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日本の三大都市圏における都市密度指標としての公共的緑地の配置計画の評価

山本　佳世子

１.   序論

　日本および東アジア，東南アジアの都市
地域は，欧米諸国の同地域と比べると，著
しく高密度であり，緑地不足が深刻な問題
となっていることが従来から指摘されて
き た（Yamamoto, 2006；Yamamoto, 2007a; 
Yamamoto, 2007b）．緑地は，環境保全機能や
レクリェーション機能，防災機能，景観形成
機能など多様な機能を持っていることから，
都市の居住環境の様々な側面に大きな影響を
与える重要な構成要素であるといえる．
　さらに近年の日本では，阪神・淡路大震災
の教訓から，高密度都市の危険性も広く認
識され始め，都市の居住環境の防災性を確
保する必要性が強く指摘されている（山本，
2000）．これは，日本では建築の自由度が他
の先進国と比較して大きいために，災害に
弱い地区が多くなっているためと考えられる

（原科ら，2000）．そのため，土地利用・空間
利用，人口分布などの地域特性に対応した適
正な公共的緑地の配置計画を実施することが
必要とされている．
　そこで本研究は，緑地のうちでも公園・都
市緑地等の公共的緑地に着目し，GIS を利用
して，日本の三大都市圏における都市密度指
標としての公共的緑地の配置計画の評価を行
うことを目的とする．なお本研究では，山本

（2000）の研究成果を特に基盤とし，公共的
緑地を「都市内において空地として存在する
ことを目的とし，他の用途に用いられること

２.   研究の枠組みと方法

　本研究では，まず第３章では特に緑地の分
布状況に着目して，日本の三大都市圏の特性
を相互に比較を行うことにより把握する．第
４章では，本研究の利用データについて紹介
し，本研究で利用可能な形態に加工したプロ
セスについて示す．
　以上を踏まえて第５章では，日本の三大都
市圏の緑地分布の現状を把握したうえで，こ
れらの比較を行う．この結果をもとに第６章
では，都市密度指標としての公共的緑地の配
置計画の評価を行い，中心部からの距離帯ご
とに評価結果を整理したうえで比較・検討を
行う．そして評価結果のまとめを行ったうえ
で，日本の三大都市圏において導入可能な公
共的緑地の配置計画の改善策について提案す
る．最後に第７章では，結論と今後の研究課
題について示す．
　なお本研究で利用した GIS のアプリケー
ション・ソフトウエアは，ESRI 社の ArcGIS

なく確保された公園や緑地などの公共的な地
域」と定義する．また同様に，都市密度を「都
市地域における都市活動量の程度を示すも
の」と定義し，本研究では公共的緑地を都市
密度指標とする．緑地以外の都市密度指標と
しては，たとえば，オープンスペース（空地，
道路，水面など）率，人口密度（夜間人口密
度，昼間人口密度など），建物密度，容積率，
建坪率，道路密度などがあげられる．
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と ArcView である．本研究では，これらを
利用して，第４章ではデータの加工を行い，
第５章では公共的緑地の分布状況の比較，第
６章では公共的緑地の配置計画の評価を行っ
た．

３.   対象地域の特性

3. １  対象地域の概要
　本研究の対象地域は，東京大都市圏，中部
大都市圏，京阪神大都市圏の日本の三大都
市圏であり，これらの３つの大都市圏では
1950 年代頃から近県を中心として人口が流
入した．表１は日本の三大都市圏の人口を示
したものであり，中部大都市圏は他の２つの
大都市圏と比較して面積は広いにもかかわら
ず人口規模が小さいことと，他の２つの大都
市圏よりも人口密度が低いためにあまり市街
地が密集していないことがわかる．特に日本
最大の大都市圏である東京大都市圏では，中
部大都市圏の人口規模の約３倍，人口密度の
約５倍となっており，格差が著しいことが明
らかである．
　しかし中部大都市圏では，近年の製造業を
中心とした産業活動の活発化により，日本で
最も経済状況が良好な地域であるといわれて
いる．また 2005 年には，名古屋市の北東部
の郊外地域において愛・地球博が開催された．
そのため，今後は特に名古屋市の郊外地域へ

