
１．はじめに

 生物多様性保全は、我が国に限らず国際的な自然保護の

課題であるが、特に人口の集中する都市域においては生物

多様性が非常に低いことが知られている。例えば、首都圏

においては、高度成長期時代の都市の拡大に伴って、多く

の野生生物の分布が郊外に向かって後退していったことが

知られている 1）。今日では、「自然との共生」といったキ

ーワードの下に、都市域においても生物多様性を高めるこ

とが求められているが、都市域においては、もともと自然

性の高い生息地が限られている上に、地価が高いことや集

約的な土地利用をなされているために、今後面的に新たに

大規模な緑地を確保することが非常に困難である。よって、

既存の緑地空間の改善とそれらをつなぐネットワークを確

保することによって、生物多様性の保全を行うことが求め

られている 2)
。しかし、生態的ネットワークについての生

態学的研究は、欧米を中心に数多くなされるようになって

きているが 3, 4)
、未だ計画手法は確立されていない。そこで、

本研究は我が国の都市域の土地利用状況に適した生態的ネ

ットワーク構築手法を確立することを目的とした。特に、

衛星データを用いて、広域的な生態的ネットワークを構築

する手法を検討した。

２．方法と生態的ネットワーク構築の手順

(1)�対象地と想定する生物

 研究の対象地は、西宮南部とした。正確には、北は北山

貯水池を含み、南には市のすべての埋め立て地を含み、東

は武庫川、西は一部六甲山を含む範囲とした（北緯 34度

41分 00秒～ 46分 30秒、東経 135度 18分 40秒～ 23分

20秒（旧日本測地系 Tokyo Datum）、図－１）。

 生態的ネットワークを構築する際に想定する分類群は、

鳥類とした。鳥類は、世界中で最も研究が進んでいる分

類群であるといわれ、またそれ以外の分類群に比べ種数も

少なく、既存の情報が豊富である。また、我が国の都市域

においても、鳥類を対象とした研究は多く 5, 6, 7)
、なおかつ

一般市民の関心も比較的高いので、都市域における生態的

ネットワークの構築の目標としてはふさわしいと考えられ

る。鳥類の中でも、本研究では主に樹林を生息地とする種
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を目標種とした。

(2)�衛星データ

 広域的に緑被地の分布を把握するために、衛星データを

用いることとした。分析に用いたのは、2003年６月３日

撮影の SPOT4号の衛星データである。この時期のデータ

を採用したのは、夏至が近く太陽の南中高度が高いことと、

植物の光合成活性が高まる時期であり、植生の判読には非

常に適しているためである。SPOT4号は、以下の４つの

観測バンドを持っている。それぞれ、0.50～ 0.59µｍ（緑

から黄色）、0.61～ 0.68µｍ（赤）、0.78～ 0.89µｍ（近赤

外）、1.58～ 1.75µｍ（中間赤外）である。また解像度は

約 20ｍである。

(3)�分析の手順

 まず、SPOT4号のデータを国土地理院発行の 25000分

の１地形図を用いて幾何補正を行った。その上で、SPOT4

号のデータから研究対象地だけを抜き出し、その上で赤と

近赤外のバンドの値を用いて、NDVIを算出した。NDVI

は以下の式で求められる。

NDVI = (IR - R) / (IR + R)

IRは近赤外のバンド、Rは赤のバンドの値である。NDVI

は、植生を把握するための指標として広く用いられており 
8)
、近年では植物の活性度を把握しようといった研究 9)

