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ヒートアイランド現象の緩和
緑には、気温の低減効果があり、都市活動による人工排熱の増加や地表面被覆の人工化、都市形態の
高密度化などを原因とするヒートアイランド現象の緩和に貢献しています。

都市をとりまくヒートアイランド現象の現状
ヒートアイランド現象の現状
ヒートアイランド現象とは、都市の中心部の気温が郊
外に比べて島状に高くなる現象であり、近年都市特有の

◉関東地方における30℃以上の合計時間数の分布
（5年間の年間平均時間数）

環境問題として注目を集めており、大気に関する熱汚染
とも言われています。
気象庁によると日本では、都市化の影響が少ないと考

1980年〜
1984年

えられる地点の平均では、年平均気温が 100 年あたり約
1.5℃の割合で上昇しているのに対し、主要な大都市では
年平均気温が約 2 ～ 3℃の割合で上昇しており
（統計期間：
、大都市では、地球温暖化の傾向に都
1931 ～ 2010 年）
市化の影響が加わり、気温の上昇は顕著になっているとい
えます。東京周辺では 30℃以上となる時間数は、1980 年

2008年〜
2012年

代前半には、年間 200 時間程度でしたが、20 年後には
約 2 倍となり、その範囲も郊外へ広がっています。

出典：
「ヒートアイランド現象緩和に向けた都市づくりガイドライン」国土交通省,平成25年

ヒートアイランド現象の原因
ヒートアイランド現象の主な原因としては、以下の 3 つ

した緑地等が減少したことにより、熱の拡散や換気力を

があげられ、これらの対策が求められています。

低下させ、また夜間の放射冷却が阻害されているため、

①人工排熱の増加：空調機器や燃料の燃焼に伴って発

熱が溜まりやすくなっている。

生する熱の大部分を占める「顕熱」が大気を暖めている。

◉ヒートアイランド現象が起こる3つの原因

②地表面被覆の人工化：アスファルト、コンクリート舗装
は夏季には表面温度が 50 ～ 60℃程度まで達し、日中
に蓄えられた熱は、夜間の気温低下を妨げている。
③都市形態の高密度化：中高層の建物が増加し、連続

人工排熱の増加

都市形態の高密度化

地表面被覆の人工化

出典：「ヒートアイランド
現象緩和に向けた都市づ
くりガイドライン」
国土交通省 , 平成 25 年

｢ヒートアイランド対策大綱｣の改定
我が国では、従来「ヒートアイランド対策大綱」（平成
16 年）に基づき、総合的に対策を実施してきましたが、

◉5つのヒートアイランド対策
対策の目標

主な内容

1.人工排熱の低減

省エネルギー・交通流対策の推進、未利用エネルギー等の利用
促進による人工排熱の低減

対策大綱の見直しを行い、見直された大綱では、①人

2.地表面被覆の改善

工排熱の低減、②地表面被覆の改善、③都市形態の改

都市緑化等による温室効果ガスの吸収、都市域における水と
緑の空間確保

3.都市形態の改善

都市の緑の保全、
風の道の確保、
水と緑のネットワーク形成の推進

4.ライフスタイルの改善

クールビズ・ウォームビズの推進

さらに対策を強化するため平成 25 年にヒートアイランド

善、④ライフスタイルの改善に加え、⑤適応策の推進に
ついても対策として位置付けています。
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5.人の健康への影響等を 事業者や住民等が行う緑化活動の普及・推進
軽減する適応策の推進

