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第４章 ヒートアイランド対策手法

４－１ ヒートアイランド対策の方向性

(1) 対策を進める方向性

都市の熱収支の改変を抑制し、ヒートアイランド現象の抑制、さらに都市の生活

環境の改善を行う対策の方向としては、以下のようなものが考えられる。

①都市の人工排熱を削減する

都市の熱収支バランスを崩す要因の一つである人工排熱を抑制する。人工排

熱削減の具体的な対策の方向としては、

・エネルギー消費機器の高効率化（消費エネルギーの削減）

・人工排熱の有効利用（エネルギーのカスケード利用）

などである。

②地表面被覆の改変による熱収支変化を少なくする

地表面の熱収支バランスを崩す要因の一つである人工被覆を改良し、より自

然に近いバランスを取り戻す。地表面被覆の改善の主なものとしては、

・反射率の向上

・地表の保水性の確保（保水性舗装、緑化、水面の復元・創出）

などである。

③都市の構成、あり方自体を変えていく

熱収支バランスをより自然に近い状態に維持できるような都市構造、建物配

置を実現していく。風の道、水の道などの配置により、都市気候を改善してい

くことなども考えられる。また、都市部への集中を緩和する方策も必要である

と考えられる。

人工排熱の削減 地表面被覆による

熱収支変化の軽減

熱収支バランスを

自然状態に維持

図４－１ ヒートアイランド対策の方向性
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(2) ソフト面での対策

ヒートアイランド対策を進めていく上では、各対策技術の導入というハード的な

対策に加え、施策展開を含めたソフト的な対策が必要である。

快適な生活環境の実現

ハード的対策 ソフト的対策

ヒートアイランド対策

図４－２ ソフト的な対策

考えられる主なソフト的対策をまとめると以下のようになる。

(a) 環境基本計画等への反映

環境基本計画、地域環境管理計画などの地域の基本計画に、ヒートアイランド

対策の推進を盛り込んでいくことが必要であると考えられる。対策に取り組むこ

とを明記することにより、施策体系の中での位置づけを明確化することができる

とともに、具体的な対策を実行していく上での根拠になる。

（記述例）「ヒートアイランド現象の抑制」

「ヒートアイランド対策により、省エネルギーと快適な生活環境

の実現」

さらに、基本計画に基づく、具体的な実施計画（行動プラン等）の段階におい

て、より具体的な実施項目を盛り込んでいく必要があると考えられる。

（記述例）「○○通りの道路改修においては、保水性舗装を行い、周辺の熱

環境の評価を実施する」

「市街地の緑化率を○○％に向上させる」

「熱環境マップの作成（気候機能分析マップの整備）」

(b)地球温暖化防止実行計画への反映

地球温暖化対策推進法に基づいて、各地方自治体は、今後温暖化防止のための

実行計画を策定していく必要がある。この実行計画の対策項目の一つとして「ヒ

ートアイランド対策」を位置づけていくことも必要である。

温暖化防止実行計画の中で、ヒートアイランド対策にもなるものは、各種の省
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エネルギー対策が中心になると考えられる。

