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都市的集積地域における緑地の量および構造と人口密度の全国スケールでの関係性
The relationships between the quantity and structure of urban green space and the population density of 
conurbations: a national scale analysis from Japan 
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In Japan, many previous studies on the relationships between population density and the quantity and structure of urban green space have 

adopted municipal boundaries as an analytical unit. While these studies can evaluate municipality-based policies, they cannot capture 
conurbation, which is the expansion of urban areas beyond municipal boundaries. In order to evaluate the quality and accessibility of urban 

green space, it is necessary to capture this conurbation. In this study, we used the Global Human Settlement Layer to investigate the 
relationships. As a result, it was found that the population density did not show a negative correlation with the quantity of urban green space 

as reported in previous studies. We also found that the structure of green space was significantly related to population density. 
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１.背景と目的
都市における緑地は調整サービスや文化的サービスな

どの生態系サービスを提供することで都市の生活の質を

高める 1)5)。また、都市緑地は都市において生物の生息地

を提供する。それらの都市緑地の量と構造は、気温、降水

量、地形などの自然的な条件、土地利用や政策などの社会

経済的な条件など様々な形成要因の影響を受けている。

なかでも、人口と人口密度は都市緑地の量と構造に影響

を与える一つの大きな要因であり 3)、東南アジアの都市を

対象とした Richards らの研究では、人口密度が高い都市
ほど都市緑地量の指標である緑被率が少なくなることが

示されている 2)。 
日本国内でも都市緑地の量および構造と人口密度との

関係性への研究例は存在するが、その調査範囲の設定に

は自治体境界を用いているものが多い 9)10)。自治体境界で

の調査は、自治体政策などの取り組みを評価加味できる

反面、自治体の枠組みを超えた都市の広がり(conurbation、
都市的集積地域)を捉えることができない。都市緑地は自
治体境界を超えて分布する場合もあり、生物生息地とし

ての質や市街地からのアクセス性の観点から都市緑地の

機能を正しく評価するためには自治体境界とは異なる新

たな都市の設定方法が必要である。 
そこで本研究では European Commission が提供する人
口と人口密度から全世界の居住レベルを３段階に分類し

たGlobal Human Settlement LayerとGoogle Earth Engine4)6)7)

を用いることで自治体境界に依らない都市的集積地域を

捉え、その領域内での人口密度と緑地量、構造との関係性

を全国スケールで明らかにすることを目的とした。 

2.材料および方法 
2.1. 調査地区の設定 
都市的集積地域の抽出には Global Human Settlement 

Layer(GHSL)を用いた。GHSLはEuropean Commissionが
提供するデータであり、空間解像度およそ 1km2のグリッ

ドセル内における人口と人口密度から全世界の居住レベ

ルを high density clusters、low density clusters、baseの 3段
階に分類したものである。本研究ではこの基準のうち、居

住レベルの最も高い high density clusters（1km2グリッドセ

ル内の人口密度 1,500人以上、隣接するグリッドセルの合
計人口が 50,000人以上）と判断された箇所全てを都市的
集積地域とすることで自治体境界に依らない都市集積地

域の枠組みを設定し、日本国内で 107箇所を抽出した。 

2.2. 都市的集積地域における緑地量の算出 
Google Earth Engine上で 2019年 4月 1日から 10月 31
日までの一定量以上の雲のある画像を除いたSentinel-2の
衛星画像を入手し、それを元に「水域、市街地、緑地、裸

地」の土地利用に教師付き分類を行うことで緑地量を算

出した。Sentinel-2は欧州宇宙機関が開発しており、解像
度 10m、13のスペクトルバンドをもつ衛星画像を取得す
る。またSentinel-2には Quality Assuranceのデータが付随
しており、これにより写り込んだ雲の量が少ない衛星画

