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都市再生事業を通じた地球温暖化対策・ 

ヒートアイランド対策の展開（第２回） 
NO.8 2005.9.26 

平成 16 年 12 月に第８次の都市再生プロジェクトとして決定した「都市再生事業を通じた

地球温暖化対策・ヒートアイランド対策」に基づく取組について、今回は、その第２回とし

て東京都内４地域における具体的な取組を紹介する。

 
はじめに 
平成 16 年 12 月、都市再生本部は、第８

次の都市再生プロジェクトとして「都市再

生事業を通じた地球温暖化対策・ヒートア

イランド対策」を決定した。 

そして、このプロジェクトを推進するた

めに、平成 17 年４月、新宿、大崎・目黒、

品川駅周辺の４地域を含む、全国 10 都市

13 地域の「地球温暖化対策・ヒートアイラ

ンド対策モデル地域」（以下「対策モデル地

域」という。）を定めた。 

「対策モデル地域」では、まちづくり施

策の中で、地球温暖化・ヒートアイランド

の改善に資する環境・エネルギー対策等を

一体的・集中的に実施することにより、最

大の効果を上げることを意図している。 

プロジェクトの推進に当たっては、民間

事業者、自治体、国などが、相互に連携を

図ることが重要である。東京都は、国の「対

策モデル地域」と同時に、「ヒートアイラン

ド対策推進エリア」を決定し、都内４地域

における対策を重点的に推進する方針を明

確にしている。 

 

地域特性に即した対策の重要性 
現在東京では、過去 100 年の間に、全地

球平均約 0.6℃の約５倍にあたる、約 3.0℃

の気温上昇が観測されている。一方、他の

大都市の平均気温の上昇は 2.5℃、中小規

模の都市では 1.0℃となっている。 

2004 年においては、年平均気温が観測史

上最高の 17.3℃を記録し、真夏日の日数も

過去最高の 70 日を、また真夏日の連続日

数も 1995 年の 37 日を塗り替え、40 日を

数えている。これに伴い、熱中症の増加な

ど、人々の健康への影響も懸念されている。 

都市再生事業を通じた持続可能な都市づ

くりを進めるにあたっては、エネルギー消 

 

費構造や、地域の現況と今後の開発予定な

ど、地域特性に即した戦略的な取組が重要

となる。 

図１ 地球温暖化とヒートアイランド現象 

【地球温暖化の主な原因】 

●エネルギー使用によるＣＯ２排出増 

●その他の温室効果ガス（メタン、フロン類

等）の排出増加 

【ヒートアイランド現象の主な原因】 

●緑や水面といった自然面の減少、道路（ア

スファルト）や建物（コンクリート等）等

の人工被覆面の増加 

●エアコンや自動車等から排出される人工

排熱の増加 

●都市形態（建物幅、建物高さ等）の変化 

【地球温暖化とヒートアイランド現象の関係】

●エネルギーの大量使用は共通の原因 

（＝省エネ対策は双方に有効） 

●夏においては特に、気温上昇が、さらなる

冷房需要をもたらすという悪循環 

 

まず、地球温暖化の主要な要因であるＣ

Ｏ２排出について、東京における排出構造を

全国と比較すると、工場などの産業部門が

少なく、オフィスなどの業務部門、自動車

などの運輸部門、家庭部門が多い構造とな

っている（図２）。その中で、業務部門はＣ

Ｏ２排出量の伸び率も大きく（図３）、対策

における重要分野である。 
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図２ 部門別ＣＯ２排出量の割合（2002 年

度） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図３ 2002 年度のＣＯ２排出量の伸び率

（対 1990 年度比） 

 
部 門 90年度比伸び率 
産業部門 ▲３６．６％（減少）

業務部門  ３８．９％（増加）

家庭部門  ２３．２％（増加）

運輸部門  ２１．０％（増加）

 
ヒートアイランド現象については、平成

17 年４月に東京都が作成した熱環境マッ

プにおいて、地面の舗装状況やエアコンの

廃熱状況など、ヒートアイランド現象に係

る各要因の状況が地域毎に大きく異なって

おり、求められる対策も異なることが明ら

かになった。 

そこで、東京都内においては、各エリア

の特性に即した対策を選択することが重要

となる。 

以下、４つの「対策モデル地域」ごとの

地域特性と関連づけながら、特徴的な対策

を紹介する。 

 