(c)道路、施設整備における配慮

地方自治体において、道路整備、自治体施設の整備に関し、率先実行として具

体的な対策を実施していく。例えば道路整備においては、保水性舗装を積極的に

進めていくことなどがある。具体的にモデル地区を設定し、モデル事例を構築し

ていくことも考えられる。

また、具体的な対策を進めていく上では、環境部局、建設部局などの関係部局

が、ヒートアイランド現象と対策について、共通した認識と情報を持っている必

要がある。

(d)環境影響評価の実施

環境影響評価において、施設整備による「体感気温の変化」、「人工排熱量」

などを評価項目として評価を実施していくことが考えられる。アセスメントにお

いて評価を実施するための、評価指標・評価基準、評価手法を構築していく必要

がある。

(e) 評価指標、評価手法の開発・確立

環境影響評価だけではなく、施策を進めてく上でも、対策導入効果の評価を行

うことは極めて重要である。現状では、これらの評価を行うための手法や評価指

標が未整備であり、今後これらを明確にしていく必要がある。

・環境指標の中で、都市熱環境を評価する指標の明確化

環境をあらわす指標（排熱量、体感気温、緑被率、水面の面積など）

対策の効果をあらわす指標

・対策導入効果の推計方法の確立

※ヒートアイランド現象をあらわす指標として、１章で解説した「ヒートアイラ

ンド強度」があるが、これは都市全体でのヒートアイランドの状態をあらわす

もので、個別の施策・対策の効果を評価することは困難であると考えられる。

(f)基礎データの収集

各施策効果の定量的評価に必要なデータの整備を行っていくことが必要である。

自治体の環境情報システムの中で、ヒートアイランド関連の監視項目が強化でき

ることが望ましい。比較的収集しやすいデータとしては、都市の人工排熱分布や、

都市の気象データなどがあり、気候機能分析マップ（３章参照）の整備なども大

都市においては必要となることも考えられる。また、現状の緑被調査では航空機
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写真の目読が主であるが、都市内の詳細な緑、土地被覆(舗装状況など）の調査も

必要であると考えられる。これらの情報には、GISを活用した情報管理が有効であ

ると考えられる。

(g) 普及啓発

「ヒートアイランド現象」については、夏場の都市の不快さなどから、イメー

ジとしては一般に浸透しているが、より具体的な知識や対策のための情報は、必

ずしも普及していないと考えられる。上記の各種ソフト的対策と並行して、ヒー

トアイランド現象に関する情報の普及を行っていく必要がある。

・市民への普及啓発（省エネルギー対策、地球温暖化防止対策の一環として）

・事業者への普及啓発

・自治体内担当部局等への普及啓発

(3) 評価手法、計画策定ノウハウの確立の重要性

(a)評価手法

環境政策の中で、都市熱環境問題を明確に意識していくためには、それぞれの

対策の導入効果を、都市熱環境の観点から定量化するための評価方法が必要であ

る。そのためには、

・対策メニューの整理

・個々の対策の導入効果の評価手法の明確化

・都市環境の評価指標の明確化

・人工排熱量

・エネルギー消費量

・体感温度（快適性） など

などを検討していくことが重要である。

個別の対策の効果を評価する個別対策評価手法と、それぞれの対策が積み重な

って、都市全体の熱環境がどれだけ改善されたかという総合評価手法の両面を確

立していく必要がある。第３章で紹介している方法は、この総合的評価のための

方法のひとつである。

(b)計画策定

地域環境計画、地球温暖化防止計画、都市整備計画などのそれぞれの地域施策

の中で、ヒートアイランド対策をどのように扱っていくかのノウハウを一般化し

ておくことが必要である。

・環境影響評価において、都市排熱低減、都市快適性の評価方法の導入
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・都市マスタープランにおける対策との整合性

・地域環境計画の中での対策の明確化

・指針、規定などの策定、策定手法

・緑化指針

・評価技術、評価手法の開発

導入可能な対策
(技術面、コスト面の両面で導入可能なもの)

自

導入評価手法 基礎データ
施策展開 治

施策体系の中での位置づけの
体 明確化

予 算

図４－３ 自治体が施策を進める上で必要なもの
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４－２ 主なヒートアイランド対策

(1) ヒートアイランド対策メニュー

４－１の対策の分類に従って、具体的な対策を整理すると以下のようになる。

(1) 人工排熱量の低減

①設備の省エネルギー
・エネルギー消費機器の高効率化

・ＯＡ機器
・家庭用電気機器
・照明器具

・エネルギー消費機器の 適利用
・ 適制御システム

・空調システムの高効率化
・コージェネレーションの導入
・高効率ボイラーの導入
・吸収式冷凍機のＣＯＰ（成績係数）向上
・高性能ヒートポンプの導入
・燃料電池の導入
・自然通風の利用