像をある程度絞り込むことができる。雲の量が少ない複

数の衛星画像からピクセルごとに撮影期間のバンド値の

中央値(median)をとり、教室付き分類に用いる画像を入手
した。全国スケールで年間全体の中央値を取った場合、北

日本で相対的に落葉樹が多く積雪も多いため、植生に関

する分類で中央地の意味合いが南北で大きく異なってし
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まう。そのため、Google Earth Engineにおける衛星画像の
取得期間を 4月から 10月までの夏季期間に限定した。 
教師付き分類に関しては 4 つの土地利用分類の各 100
地点を目視により判別収集し教師点として利用した。こ

の際、緑地には森林、草地、農地を含めた。分類にはラン

ダムフォレスト法を用いた。また別途各 40地点を教師付
き分類結果の検証のため収集した。以上の操作で得られ

た土地利用分類結果（図１）から、都市集積地域ごとの緑

地面積を算出した。都市集積地域の面積（以下、都市サイ

ズ）と比較することにより、GHSLによって定められた各
都市的集積地域内での緑地の量の指標である緑地割合

（以下、緑地量）を算出した。 

2.3. 緑地構造の定量化 
  得られた土地利用分類のデータからQGISとArcGISを
用いて 3 つの景観指数を求めることで各都市的集積地域
内での緑地構造を定量化した。景観指数としては緑地の

形態を把握する指標として緑地の大きさおよび分散統合

レベルを、それぞれ平均パッチサイズとパッチ密度とし

て算出した。また、緑地へのアクセス性の指標として市街

地と緑地の接触する境界線の長さ（以下、境界線長）を算

出した。各景観指数の算出方法としては、平均パッチサイ

ズとパッチ密度に関しては、Google Earth Engineでの教師
付き分類によって得られた土地利用分類のデータを

QGISでベクタデータに変換した上で、緑地ポリゴンの数
とその平均面積を求めることで算出した。境界線長に関

してはArcGIS上でポリゴン近接分析を行い、市街地ポリ
ゴンと緑地ポリゴンが接触する境界の線長の合計を求め

た。各景観指数の指標と算出方法を表１に示す。 

2.4. 緑地の量および構造と人口密度等との関係性の分析 
人口密度の緑地量および構造への影響度を調べるため、

既往研究 2)に基づき、人口密度に加えて都市サイズ、都市

集積地域ごとの傾斜値の平均値（以下、平均傾斜）を標準

化して説明変数に加え、緑地量および緑地構造の 3 指標
を目的変数として一般化線形モデルにより解析した。緑

地量は誤差構造を二項分布、リンク関数 logitのロジステ
ィック回帰モデルとした。景観指数は説明変数に緑地量

を加え、誤差構造ガンマ分布、リンク関数 logとした。有
意水準は p＜0.05とした。あわせて、目的変数である緑地
量および緑地構造の 3 指標の相互の関係を理解するため
に、相関係数を計算しその有意水準を検討した。 