都心地域 
 

[1]エリアの概要 

JR 東京駅周辺、神田、新橋、赤坂、六本

木、永田町、霞が関などを含む、約 1,600ha

が「都心地域」である。この地域は「業務

集積地域」であり、業務ビル・アスファル

ト等の人工被覆からの熱負荷、建物廃熱が

大きく、昼夜ともに気温が高くなっている。 

[2]未利用エネルギーの活用 

大手町では、再開発に際して、地域冷暖

房の設備を更新するとともに下水等未利用

エネルギーを活用した都市廃熱供給処理シ

ステムの導入が検討されている。 

これは、地域冷暖房において、夏は冷た

く、冬は暖かい性質を持つ下水等を、夏の

冷房に活用するとともに、冷房を行う際に

生じた熱をレストランなどの給湯に用いる

ものである。これにより、熱を有効活用し、

廃熱として放出される量を抑えることで、

冷房の使用増が廃熱による気温上昇につな

がる悪循環を防ぐことを目指している。 

 

出典：東京都資料 

家庭部

門 

出典：東京都資料 

注１：東京都における「業務部門」はオフィス及び商業・

娯楽施設を含む。全国における「業務その他部門」

は、これに加えて中小製造業の一部を含む。 

注２：東京都における「エネルギー転換部門」がないの

は、各部門の需要に従い、エネルギー転換部門に

おけるＣＯ２排出量を配分しているため。 

注３：東京都における「工業プロセス」がないのは、工

業プロセスによるＣＯ２がごく少ないこと等によ

る。 

注４：東京都の排出量には、都外でのＣＯ２排出は非計上

（電力除く）。したがって、東京に供給されている

農林水産物、工業製品等の生産、流通に伴う排出

量の多くは計上されていない。 

出典：環境省資料から東京都が作成
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図４ 下水の熱を利用するしくみ 

 
  
 
 
 
 

[3]民間プロジェクトにおける大規模緑化 

六本木では、「東京ミッドタウンプロジェク

ト」と呼ばれる防衛庁跡地の再開発事業が進

められている。ホテル、オフィスビル、住宅、

商業施設等からなる複合施設を建設すると共

に、大規模なオープンスペースの整備も行う

計画である。 

このプロジェクトでは、東京都が求める

緑化可能面積の 20％以上という基準を大

きく超えて、地区計画面積の約 40％を緑化

する計画である。 

 

図５ 東京ミッドタウンプロジェクト   

のイメージ図 

 
 

[4]保水性舗装と散水装置を組み合わせた

対策 
7 月 29 日、国会議事堂周辺において、ヒ

ートアイランド対策として、散水装置から

保水性舗装への散水が開始された。 
これは、都市部におけるヒートアイラン

ド現象の改善を図ることを目的として、東

京都と国土交通省が連携して、舗装による

総合的な環境対策を進める「環境舗装東京

プロジェクト」の一環である。 

通常の舗装は、水を舗装内部に浸透させ

ないが、ここで用いられている保水性舗装

は、すき間のあるアスファルト舗装に保水

剤を充填し（図６）、そこに水を蓄え、その

水が蒸発するときの気化熱で、路面の温度

を下げるしくみとなっている。 

しかし、これだけでは、水が乾ききった

ときに冷却効果がなくなってしまうため、

路面散水装置を併せて設置し、冷却効果を

持続させる工夫が取り入れられている。 

 

 

 

 

図６ 国会議事堂と議員会館周辺での保

水性舗装と道路散水 

 保水性舗装の構造 

保水材 

アスファルト

混合物 

蒸 

発 

散 

水 
熱 

路面の温度が

下がる 

基層 

東京下水道エネルギー株式会社（※）資料 

（※）平成 4年に下水や処理水等を熱源とした地域冷暖

房事業等を推進するため、東京都と民間企業が共同出資

して設立 

下水道幹線 

沈砂池 下水 

圧縮機 

ストレーナ 

熱交換機 

ヒートポンプ 

風力＋太陽光発電 

による電源供給 

散水ノズル 

保水性舗装 
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散水には、これまで下水道に流されてい

た近傍の地下鉄の湧水を活用するとともに、

散水装置には太陽光・風力発電を利用して

いる。 

対策の効果を把握するため、当該路面の

温度を測定したところ、一般的な舗装路面

よりも約 10 度低くなっていることが確認

された。 

行政や国会関係者に加え、多くの国会見

学者が通行する場所にあることから、この

取組はヒートアイランド対策のショーケー

スとしての役割も果たしている。        

 

