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In order to mitigate the urban heat environment, it has been planning and ongoing to plant natural vegetation such as 
trees and grass. Especially, planting vegetation at roof-top and wall of houses etc. have been promoted by many 
municipalities. However, it is also important to cover unused area to increase the natural vegetation. Therefore, 
covering the unused area by vegetation has not only effect on mitigating urban heat environment, but it is also offer a 
place of recreation and relaxation to citizens. The unused area will increase in the future because population of 
Nagoya city is prospected as decreasing after 2020 and houses and social infrastructures will also reduced. 
Furthermore, many of Japanese cities are already plagued by the doughnut phenomenon. Therefore, it is important to 
plant vegetation at unused area to mitigate urban heat environment and to create new living space for citizens. In this 
study, we estimated mitigation effect of urban heat environment by planting vegetation at the unused area. 
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1. はじめに  
ヒートアイランド現象を悪化させる主たる原因が，人工的な

土地被覆であることは広く知られている．都市の熱環境を緩和す

るため，自然的な土地被覆とりわけ樹木や草地などの植生を導入

して，この人工的な土地被覆を表面的に覆って緑化することが進

められている．特に，多くの自治体では，住宅などの建物の屋上

や壁面の緑化が進められている．しかし，街全体を効率的に緑化

していくには，人工的な土地被覆を出来る限り自然的な土地被覆

に変えていくことが重要である．こうした中，市街地を中心に空

洞化が進み，また人口減少社会を迎える今，住宅や社会インフラ

施設の絶対的な数や面積が減少することが考えられ，将来的には

空閑地などの未利用地が多く発生することが予測される．このよ

うな空閑地は，こうした意味においても緑地への転換や市民の憩

いの場としての公園施設などに活用していくことが望まれる．つ

まり，このような非効率な土地利用を活用し，緑化を進めていく

ことによって熱環境緩和だけではなく，ゆとりある生活空間を創

出することができる． 
ヒートアイランド現象を広域且つ詳細に把握する手法として，

リモートセンシング技術が広く活用されてきた．例えば，金子ら
1)，瓜生ら 2) ，Kato and Yamaguchi 3)，Lu and Weng 4)，Liu and Weng 
5)は，リモートセンシング技術によって取得できる地表面状態と

衛星輝度温度ならびに熱収支モデルから推定できる地表面温度

を比較することによって広域温度分布を検証してきた．しかし，

従来の衛星画像の多くは，空間解像度が数十 m 程度と不十分で

あったため，混在する土地利用や土地被覆の情報を詳細に把握す

ることは難しかった．しかし近年，IKONOSやQuickBirdなどの

空間解像度数 m 程度の衛星画像が利用可能となり，非常に詳細

な土地の情報を得ることが可能となった 6)-10)．そのため，筆者ら
11)-14)，廣田ら 15)，上野ら 6)は，このような高分解能衛星画像であ

る IKONOS を用いて詳細な土地被覆情報を取得する手法を開発

すると共に，都市熱環境への分析に応用してきた．さらに近年で

は，自治体を中心に，土地利用の GIS（Geographic Information 
System：地理情報システム）データの整備が進められており，こ

れによって都市の土地利用の状態を詳細に知ることができるよ

うになった．  
そのため本研究では，まず上記の IKONOSから取得できる詳

細土地被覆情報と名古屋市が整備した GIS データを併用するこ

とによって，2000 年 7 月 10 日正午頃の地表面温度と各土地利

用・土地被覆（樹木・草地）の関係を明らかにする．さらに，空

閑地を緑化した場合の熱環境緩和効果を分析する．これによって，

都市のヒートアイランド現象に対する土地利用・土地被覆（樹

木・草地，以後土地被覆とのみ記載する）の効果がわかると同時

に，空閑地を緑化した場合の熱環境緩和効果が分析できる．  
 
2. 研究対象地域における空閑地面積の変化 
図1に，本研究の対象地を示す．この研究対象地域は，後述す

る IKONOS 画像の撮影範囲をもとにしている．この地域の面積

は，およそ 30km2 であり，中心地である栄から密集した住宅地

を含んでいる．ここで図2に，対象地域及び名古屋市全域の土地

利用面積の変化を示す．1992 年の研究対象地域の空閑地は，全

面積のおよそ3%であったのが，2002年には5%に増加している．

同様に，1992年の名古屋市全域の空閑地は，全面積のおよそ6%
であったのが，2002年には9%に増加している．こうした空閑地

の面積の増加は，他の用途面積と比較しても，最も大きな値にな
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【図-3】土地利用データ（都市計画基礎調査） 
 