3.結果 
教師付き分類の精度検証の結果、overall accuracyは 0.88
であった。目的変数間では平均パッチサイズと緑地量、パ

ッチ密度と境界線長間に正の相関、パッチ密度を平均パ

ッチサイズに負の相関関係が確認された。 
一般化線形モデルによる分析の結果、緑地量に関して

３つの説明変数を組み込んだ場合、平均傾斜のみが有意

な正の説明変数となり、人口密度は有意な説明変数とは

ならなかった。緑地構造に関しては、平均パッチサイズで

は傾斜と緑地量が正の説明変数となり、人口密度は負の

説明変数となった。パッチ密度では人口密度が正の説明

変数となり、都市サイズ、緑地量、傾斜は全て負の説明変

数となった。境界線長に関しては都市サイズと傾斜が負

の説明変数となった。各分析における標準偏回帰係数の

結果は表２に示した通りである。 

4考察 
4.1.人口密度と緑地量の関係性 
人口密度と緑地量との関係性（表２）に着目すると、

Richardsらの東南アジアでの研究2)のような人口密度と緑

地量の負の相関関係は確認できず、今後日本の都市にお

いて人口密度が高くなることによる緑地量への負の影響

は小さい可能性が示唆された。緑地量を目的変数とした

一般化線形モデルでは、説明変数としては平均傾斜のみ

が有意な説明変数となった（表２）。これは平均傾斜が大

きい都市集積地域は市街地周辺の傾斜地に緑地を有しや

すく、緑地量が多くなる傾向があるためと考えられた。さ

らに、傾斜地の一部に都市開発が行われてきたために傾

斜地一帯が都市集積地域に含まれるようになったことが

平均傾斜の緑地量への影響につながったと考えられた。 

【表１】緑地構造の景観指数とそれぞれの算出方法 
景観指標 指標の内容 算出方法 
平均パッチサイズ 緑地の大きさ 都市集積地域内の緑地ポリゴンの面積の平均 
パッチ密度 緑地の分散統合レベル 緑地ポリゴンの総数/面積 

境界線長 市街地からのアクセス性 緑地ポリゴンと市街地ポリゴンの接触する境界線の長さ 

【図１】	 東京圏を例とした土地利用教師付き分類結果 
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4.2. 人口密度と緑地構造の関係性 
人口密度と緑地構造に関する一般化線形モデルの結果

（表２）では、人口密度が平均パッチサイズを小さくし、

パッチ密度を大きくする説明変数となっていることから、

今後、都市的集積地域の人口密度が増加した場合、都市緑

地が細分化する可能性があることが示唆された。都市サ

イズが境界線長に対して有意な負の説明変数となってい

ることから（表２）、現在小規模な都市集積地域の都市サ

イズが今後拡大した場合には、境界線長が減少し緑地の

アクセス性が低下する可能性が示唆された。 

4.3. 人口密度からみた都市緑地の今後のあり方 
	 以上の人口密度と都市緑地量および構造との関係性を

踏まえて今後の都市緑地の今後のあり方を検討する。人

口密度の高まりがもたらす都市緑地の細分化は、パッチ

密度の増加を介して緑地のアクセス性などの機能を高め

ることが予想できる。一方で、都市緑地の細分化は平均パ

ッチサイズの低下によって生物生息地としての質を低下

させうる。よって今後、人口密度の変化に対して、都市緑

地の細分化の傾向と緑地の機能間のトレードオフを理解

した上で、緑地に求める機能に応じた保全が必要となり

うる。都市集積地域は都心から周縁部までの多様な環境

を含むことから、都市集積地域内部での場所による求め

られる機能の違いも考慮する必要があろう。また、都市サ

イズの小さい場合に都市緑地の細分化が起きやすい傾向

がみられたことからも、近年人口減少下での都市計画の

指針として掲げられているコンパクトシティ政策(11)など

都市サイズの変更を促す取り組みに対して、緑地の保全

という観点を組み込むことが重要だと指摘できる。 

4.4. 今後の課題 
	 今後都市緑地に求められる機能に応じた保全を行って

いく際には、機能に対応したより詳細な都市緑地の分類

が必要であろう。本研究で用いた緑地の定義は様々なタ

イプの緑地を含んでいたため、緑地の分類に応じた具体

的な保全の方法の考察には至らなかった。そのため、より

詳細な都市緑地の分類、具体的には農地とその他の緑地

の区分や、公有地・民有地の区分を分類できれば、より正

確な提言ができるものと考えている。そのために、各都市

集積地域での緑地の詳細な分類を分析することのできる

手法の開発が課題である。 
日本国内において人口減少が進行することやコンパク

トシティ政策が展開することなどにより、将来的に都市

の人口密度が大きく変化することで 8)、都市緑地の量や構

造に影響を及ぼす可能性があるが、人口減少による人口

密度の増減、そして人口減少そのものによる都市緑地へ

の影響は本研究では詳細に分析できておらず、将来的な

都市緑地分布への考察のためには、こうした時系列での

関係性を解明することも課題である。 
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【表２】	 一般化線形モデルによる標準偏回帰係数 
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