も見

られる。

 NDVIの値は、絶対的なものではなく、データの取得時

期や対象地域、植生の状況の違いなどを反映して変化す

ることが知られている 10)
。さらに、得られたデータの一つ

の画素（SPOT4号では 20Ｘ 20ｍ）の中をどれだけ植生が

占めているかによっても、値が異なってくる 11)
。よって、

NDVIを用いて、緑被地を把握しようとする際には、その

他の資料や現地踏査による確認が必要である。本研究では、

補足資料として、1999年１月５日撮影のカラー空中写真

を用いた。現地踏査は、2003年 11月から 2004年２月に

かけて、対象地域を網羅する形で行った。その結果を用い

て、本研究で緑被地を示していると言える NDVIの閾値を

決定した。

 上記の NDVIによる分析で、緑被地とされた箇所とそれ

以外の箇所に二分した。このデータを用いて、1ha以内の

植被率が４％以下の地域を抽出した。本研究対象地内で、

これまで行われたきた研究では、植被率が６％以下になる

と、都市内にはいわゆる都市鳥と呼ばれる種しか見られな

くなり、樹林を好む種の生息が不可能になることがわかっ

ているからである 12)
。1ha以内の植被率の算定は、以下の

ように行った。あるセルとその周辺の合計 25セルを抜き

出し、その中の植被があるとされたセルの数をカウントし、

それを 25セルで割った値を中心のセルの植被率の値とし

た。SPOT４号の解像度（１つのセル）は、20Ｘ 20ｍな

ので、25セルで 1haとなる。

 上記の作業とは別に、NDVIによる植生の判別結果と先

のカラー空中写真を用いて、高木層によって覆われている

緑被地を抽出した。これは、樹林性の鳥類が９ｍ以上の高

木の存在の有無に影響を受けていることが、本研究対象地

内で明らかになっているからである 12)
。高木層による緑被

かどうかの判別は、空中写真を実体視鏡で実体視し、２階

建ての住居、あるいは電柱と比較し、同程度の高さと認め

られた樹木を高木とした。 

 なお、衛星データを含む地理情報の分析、生態的ネット

ワークの構築は、地理情報システムソフト TNTmips 6.9 (

米MicroImages社）を用いた。

(4)�鳥類を対象とした生態的ネットワーク構築の基本的な

考え方

 鳥類を対象とした生態的ネットワークを構築するにあた

って、保全・再生・創造の３つの視点から、考えることと

した。つまり、現在良好な状態にあると考えられる箇所の

保全、現在までに森林の伐採や分断化などによって、樹林

性の生息地として環境が劣化した箇所の再生、もともと森

林が少なく、現在でも緑被率が非常に低い地域における創

造である。さらに、この３つの項目ごとに、研究対象地域

で行われた既往研究、およびそれ以外の日本の都市域にお

ける既往研究の成果を踏まえ、以下のような指針とした。

i 保全の指針

 大型の猛禽類が生息し、かつ森林性の種がある程度の種

数出現するとされる 100ha以上の樹林を対象地域全体の森

林性の種の核となる供給源として保全する。さらに、繁殖

期に樹林を好む種が繁殖可能な一つの目安である 2ha以上

の樹林 13)
も、繁殖地としての機能を果たす生息地として

保全する。これらの樹林地では、面積を減少させないこと

はもちろんのこと、過度な農林業的、あるいはレクリエー

ション的利用による生息地としての質的な劣化を防ぐこと

も重要である。

ii 再生の指針

 上記の 2ha以上の樹林の周囲 200ｍ以内にあるすべての

樹林において、面積の拡大や高木の育成などを目指し、さ

らにこの範囲内の樹林地率が向上することを目指す。これ

は、半径 200ｍ以内の樹林地率が 32％以上であれば、50

％の確率で繁殖期にシジュウカラが分布するという報告

があるからである 6)
。さらに、上記の範囲以外であっても、

0.2ha以上の樹林地の周囲 500ｍ以内の地域の樹林地率の

向上を目指す。これは、樹林性の鳥類も越冬期においては、

より規模の小さい樹林地に出現することが知られており、

周囲 500ｍ以内の樹林地率が鳥類の生息に影響を及ぼすこ

とが明らかにされており 13)
、さらに、本研究対象地では、

樹林地の規模 0.2haが越冬期の鳥類の分布の一つの閾値と

なることが示されているからである 12)
。

iii 創造の指針

 創造については、基本的に上記の保全・再生で対象とな

る地域以外で、緑被率を引き上げることが重要である。公

（社）日本都市計画学会 都市計画報告集 No. 2 2004 年２月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No. 2, February, 2004 