新宿地域 

[1]エリアの概要 

「業務集積地域」であり、業務ビル、住

宅及びアスファルト等の人工被覆面からの

熱負荷が大きく、昼夜ともに気温が高いエ

リアとなっている。新宿駅周辺、北新宿、

高田馬場など約 600ha が指定されている。 

[2]新宿御苑における冷気活用 

新宿御苑は、都心における緑のオアシス

となっており、東京ドーム 12.5 個分にあた

る 58.3ha の緑地からは、都市を冷やす冷気

が作り出されている。 

図７ 新宿御苑 

 
しかし、建築物により緑地からの冷気の

流れが妨げられたり、道路からの熱放射や

自動車・エアコンの廃熱により冷気が暖め

られたりするため、周辺地域の住民や企業

はそのメリットの多くを享受できていない

と考えられている。 

そこで、緑化などさまざまな工夫により

（図９）、冷気を可能な限り周辺に拡げるこ

とはできないか、という問題意識から「都

市緑地を活用した熱環境の改善構想」づく

りが進められている。 

図８ 地域の熱環境改善のイメージ

 
 
図９ 熱環境改善の手法例 

【冷気の通り道の確保】 

・街路幅や街路に接するオープンスペース

を確保 

【冷気を暖めない工夫】 

・樹木等で地表面を覆う 

・舗装面を保水性舗装や遮熱性舗装などに

変更する 

 

 

その際、地域住民が参加したワークショ

ップを通じて、冷気の効用を実感してもら

い、住民の参画を促す工夫が行われている。 

[2]東京都施行の再開発事業における対策 

北新宿では、東京都施行の再開発事業に

おいて、建築物の断熱性能を省エネ法基準

より 10％以上高めるとともに、屋上面積の

60％以上、敷地部分の 45％以上を緑化する

などの対策を行う予定である。 

これは、東京都が「市街地整備事業にお

けるヒートアイランド対策施設整備指針」

（平成 15 年５月 東京都建設局）に基づい

た率先行動として行うものである。 

 

大崎・目黒周辺地域 

[1]エリアの概要 

住宅が密集したエリアであり、住宅など

地表面被覆からの熱負荷が大きくなってい

る。業務ビルが多いエリアと比較すると人

工廃熱は多くはないものの、夜間になって

も気温が低下しにくく、熱帯夜の多いエリ

アである。 

具体的には、大崎駅周辺、大井町など約

1,100ha が該当する。 

出典：環境省資料 

環境省資料により作成 
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[2]「風の道」の確保 

今後、再開発による約 10 棟の高層ビルが

建設予定の大崎地域では、開発地域全体を

捉えて、保水性舗装などの被覆対策を進め

るとともに、壁面緑化も活用しながらまと

まった緑を確保していく予定である。 

これに加えて、目黒川を軸とした環境対策

として、「風の道」の確保を図ることを目指し

ている。川の流れに垂直ではなく、川下か

らの風を導く逆八の字型にビルを建てると

いう特徴的な手法が採用されており、これ

は、研究レベルで効果が認められていた方

法を、実際の都市計画に取り込む社会実験

的な試みである。 
図 10 風の道の確保 

 
 
 
 
 
このような環境負荷低減に向けた戦略は、

2004 年 11 月、周辺地域の関係者及び区から

なる「大崎駅周辺地域 都市再生緊急整備

地域まちづくり連絡会」によってまとめら

れた「大崎駅周辺地域都市再生ビジョン」

に盛り込まれている。 

 

品川駅周辺地域 

[1]エリアの概要 

将来広範囲に開発が見込まれる「開発計

画地域」であり、予めヒートアイランド対

策を取り込みながら、都市開発を計画的に

誘導していくエリアである。JR 品川車両基

地（港区）など、約 600ha がこれにあたる。 

[2]新たな環境共生モデルの検討 

品川駅周辺は、都市構造再編の観点から

都市基盤施設の整備、面的整備及び拠点形

成等の重点的な実施等が必要不可欠な地域

として、平成 16 年８月、都市・居住環境整

備重点地域に指定された。 

この地域における今後のまちづくりにつ

いては、環境問題への先進的な対応が大き

な柱として打ち出されている。 

総合的な環境技術の導入として、省エネ

対応の建物建設、都市内の未利用熱を再利

用するための設備の充実、交通エネルギー

の削減などを進めていく予定である。 

また、後背地への風の流れにも配慮する

ため、風の道を含めたスーパーコンピュー

ターによるシミュレーションを行い、その

結果を建物配置等の工夫などに活用してい

く予定である。これにより、東京の中では

夏の日中でも比較的気温が低い地域である

という特徴を活かしながら、開発を進める

ことを目指すものである。 

このような取組の方向性については、学

識経験者や関係行政機関で構成する品川駅

周辺地域都市・居住環境整備基本計画策定

委員会において検討しており、平成 17 年７

月、「品川駅周辺における今後のまちづくり

の進め方について（中間のまとめ）」が取り

まとめられた。 

この地域での取組は、わが国の都市再生

を牽引する新たな環境共生モデルとなるこ

とが期待される。 

[3]「雪氷輸送モデル事業」 

北海道では、農産品が移出される収穫期

(秋期)以外は、北海道から本州に輸送され

る貨物が少なく、時期によっては 40％近く

のコンテナ等が空荷となる片荷問題が発生

している（図 11 参照）。これは、北海道の

物流の高コスト構造の一因ともなっている。 

 