都市緑化のヒートアイランド現象緩和効果
緑の気温低減効果とクールアイランド効果の検証
都市の緑は、ビル等のコンクリート構造物から発生す

埼玉県では、市街化が進展しヒートアイランド現象が

る顕熱を減らすとともに潜熱を増やすことで、大気の温度

顕在化している地域を対象に、地域内に残されているまと

上昇の抑制に寄与しています。さらに、植物の蒸散作用

まった緑地等について、クールアイランド現象を確認する

により、まとまった緑地は島状に冷気が集まる「クールア

ため調査を実施しました。

イランド」を形成します。緑地については、分散して配置

調査の結果、緑地と河川は、周辺地域に比べ温度が

した方が冷却効果がより広範囲に及び、また緑地の連続

低く、クールアイランドが形成されていることが確認されま

性を確保することで、気温の低い領域が連続する効果が

した。さらに、緑地や河川の風下にも低温域が認められ、

期待できます。

冷気の滲み出し現象が起きていると考えられました。

◉緑地規模と緑地配置の違いによる平均気温の違い
緑地規模の比較

緑地配置の比較

◉埼玉県内の温度分布
2007年8月16日
午後2時の気温分布

温度 (℃)
高：42

さいたま市

低：31

緑地面積：40,000㎡ 緑地面積：360,000㎡

集合型

分散型

◉緑地と河川の気温低減効果

埼玉鴨場と元荒川周辺の温度分布図

平均気温32.29℃ 平均気温31.73℃

平均気温32.19℃ 平均気温32.02℃

2007年8月14日
午後1時半の気温分布

2km四方の領域を対象とした100mメッシュによるUCSS

冷気の
滲みだし現象

（都市気候予測システム）
のシミュレーション結果に基づく
出典：
「ヒートアイランド現象緩和に向けた都市づくりガイドライン」
国土交通省,平成25年

出典：埼玉県環境科学国際
センター提供資料に加筆

緑地からの冷気を導く「風の道」の形成
都市におけるヒートアイランド対策としては、地表面被

トアイランド現象緩和に向けた都市づくりガイドライン」

覆の改善等に加え都市を流れる風の活用による地上付近 （平成 25 年）をとりまとめています。
の都市空間の通風・換気が重要です。
これには、都市形態を改善し、海や山、緑地等のクー

◉緑地からの冷気の移流・にじみ出しを導く
「風の道」

ルアイランドからの風を都市空間内に導き、地上付近の
都市空間の通風・換気に有効となる連続したオープンス
ペース（緑地や河川、街路樹等）を「風の道」として確
保することが重要です。
国土交通省では、「風の道」をはじめとするヒートアイ
ランド対策に関する都市づくりの技術的資料として、
「ヒー

「ヒートアイランド現象緩和に向けた都市づくりガイドライン, 国土交通省,平成25年」に加筆
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2. ヒートアイランド現象の緩和

屋上緑化による緩和効果
屋上等を緑化することにより、緑化土壌の断熱作用や、

◉国土交通省屋上庭園と周辺のサーモ画像

植物自体が日射を遮ることによる屋内の温度上昇抑制や

平成20年8月9日撮影

省エネ効果だけでなく、植物の蒸散作用によって屋外空
間の温度上昇を緩和する効果も期待できます。
国土交通省では、都市における緑の有効な確保手法と
して、屋上緑化の普及推進を実施しています。霞が関の
官庁街では、平成 12 年度の国土交通省屋上庭園（中
央合同庁舎第 3 号館）の整備にはじまり、その後、積極
的な屋上緑化の整備を進めてきました。面積にして、約
14,500m2、テニスコート約 55 面（260m2/ 面）の屋上
緑化がなされています。
屋上緑化の効果を視覚的にわかりやすく把握するため、

画像A：建物屋上の最高温度：47.6℃ 建物屋上の最低温度：29.8℃
屋上のタイル面
（図中の1の範囲）
の表面温度が44.5℃であるのに対して、
屋上
緑化の芝生部
（図中の2の範囲）
の表面温度の平均は33.3℃でした。
その差は、
（画面中の表面温度が低くなっている2箇所は、
資材の材質の放射
11.2℃です。
率が低いため、
実際より温度が低く表示されている。
）

夏季に、霞が関の上空からの熱画像等の撮影を実施しま
した。当日の気温は 13 時時点において、32.1℃（大手
町）でした。屋上緑化していない部分と屋上緑化の部分
では、
最大で 17.8℃程度、
平均で 11.2℃程度の温
度差が見られました。