- 103 - 



共緑地、私有地、道路用地などにおいて、できるだけ樹木

を含めた緑被面積の増大を促すことが肝要である。特に、

先に示した緑被率が非常に低い地域においては、まず少し

でも緑被を増やす必要がある。

３．結果

(1)�NDVI を用いた緑被地の抽出と緑被率の算出

 SPOT4号のデータを用いて研究対象地域の NDVIを算

出した。NDVIは -1から 1までの値を取る。1999年撮影

の空中写真と現地調査の結果を踏まえて、0.01以上を緑被

地と判別することとした。NDVIが 0.01以上のセルだけを

抜き出したものが図－２である。次に、この結果を用いて、

1ha以内の緑被率が４％以下の地域を抽出した。この結果

を図－３に示した。これらの結果、対象地域の北西部の六

甲山系を中心に緑被地がまとまっており（図－２）、対象

地中部から埋め立て地が多い南部には、緑被率が低い地域

が広がっていることがわかった（図－３）。また、西宮市

と尼崎市の境界を流れる武庫川沿いにも緑被地が多いこと

が明らかになった。

(2)�樹林地の抽出

 NDVIを算出して、抽出した緑被地のうち、高木によっ

て構成される樹林地を判別した。その結果が図－４である。

武庫川の河川敷の草本植生域、対象地域東部の農地、南部

の野球場やグラウンドの芝地など高木を伴わない緑被地が

除外された。
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(3)�鳥類を対象とした生態的ネットワーク構築

 生態的ネットワーク構築の指針に基づいて、ネットワー

ク指針図を作成した。保全の指針に基づく図を図－５に示

した。100haを超える森林は、六甲山系から連なる対象地

域北西部の樹林地一つであった。2haを超える保全対象と

なる樹林地は、おもに対象地北西部を中心に分布し、武庫

川流域にもいくつか見られた。しかし、対象地域中部、南

部には保全対象となるような規模の大きな樹林地は存在し

なかった。

 再生の指針に基づく図を図－６に示した。緑色で示され

た樹林は、0.2ha以上の規模を持つ樹林地である。これら

の樹林地においては、高木を育成するとともに、林内の植

生構造の複雑化など樹林地内の植生を発達させるととも

に、黒線で囲まれた地域である 0.2ha以上の樹林地から半

径 500ｍ以内の地域において、樹林率を高める方策を進め

る必要がある。図－６を見ると、このような方策が進めば、

対象地域北西部の六甲山系の大規模樹林地から東部の武庫

川周辺、南部の埋め立て地まで、樹林のつながりが形成さ

れることがわかる。

 創造の指針に基づく図を図－７に示した。その結果、３

つの地域でまず緑被率自体を向上させる必要があることが

わかった。一つは、対象地域中東部の西宮球場周辺。この

地域は、各種の工場が集中しているとともに、名神高速道
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路、ＪＲ西日本線、阪急線など各種交通の要所ともなって