 

 

 

目黒川

夏日中の南東風夏日中の南東風 

「大崎駅周辺地域 都市再生ビジョン」大崎駅

周辺地域都市再生緊急整備地域まちづくり

連絡会 2004年 11月 より作成 

出典 平成９年開発土木研究所調べ 

図 11 東京～苫小牧間（定期貨物船） 

に積載されているシャーシ及び 

コンテナの空荷物状況 
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「雪氷輸送モデル事業」は、豊富に存在

する雪氷を北海道発の新たな貨物と位置づ

け、この輸送余力を活用して首都圏に運び、

首都圏オフィスビルの冷房熱源として利用

することで、北海道物流の高コスト構造の

改善とヒートアイランドなど大都市の環境

問題改善にも寄与する新たな物流システム

を構築することを目指している。 

産学官一体のプロジェクトとして検討が

進んでおり、平成 17 年度内に実証実験を開

始する予定である。 

地域に共通する取組 

[1]静脈物流システムの構築によるＣＯ２

削減 

東京都内における運輸部門からのＣＯ2

排出量の割合は 32.3％と全国の 21.0％に

比べて高く、運輸部門における対策も重要

である。 

効率的な輸送システムの構築は対策の大

きな柱であり、国、地方公共団体、事業者

が連携して構築を進めている「建設副産物

小口巡回システム」は、リサイクル率を高

め、ゴミゼロ型都市の実現に資するととも

に、地球温暖化対策として、ＣＯ2の削減に

も大きな効果が期待される。 

建設現場から発生する建設副産物を資源

化するためには、分別後、混ざらないよう

に分けて再資源化施設に輸送する必要があ

る。しかし、従来の方法では、現場単位で

多数の品目を運ぶこととなるため非効率と

なる。そこで、複数の建設現場を巡回し、

共同搬送を行う「小口巡回共同回収システ

ム」の構築が進められている。 

平成 14 年、15 年に実証実験を行ったと

ころ、効率性、ＣＯ2排出量、コストについ

て、従来の個別現場回収よりも、小口巡回

共同回収の方が優れているという結果が得

られた。 

 

図 12 実証実験結果 回収方式によるＣ

Ｏ2排出量の差 

回収方式名称 ＣＯ2排出量 

個別現場回収 

（従来型） 

11.0kg-ＣＯ2／㎥ 

小口巡回回収 3.3 kg-ＣＯ2／㎥ 

平成 17 年６月には、首都圏を対象に、関

係省庁、関係地方公共団体、関係業団体等

で構成する協議会を立上げ、実現に向けた

検討を進めている。 

 

図 13 実証実験の概要 

【回収効率の向上】 

●建設副産物の混合防止のため、建設副

産物を小型コンテナに分別 

●回収効率向上のため、静脈物流センタ

ー（物流拠点）を設置した上で、複数

の建設現場からの共同配送による小口

巡回回収を実施 

 

 

実

験

概

要

【トレーサビリティーの確保】 

●車両を追跡するための GPS など、IT 技

術利用による廃棄物管理を実施 

【回収効率の向上】 

●トラックの延べ運搬距離は約 7 割減 

●一定量以上の建設副産物を扱えば、回

収コストは約１割減（見込） 

 

 

実

験

結

果

【トレーサビリティーの確保】 

●IT の活用により回収副産物の追跡が

随時可能 

●収集過程での副産物同士の混合がな

く、品質が安定していたため、再資源

化施設への直送が可能 

 

   

[2]「共同配送によるＣＯ２削減」 

平成 16 年 11 月、関東百貨店協会は、加

盟店が一丸となって共同配送に取り組むこ

とを決定した。 

毎日、各店舗には商品を納品する車両が

大量に出入りしている。共同配送は、これ

まで納品する事業者ごとに行っていた配送

業務を、納品代行業者がまとめた上で効率

的に行う仕組みにするものである。 

特に「食料品・食材」は、納品車両台数

の４分の３を占めるにも関わらず共同化が

難しいといわれ、百貨店の個々の店舗や百

貨店を経営する企業単位での取組に留まっ

ていたが、今回の取組は都内 15 社 30 店舗

を含む、百貨店 30 社 98 店舗が参加する大

規模なものとなる。 

試算によると、店舗あたりの納品車両数

が最大５割削減され、都内におけるＣＯ2

削減量は、4,000ｔ／年と見込まれる。この

削減量は、代々木公園約 20 個分の面積の森
出典：国土交通省資料 

※本文では【トレーサビリティーの確保】の説明は省略

出典：国土交通省資料
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林吸収量に相当する。また、店舗周辺の路