・空調システムの適切な運転
・室外機の適正配置、冷却塔の使用
・夜間のシステム運転の自粛

②建物の改良
・建物の断熱（材質、断熱材、窓ガラスの断熱）
・建物の緑化、保水性建材の適用による熱負荷低減
・屋根材、壁材の代替による反射率の改善（建物の熱負荷の低減）

③自然エネルギーの利用
・太陽熱利用
・太陽光発電
・ハイブリッド化（複数自然エネルギーの併用）

④未利用エネルギーの利用
・未利用用水の利用（海水、河川水、下水等）
・都市排熱の利用（工場、地下鉄、ビル、発電所、変電所等）
・廃棄物からのエネルギー回収（廃棄物発電、熱供給）

⑤地域対策
・地域冷暖房

・建物排熱の地域レベルでの集中管理
・交通需要マネジメント（ＴＤＭ）
・都市交通量の低減

・乗り入れ規制
・パークアンドライド
・自転車の利用促進

・低公害車の導入（低燃費自動車、ハイブリッド自動車等）
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(2) 地表面被覆の改善
①舗装材改善

・反射率の改善
・保水性の改善

②反射率
・建物の反射率改善（淡色化）
・窓ガラスの反射率改善

③緑化
・公園緑地、森林の保全・整備
・河川の保全・自然護岸化
・建物緑化（壁面緑化、屋上緑化）
・沿道緑化（街路空間の緑化）
・庭の植樹

④水面
・河川の開きょ化
・公園における水面の設置

(3) 都市形態の改善
①風の道・水の道の積極的利用

・建物配置等の改善
・風系、水系、地形等地域特性の利用

②エコエネルギー都市の実現
・エネルギーのカスケード利用（例えば、ガスタービンエンジン等の

高温排熱は発電・空調などに利用し、さらにその排熱を給湯などに
利用し、高温から低温排熱まで、段階的にエネルギーを有効に用い

ること）
・熱輸送ネットワークの導入

③循環型都市の形成

（エネルギーの有効利用、物質のリサイクル・有効利用を総合的に実現した環境

共生都市）

(2) 各対策の導入主体、導入スケール

それぞれの主な対策の導入規模、主体をまとめると表４－１のようになる。
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図４－４ 主なヒートアイランド抑制対策
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(3) 将来的なヒートアイランド対策技術の方向

ヒートアイランド対策のための都市環境における施策の方向性としては、以下の

ようなものを考える必要があり、それに合わせた対策技術も同時に考えていく必要

がある。

①循環型都市

廃棄物対策、リサイクル推進の施策の中で、物質やエネルギーの負荷が少ない

循環型都市を目指していく動きが大きくなっていくと考えられる。物質負荷の低

減として、建築物、都市構造物などの長寿命化などが検討されているが、これら

の検討においても、都市熱環境対策を考えていく必要があると思われる。

②エネルギーカスケード型都市

都市のエネルギー負荷の大幅な低減のためには、個々のエネルギー機器の効率

の向上のみならず、都市部に大量に賦存する低温排熱をより有効に利用し、高温

の熱から低温の熱まで段階的（カスケード的）に無駄なく利用していくことが必

要である。今後は、都市の低温排熱により駆動できる冷凍機の技術などが重要に

なってくると考えられる。

また、通産省で進められている「エコ・エネルギー都市システム(広域エネルギ

ー利用ネットワークシステム技術開発)*」(通産省ニューサンシャイン計画、平成

5～12年度）における熱の長距離ネットワーク技術についても、長期的な将来にお

いては、有効な対策になると考えられる。

*工場等の低温排熱を高効率に回収し、都心などの熱需要地に低損失で輸送し、需要形態に応じた種々の温度の熱を供給

する広域的な熱エネルギーネットワークを構築するための、エネルギー回収・変換・輸送・供給等の各種技術の開発を

行うプロジェクト

③統合的都市熱環境制御システムの構築

人工排熱量の低減、地表面被覆の改善、都市形態の改善など既存の対策技術

を地域の環境特性に応じ有機的に組み合わせることにより、ヒートアイランド対

策の 大効果が得られるように、総合的な都市熱環境の制御システムの構築につ

いて検討していく必要がある。

また、今後のＩＴ技術の高度化により、情報技術による制御が可能となると考

えられる。例えば、人工衛星リモートセンシングによる都市排熱監視、熱環境制

御などが具体化できる可能性がある。
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４－３ 地域環境施策の中でのヒートアイランド対策の取り扱い