っている．また，研究対象地域では，公園や道路の面積も増加し

ている． 
 

3. 使用したデータおよび分析手法 
3-1. 使用したデータ 
本研究では，空閑地に樹木や草地によって緑化した場合の熱環

境緩和効果を分析する．ここでは，春と夏の昼間の地表面温度に

対し，各土地利用・土地被覆の面積割合がどの程度関わっている

のか重回帰分析によって推定し，これを用いて空閑地に緑化した

場合の効果をシミュレーションする．まず，土地利用のデータは，

2002 年の名古屋市の都市計画基礎調査 17)の土地利用のデータを

用いる．このデータには，公共，商業，工業，住宅，空閑地，駐

車場，農地，樹林地，公園，道路，河川・水面，鉄道，海面，そ

の他のデータが含まれている（基データはさらに詳細に分類され

ているが，筆者らが熱環境分析用にこれを再分類した）．図3に，

鶴舞公園周辺の土地利用データの画像をサンプルとして示す．し

かし，こうした土地利用区分には微細な樹木や草地といった緑地

が含まれていないため，2001年4月7日AM10：39（JST）に撮

影された IKONOS データを用いて，樹木と草地を抽出した．

IKONOS データには，青（445-516nm），緑（506-595nm），赤

（632-698nm），近赤外（757-853nm），パンクロマティック（526
～929nm）といった波長域（バンド）をカバーしている．これに

よって，植生の活性具合などを表すNDVI（Normalized Difference 
Vegetation Index：正規化植生指標）を知ることができる．ただし，

熱赤外域をカバーしていないため，地表面温度などの情報を知る

ことはできない．そのため本研究では，2000年7月10日AM10：
55（JST）（夏の昼間）に撮影されたASTERの地表面温度情報を

用いる．研究対象地域の地表面温度は平均 44.735℃，最小

35.220℃，最大53.051℃である． 
 

3-2. 分析手法 
(1) IKONOSデータを用いた樹木と草地の抽出 
ここでは，自然的土地被覆である微細な樹木と草地を抽出する

ため IKONOSデータを用いる．分類手法については，吉川ら 18) 
や筆者ら11)が用いたエキスパート分類手法を適用する．ここで，

エキスパート分類とはボトムアップ型のプログラミングにより

全ての条件を満たすものを１つのグループとして統合もしくは

分割することで各土地被覆を分類していく手法のことである．ま

ず，教師付き分類注1)によって樹木と草地のそれぞれを抽出する．

しかし，この方法では誤分類が残るため，図 4 に示す閾値を用

いた分類によって精度を向上する（図5，6）．抽出した結果のサ

ンプルとして鶴舞公園周辺の画像を図 7 に示す．ここで得られ

た樹木と草地の土地被覆のデータを都市計画基礎調査の土地利

用データと統合することによって土地利用・土地被覆のデータを

作成する． 
 
(2) 回帰分析 
 地表面温度と各土地利用・土地被覆（樹木・草地）の関係を分

析するため，ASTERデータの解像度と合わし，90m×90mの格

【図-1】研究対象地域 
（IKONOS撮影範囲） 
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【図-2】研究対象地域及び名古屋市全域の 
土地利用面積の変化 

注）研究対象地域は約30km2，名古屋市全域は約344km2である．これらの図は名古屋市の都市

計画基礎調査のデータを用いて筆者らが計算したものである．参考として，名古屋市の資料 16)で

は，市域面積が326.453km2（2007年）となっている． 
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子で各土地利用・土地被覆の面積割合を推計する．これによって，