画像B：黒く塗りつぶした部分は、
画像Aのうち、
気温
（32℃）
より低い箇所を抽出したものです。
地上の緑地や屋上緑化等
のうち、
高木等によって日陰となる部分では、
表面温度が気温
よりも低くなっています。

国土交通省屋上庭園の空中写真。
建物面積のおよそ3割が緑化されています。

軌道敷の芝生緑化による緩和効果
屋上や壁面に留まらず、都市の様々な空間で緑が創出
されています。

停で市電を待つ利用者等が涼しさを感じることができるよ
うになるなど、ヒートアイランド現象緩和の効果が期待で

鹿 児 島 市の路 面 電 車の軌 道 敷は、約 35,000m 、 きると考えられます。
2

8.9km の規模を芝生化しています。ヒートアイランド現象
の緩和や沿線騒音の低減をはじめ、都市景観の向上、う

◉緑化の事前と事後での温度差

るおいと安らぎの空間の創出に大きく寄与しています。
夏、晴天時の表面温度を芝生軌道整備の事前と事後
で 測 定したところ、
緑 化した 軌 道 敷 内
で 17℃～ 18℃、緑
化した中央分離帯で
24℃低くなりました。
既設の路面電車の軌道敷を芝生化した鹿児島市市電
提供：鹿児島市
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芝生軌道を整備す
ることで、夏季に電

提供：鹿児島市

都市緑化を推進する制度
民有地の緑化を推進し都市の緑を確保
◉名古屋市の制度導入後の緑の確保量

都市の緑を確保していくため、平成 16 年の都市緑地
法改正において、1,000㎡以上（条例で 300㎡まで引下

80
（ha）80

げ可）の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積

60
60

の緑化率の最低限度を都市計画に定める「緑化地域制

40
40

50

45
34

36

2010

2011

25

度」が創設されました。

20
20

名古屋市では、民有地の土地利用の転換等により緑

00

地が失われている現状を踏まえ、市内の緑化を進めるた

2008

2009

2012

名古屋市
2013（年度） 資料より作成

◉名古屋市の緑化地域指定状況

め、平成 20 年に緑化地域を都市計画に定めました。こ

市域の大半に緑化地域を指定
し、緑化率を、用途地域等に応
じて 10 〜 20％と定めています。

れにより、年平均約 40ha の緑が確保されています。
緑化地域制度は、名古屋市のほかに横浜市、世田谷

出典：
「緑化地域制度の
概要」名古屋市

区、豊田市で取り組まれています。

身近な緑の効果

66

暮らしの中の緑の快適性

「緑のカーテン」の室温低減効果
福岡市庁舎では、「緑のカーテン」による室内温度の

建物内の温度を低く保ち、都市の省電力化に効果を発
揮する「緑のカーテン」が注目されています。

低減効果を調査しました。８月の休日（空調非稼働日）

「緑のカーテン」は、日射を遮り室内の温度を 2℃程

に、緑のカーテン実施箇所と実施していない箇所で室内

度低減する効果があり、都市の省電力化に資することが

温度を計測したところ、室内温度が 1.4 ～ 2.7℃低く抑え

期待できます。

られ、室内温度の低減効果を確認できました。

◉緑のカーテンの有無による室内温度の差
℃ 34

緑のカーテンあり
緑のカーテンなし

32

30
28
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
（床上1.2m、
10分間平均値 2007年8月12日）

提供：福岡市

福岡市提供資料より作成

緑陰の快適性を示す体感温度
夏場、木陰に入ると涼しさと快適さを感じます。木陰と
街なか（アスファルトの場所等）の体感温度を計測したと
ころ、15℃の差を記録しました。体感温度の数値を改め
て見ると緑の効果を実感できます。

福岡市庁舎の緑のカーテン

◉温度差が最も大きい、 夏場午後３時の体感温度
℃ 45
40
35

2013年8月1日 午後15:00
アスファルトの場所の体感温度：47℃
緑陰の体感温度：30℃
東京千代田区大手町の気温：31.9℃

30
「居心地メーターと居心地ナビのご案内,
（公財）都市緑化機構」
より作成

25
3:00

7:00

11:00

15:00

19:00

23:00 （時）
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