上での荷捌き車両による道路混雑の解消、

排気ガスによる大気汚染の減少やヒートア

イランドの廃熱源となっている渋滞を解消

する効果も期待される。 

図 14 現在の納品イメージ 

 
 

図 15 共同配送イメージ 

 

 

最近の動き 

 [1]さまざまな取組の展開 

本年４月の「対策モデル地域」発表後も、

さまざまな対策が打ち出されている。７月

13 日に東京都が発表した「都・区・国の連

携によるヒートアイランド対策の推進」に

よれば、都区の連携により、保水性舗装、

屋上・壁面緑化、校庭芝生化、散水等の各

種事業が集中的に行われ、17 年度の総事業

費は 40 億円である。内訳を見ると、保水性

舗装・ブロックによる対策は 14 箇所で合計

約 50,000 ㎡、屋上・壁面緑化による対策は、

73 箇所で合計約 25,000 ㎡となっている。

また、地域住民が参加した「打ち水大作戦」

が港区を初め、台東、目黒、世田谷、豊島、

荒川、江戸川の各区で行われている。 

図 16 「こいち祭り」会場で行われた「新

橋打ち水大作戦」（港区） 

 
 
このほか、都は、民間建築物における対

策を進めるため、民間事業者や都民が、建

物の新築や改修時に、地域の熱環境に応じ

たヒートアイランド対策に取り組めるよう、

熱環境マップ、東京モデル（地域特性別対

策メニュー）、及び建物用途別の対策メニュ

ーを「ヒートアイランド対策ガイドライン」

として取りまとめ、わかりやすく情報提供

している。 
今後、建築主・設計者等において、地域

特性に適したヒートアイランド対策技術を

積極的に活用していくことが期待される。 

[2]推進体制の強化 

７月 15 日には、ヒートアイランド対策推

進エリア協議会が設立され、推進体制の強

化が図られた。ヒートアイランド対策に関

する情報の共有化を図るとともに、幅広い

主体の協働により、総合的なヒートアイラ

ンド対策を実施していく。 

 

図 17 ヒートアイランド対策推進エリア

協議会 構成メンバー 

国 内閣官房都市再生本部、国土交通省、環

境省 

都 知事本局、都市整備局、建設局、下水道

局、環境局 

区 千代田区、中央区、港区、新宿区、台東

区、品川区、目黒区 

低積載率、無計画で太頻度な輸送

高積載率、計画的で集約された輸送

違法駐車による路

上荷捌き解消 

交通量の減少 

台数や輸送距離の減少 

百貨店Ａ

百貨店Ｂ

百貨店Ａ

百貨店Ｂ

（メーカー等） 
発荷主 

（メーカー等） 
発荷主 
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内閣官房都市再生本部事務局 
〒100-0014 千代田区永田町 1丁目 11-39 

永田町合同庁舎 3階 
Tel:03-5510-2208 Fax:03-3591-0022 

お問合せ先：長崎 

 

○本レポートは、都市再生本部ホームペー

ジにおいても掲載しています。（4月 1日
より）http://www.kantei.go.jp/jp/toshi/ 
これまでの都市再生レポートも掲載して

いますのでご覧ください。 
No.１「魅かれ合うまちとアート～「全国都

市再生モデル調査」の結果から～」 
No.２「名古屋堀川の再生～規制緩和＋市民

の熱意で水辺都市再生へ～」 
No.３「琵琶湖・淀川の再生」 
No.４「「全国都市再生」の取組みと成果～全

国都市再生モデル調査から～」 
No.５「都市再生事業を通じた地球温暖化・

ヒートアイランド対策の展開（第１

回） 
No.６「第 14 回都市再生本部を開催～防犯対

策等とまちづくりの連携協働による

都市の安全・安心の再構築～」 
No.７「歴史的たたずまいを継承した街並

み・まちづくり」 
○次号以降の都市再生レポートの配信を希

望される方は下記ホームページにて、必

要事項を記入の上、送信してください。 
○また、都市再生レポートについて、幅広

く皆様からのご意見をお待ちしていま

す。 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tosisaisei/goik
en.html 

 


