヒートアイランド対策の位置づけ

ヒートアイランド対策の方向性は、大きく分けると次の２点になる。

①人工排熱の削減

②人工被覆の改善（地表面の熱収支バランスの改善、都市の快適性の向上）

このうち、人工排熱の削減は、地球温暖化防止対策、省エネルギー対策の施策とし

ても、具体的に施策を進めていくことができると考えられる。 また、人工被覆の改

善は、都市環境整備の面においてかなり施策を進めることができると思われる。例え

ば、都市緑化、建物緑化、保水性舗装道路などは、都市の景観、快適性の面からも既

に進められているものである。

さらに、他の施策の中で実施されている対策とは別に、ヒートアイランド対策とし

て、独自にやるべき対策としては、

・熱環境制御の観点からの建物配置等の総合的な対策（計画、計測）

・反射率の向上
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などが、考えられる。

このように主な対策は、地域環境施策や地球温暖化施策などで進められていくと考

えられるが、ヒートアイランド対策として、現状把握、対策効果の評価などのフレー

ムを今後確立する必要があると考える。

さらに、ハード的な技術導入に加えて、ソフト面での対策を進めていくことも重要

であると考える。具体的には、環境影響評価でヒートアイランド対策を取り扱う方法

を明確にしていくなどが必要である。なお、個別のハード対策の導入を考える場合、

その導入のための評価指標、評価方法を明確にして、ヒートアイランド対策の取り扱

いを自治体サイドで明確に意識できるようにすることが重要である。

(3) 報告書全体の構成とポイント（中心となる視点として何をまとめたか）

本報告においては、自治体から求められている情報と、研究サイドで明確になって

いる事項をあわせて、今後マニュアルとして提示できる内容の検討を行った。各章で

のポイントを示すと以下のようになる。

・第１章：都市気候、ヒートアイランド現象の概要を示した。「自治体として知って

おくべき事項は何か？」「研究サイドとしてどこまで断定できるか？」と

いう視点で、議論を行いまとめたものである。

・第２章：気象観測についてまとめたものである。都市熱環境という視点から、気象

観測について、自治体担当者が 低限知っておくべき事項をまとめたもの

である。

・第３章：都市の熱環境問題を扱っていく評価方法をまとめたものであり、ドイツで

策定されている評価手法を参考にしているものである。

・第４章：ヒートアイランド対策として考えられるものを一覧としてまとめた。自治

体がどのような施策展開の中で、各対策を扱うことができるかの検討も併

せて行った。

・第５章：地方自治体における施策事例として、いくつかの自治体の環境基本計画等

において、ヒートアイランド対策がどのように位置づけられているかをま

とめた。

・第６章：今後、ヒートアイランド対策を推進するために検討が必要な課題をまとめ

た。
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