全体で3688格子ごとにデータが整備できる．これらのデータを

用いて，まずは地表面温度と各土地利用・土地被覆の関係を単回

帰分析する．次に，地表面温度と各土地利用・土地被覆の関係を

重回帰分析することによって推定式を得る．この重回帰分析の推

定式を用いて空閑地に緑化した場合のシミュレーションを行う． 
 
4. 結果 
4-1. 単回帰分析の結果 
 表1に，単回帰分析の結果を示す．被説明変数は地表面温度，

説明変数は各格子の土地利用・土地被覆面積の割合である．この

結果，道路，住宅，商業施設といった人工的な土地利用割合が増

加すると地表面温度は増加する傾向にあることがわかる．つまり，

これらは地表面温度の上昇要因である．一方，自然的な土地利

用・土地被覆とりわけ樹木や草地の面積割合が増加すると地表面

温度は低下する傾向にあることがわかる．つまり，これらは地表

面温度の低減効果である．空閑地は，その面積割合が増加すると

地表面温度が上昇するため，地表面温度の上昇要因である． 
 

【表-1】土地利用・土地被覆と地表面温度の単回帰結果 
夏（昼） 

単回帰結果 土地利用・土地被覆 
R 

係数 切片 
-0.997** 44.831** 

公共施設 0.076 
(-4.636) (979.772) 
4.684** 44.265** 

商業 0.251 (15.765) (892.632) 
8.855** 44.491** 

工業 0.198 (12.289) (994.187) 
3.893** 43.627** 

住宅 0.331 (21.320) (674.061) 
4.098** 44.583** 

空閑地 0.114 (6.969) (967.054) 
11.058** 44.361** 

駐車場 0.241 (15.087) (947.429) 
11.326 44.725** 

農地 0.025 (1.534) (1080.102) 
-53.766** 44.810** 

樹林地（樹木・草地を除く） 0.254 (-15.930) (1123.975) 
-6.349** 44.916** 

公園（樹木・草地を除く） 0.253 (-15.897) (1090.061) 
5.774** 43.452** 

道路 0.346 (22.376) (629.671) 
-1.420 44.738** 

河川・水面 0.012 (-0.734) (1086.938) 
7.756** 44.715** 

鉄道 0.067 (4.078) (1087.147) 
-11.792** 46.197** 

樹木（IKONOS） 0.762 (-71.509) (1380.551) 
-26.139** 45.749** 

草地（IKONOS） 0.496 
(-34.664) (993.605) 

*は5%有意，** は1% 有意を示す． 
サンプル数は3688である． 

【表-2】土地利用・土地被覆と地表面温度の重回帰結果 
夏（昼） 変数 

係数 標準誤差 
0.558** 公共施設 (2.847) 0.196 
2.36** 工業 (4.711) 0.501 
2.658** 住宅 (15.092) 0.176 
0.788* 空閑地 (2.034) 0.388 
3.007** 駐車場 (6.070) 0.495 
-7.432** 樹林地 

（樹木・草地を除く） (-3.374) 2.203 
0.850** 道路 (3.113) 0.273 
-3.358** 河川・水面 (-2.844) 1.181 
4.741** 鉄道 (4.064) 1.167 
-9.225** 樹木（IKONOS） (-37.326) 0.247 
-5.528** 草地（IKONOS） (-8.373) 0.66 
44.904** 

定数項 (273.241) 0.164 

R2 0.637 
Adj. R2 0.636 
サンプル数 3688 

*は5%有意，** は1% 有意を示す． 

教師付き分類の結果
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【図-6】植生と誤分類箇所との閾値設定 
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4-2. 重回帰分析の結果 
 表2に，重回帰分析の結果を示す．被説明変数は地表面温度，