おり、緑被率が非常に低い。次は、西宮市南東部の甲子園

球場北側の地域である。この地域は低層の商業・住宅地と

なっている。最後の一つは、対象地域の北東部で、西宮市

と宝塚市の境界近くである。ここは、住宅密集地である。

これらの地域では、緑被率を高めることは容易ではないが、

再開発の際に緑地を確保することはもちろん、街路樹の育

成、個人の住宅地内の樹木保全などによって、緑被率を高

めることが可能であると考えられる。

 保全・再生・創造の３つの視点を重ねた生態的ネットワ

ーク計画図を図－８に示した。青の線は、既にある程度機

能していると考えられるネットワークを示し、水色の線は、

新たに強化すべき生態的ネットワークを示している。

４．議論

(1)�生態的ネットワーク構築

 本研究では、衛星データを用いて、鳥類の生態的ネット

ワーク構築に向けた方策を示すことができた。これまで、

衛星データを用いて都市域の緑地を抽出しようという試み

は数多くなされてきたが
 8)
、本研究のように衛星データの

分析に基づく緑地計画手法の提案は、これまでにほとんど

例がない。近年、高解像度衛星データを用いた同種の研究

がいくつか見られるが 14, 15)
、これらは衛星データを GISに

よって処理するというよりは、従来の空中写真の利用法

と近く、目視により植生や土地利用を判別している。一方

で、生態的ネットワークの抽出という意味では、衛星デー

タの分析により生息地間のコリドーを抽出した研究 16)
や

細密数値情報を用いて森林の連続性を検討した研究 17)
、自

然環境保全基礎調査のデータに基づき日本レベルで森林の

連続性を検討した研究 18)
などが近年見られるが、本研究

では、抽出された樹林地や緑被地の連続性、接続性は検討

しなかった。これは、本研究対象地の樹林性の鳥類につい

ては樹林地の連続性や接続性よりも規模と周辺の樹林地率

が重要であることが既往研究によって示されているからで

ある 19)
。もちろん、飛翔能力が高い鳥類の仲間であっても、

樹林の連続性が重要である樹林内部性の種は存在すると考

えられるが、本研究対象地域のように都市域内には、既に

ほとんど生息していない。よって、都市域において鳥類の

生態的ネットワークを構築するためには、樹林地の接続性

よりも、樹林地自体の規模とその周辺の樹林地率に主に着

目すべきであると言える。

(2)�成果の応用

 本研究の成果は、都市計画のみならず農村計画やより広

域的な環境管理計画など、様々な種類の計画、スケールに

おいて応用することができると考えられる。例えば、既に

生態的ネットワークの構築やビオトープなどを用いた生物

生息地の保全・作成の重要性がうたわれている緑の基本計

画については、その分析の際に大きな貢献ができるであろ

う。また、本研究の手法は、衛星データの分析に基づいて

いるので、これまで既存のデータが蓄積されておらず検討

が難しかった広域的なレベルでの生態的ネットワーク構築

にも最適であると言える。

(3)�分析における課題

 本研究で実施した衛星データの分析には、まだいくつか

の課題が残っている。まず、緑被地あるいは樹林地の抽出

であるが、NDVIは容易に算出できる一方で、その値は絶

対的なものではないので 8)
、その対象地ごとに閾値の検討

が必要になる。今回は、現地踏査と空中写真によって閾値

を決定したが、より再現性のある閾値の決定方法について

検討する必要がある。また、樹林地を判別するために、空

中写真の実体視を行った。これは、衛星データには高さに

ついての情報がないためであるが、本研究のように限られ

た範囲であればこのような方法も可能であった。しかし、

県全域というような広域的な分析の際には実質的に不可能

である。現在、航空レーザースキャナー測量による高さの

測定も実用化されつつあるので 20)
、そのような新しい技術

の採用も検討する必要がある。

 次には、衛星データの精度の問題である。今回採用した

SPOT4号は、20Ｘ 20ｍの精度を持つが、都市の中の緑地

を把握するためには十分な精度とは言えない。現在既にさ

らに高解像度の衛星がいくつか実用化されているが（例え

ば IKONOSや QuickBird）、費用が大きな障壁となる。あ

（社）日本都市計画学会 都市計画報告集 No. 2 2004 年２月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No. 2, February, 2004 

- 106 - 



る程度の広さを網羅するためには、かなりの費用がかかり、

実際の計画の現場ではまだほとんど活用されていない。し

かし、利用できる高解像衛星データが増えるに従って、徐々

にデータの低価格化が進んでいるので、今後より利用しや

すくなることを期待している。

(4)�今後の展開

 異なる時期の複数の衛星データを用いた分析は、緑被地

の分布やその組成を知る上で有効であるとされている
21)
。

例えば、異なる季節のデータを比較することによって、落

葉樹と常緑樹の判別が可能になる。このような多時期デー

タの分析を加えることによって、よりきめの細かい植生の

把握ができると考えられる。よって、今後多時期のデータ

による分析手法についても検討していく予定である。
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