ヒートアイランド対策を地域施策でどのように扱っていくかについて、検討会での

議論をまとめると以下のようになる。

(1) 地域環境施策の中での「都市熱環境問題」の位置づけ

・都市熱環境問題は、大気汚染、地球温暖化、都市計画・整備などの施策にまたが

る複合的な問題である。つまり、明確な区別が難しい問題である。

・このような問題に対し、自治体としてどのような施策の進め方ができるだろうか。

・前節で挙げた対策は、温暖化防止や都市計画などのそれぞれの施策の中で扱われ

る対応策と重複する部分が多い。

（対策の方向性）

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）

・人工排熱の削減対策は、基本的には温暖化防止対策、省エネルギー対策における

対策と等しく、これらの施策として進めていく中で、同時にヒートアイランド対

策としても達成できる。地域が温暖化対策を進めることにより、必然的にヒート

アイランド対策を実施していることになる。

・人工被覆の改善は、都市環境整備の面から進められている。例えば、都市緑化、

保水性舗装は、都市環境整備の一環で実施されている。また、公園、水面の確保

などの施策も進められているが、ヒートアイランド対策として意識されていない

場合が多いと考えられる。

・このように、ヒートアイランド対策は、基本的には地球温暖化防止対策（省エネ

ルギー対策）と、都市環境整備の２つの施策の中で実施されていくものが多いと

考えられる。

・ただし、これらの２つの施策の中だけでは、扱えない対策がある。

・「都市熱環境」への対応として、その他に独自にやるべき対策としては、以下の

ようなものが考えられる。

③熱環境制御対策

・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）

（都市配置、都市形態による都市熱環境制御、気候制御、風の道、水の道）

・反射率の向上

④ソフト面での対策

・環境影響評価等で、「都市熱環境問題」を取り扱う方法を明確化する

・個別のハード的な対策の導入だけでなく、評価指標、評価方法を明確にする
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・熱環境という観点からの都市計画

・地域施策として、都市熱環境問題を扱っていく場合、地球温暖化対策や都市整備

の中で、具体的にヒートアイランド抑制対策にもなる技術の導入を進めていくと

同時に、都市の熱環境制御やソフト的な対策を合わせて考えていく必要がある。

・このためには、自治体が環境計画や都市マスタープラン等を策定する上で、「都

市熱環境問題」を扱うフレーム、スキームを明確にする必要があると考えられる。

・特に、各種対策効果を総括できる評価方法、指標が必要であり、これがないと自

治体が個々の対策を導入しても、ヒートアイランド対策としての効果を定量化す

ることができない。

・４章に示すマッピングなども評価方法の一つである。

・また今後は、対策の優先順位や複数の対策の複合的な効果の評価方法などを具体

的に明示していく必要があると考えられる。

(2) 地域が行うべき施策展開の方向性

各自治体が現状で具体的に実施できる対策をまとめると以下のようになる。

・地球温暖化対策と都市環境整備の中での各種対策の導入

・各分野の省エネルギーを推進していく

・都市緑化を推進していく

・保水性舗装を推進していく

・自治体として他に行うことができる施策の検討

・環境影響評価においては、都市熱環境の観点からその対策等を検討していく。

・体感温度などのデータを整備していく。

・普及啓発

・普及、啓発の内容を検討していく。

・具体的な施策

・省エネルギーの推進－－＞・工場、事業所における省エネ法の遵守

・小規模事業所の省エネ対策の推進

（普及啓発、助成制度 など）

・緑化推進 －－＞・緑化指針作成

・助成制度

・表彰制度

・道路整備 －－＞・保水性舗装の拡大

・水面の確保 －－＞・河川の開きょ化

・公園における水面の設置