説明変数は各格子の土地利用・土地被覆（樹木・草地）面積の割

合である．ここで，全変数を考慮した場合，変数間で多重共線性

が発生したため，変数の選択を行った．この結果，自由度修正済

み決定係数は 0.636 であり，得られた係数は概ね 1%有意水準を

超えている．単回帰分析の結果と同様に，人工的な土地被覆が地

表面温度上昇要因となっており，一方で自然的な土地利用・土地

被覆は地表面温度低減効果となっていることがわかる．また，単

回帰分析の結果と同様に，空閑地も地表面温度上昇要因になって

いる．ここで得られた推定式を用いて，空閑地を緑化した場合の

地表面温度の変化をシミュレーションする． 
 
4-3. 空閑地緑化の結果 
 空閑地の緑化シミュレーションを行うため，まずは2つの仮定

をおいた．1つ目は，過密な都市内部の緑化を行う場合，空閑地

の全面を樹木で植栽することは空間的にもコストの面でも非常

に困難であるため，ここでは草地に変換することを前提とする．

2つ目は，前述したように，空閑地の全面を樹木で植栽すること

は困難であるものの，草地と混合して植栽することは可能である．

そのため今回は，各空閑地を草地 70％＋樹木 30%で植栽する場

合を想定してシミュレーションする． 
 図 8 にシミュレーションの結果を，図 9 に現状と草地 70％＋

樹木 30%で植栽した場合の温度分布画像を示す．この結果，草

地で 100%緑化した場合，研究対象地全体の平均地表面温度は

0.234℃低下し，空閑地のみの平均地表面温度は0.356℃低下する

ことがわかった．さらに，草地70％＋樹木30%で植栽した場合，

研究対象地全体の平均地表面温度は 0.275℃低下し，空閑地のみ

の平均地表面温度は 0.418℃低下することがわかった．さらに，

各格子の結果をみると，ある地点では，草地 70％＋樹木 30%で

植栽した場合，最大7.426℃低下することがわかった（図9中の

黒丸部分）．この温度の低減は，非常に大きいものであり，大規

模な空閑地を緑化することは地表面温度を低下させることに一

定の効果があることがわかった． 
 
5. まとめ 
本研究では，IKONOS から取得できる詳細土地被覆情報と名

古屋市が整備したGIS データを併用することによって，2000 年

7 月 10 日正午頃における，地表面温度と各土地利用・土地被覆

（樹木・草地）の関係を明らかにした．さらに，空閑地を緑化し

た場合の熱環境シミュレーションを行うことによって，この熱環

境緩和効果を示した．この結果，空閑地を緑化することによって

都市の熱環境を緩和できることがわかった．このような都市内部

【図-9】現状（上）と草地70％＋樹木30%（下） 
で植栽した場合の温度分布画像 
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【図-8】空閑地緑化による地表面温度変化 

【図-7】IKONOSデータから抽出した樹木と草地 
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に点在する空閑地などを上手く利用することによって，都市のヒ

ートアイランド現象を緩和することは重要であり，さらに住環境

の改善などに役立てられると考えられる． 
今回，重回帰分析から得られた推定式を用いて，簡便な方法に

よって緑化シミュレーションを行った．こうした分析では，広範

囲の温度情報を容易に推定できる一方で，ある時点（ASTER衛

星画像が撮影された2000年7月10日正午頃）における断片的な

状況しか示すことができない．そのため，時系列的な分析を行う

ためには，気象の変化を考慮した物理的なモデルを用いる必要が

ある．今後，様々な気象条件下での空閑地緑化の熱環境緩和効果

を分析していきたい． 
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注釈 
1) 教師付き分類とは，分類にあたり確実にその土地利用・土

地被覆として認識できる個所をトレーニングデータとし

て抽出し，その情報を元に統計量を用いて分類していく方

法である．この手法では，レーニングデータの設定が正確

且つ多数あるほど，分類の精度は向上する．なお，分類項

目の設定において，本研究の場合のように，誤分類が生じ

る恐れがあり，トレーニングデータの取得を厳密にするか，

エキスパート分類などのような手法によって，精度向上を

図ることが望まれ，これによって現実的な土地利用・土地

被覆のデータが抽出できる．  
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