表 1 　日本の三大都市圏の特性（2007 年現在）

注）人口，面積，都市公園面積データは各都道府県のホームページより引用

の市街地の拡散が進行する可能性が懸念され
る．

３. ２  対象地域中心部における緑地の分布状
況
　前出の表１には，日本の三大都市圏内の各
都道府県の１人あたりの都市公園面積も示し
ている．なお日本の都市公園法施行令では，
都市公園の標準面積は１人あたり 10 m2 と定
められている．しかし表１に示した都府県で
は，京都府が 10.8m2と標準面積を僅かに上
回っていることを除き，標準面積以下であっ
た．特に東京大都市圏の１都３県では平均 4.8 
m2 であり，標準面積の半分未満であった．
　また写真１～４は，日本の三大都市圏の中
心部を示している．写真１は，東京の新宿副
都心付近に立地する代々木公園と明治神宮で
ある．東京の都心部ではこれらを除いて大規
模な公園緑地はなく，原科ら（2000）が指摘
しているように密集市街地が郊外まで連続し
ている．
　写真２は中部大都市圏の中心都市の名古屋
市の都心部とセントラル・パークである．名
古屋市では中心部の都市密度は高いが，都心
部でも数箇所のオープンスペースが残ってお
り，幅員の大きな道路が都心部に整備されて
いることと，他の２つの大都市圏に比べて高
層ビルが少ないことが特徴である．また郊外
地域では，後に詳述するように，他の２つの
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写真１　東京大都市圏の新宿副都心
(2006 年 11 月）

写真２　中部大都市圏の名古屋市中心部の
セントラル・パーク (2007 年３月）

写真３　京阪神大都市圏の中心部梅田地区
(2007 年４月）

写真４　京阪神大都市圏の神戸市元町地区
(2006 年６月）

大都市圏に比べて森林や農地が多く分布して
いる。写真３と写真４は，日本の京阪神大都
市圏の最大都市である大阪と神戸とをそれぞ
れ示している．写真３の大阪は，日本の大都
市のなかでは都心部の都市密度が最も高く，
オープンスペースが少ない都市である．さら
に具体的に述べると，後に詳述するように，
中心部の大阪城と大阪城公園などを除き公
園・緑地は非常に少ない．写真４の神戸は，
1995 年 1 月に発生した阪神・淡路大震災の
大被害を受けた都市であり，現在でも復興事
業が推進されている．しかし平地がもともと
少ない都市であるため，狭い平野部に高密度
の市街地が集中的に形成されており，山地や
海上の埋立地では住宅開発が進んでいる．

４．利用データの収集と加工

　本研究では，第５章の公共的緑地の分布状
況の比較，第６章の公共的緑地の配置計画の
評価では，国土交通省国土地理院作成の三大
都市圏を対象とした細密数値地図（10m メッ
シュ）を利用した．具体的には，第５章では
1970 年代，1980 年代，1990 年代の３時点，
第６章では 1990 年代の最新のものを利用し
た．
　このデジタル地図データは，主に空中写真
から判読して作成された 10m メッシュ土地
利用データである．そして首都圏・中部圏・
近畿圏の日本の三大都市圏について，５年毎
５時期分作成されている．土地利用は，山林・
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　本章では，1970 年代，1980 年代，1990 年
代における３時点の細密数値情報を利用し
て，日本の三大都市圏の公共的緑地の分布状

５．GIS による公共的緑地の分布状況の比較

図１　東京大都市圏の土地利用変化　（1974 年 -1994 年）

田・畑・空き地・造成中地・工業用地・一般
低層住宅地・密集低層住宅地・中高層住宅地・
商業業務用地・道路用地・公園緑地・その他
の公共公益施設用地・河川湖沼・その他の用
地の 15 項目に分類されている．なお本研究
における公共的緑地は，細密数値地図の土地
利用分類のうちでは公園緑地（主に都市公園）
が該当しており，これを解析評価の対象とし
た．本研究では，GIS により，これらのデジ
タル地図データを利用可能な形態に加工し，
第５章および第６章で利用した．
　また，第６章における１人あたりの都市公
園面積（2007 年現在）と人口密度（2007 年
現在）の統計データは，各都府県のホームペー
ジより引用した．

況の比較を行う．細密数値情報では，赤は市
街地，青が工業用地，深緑が森林，薄緑が公
園・緑地，黄色が農地で表示されている．な
お本研究の対象とする公共的緑地は，前述の
ように細密数値情報の公園緑地が該当してお
り，薄緑色に着色されている地域である．

５．１  東京大都市圏
　図１は，東京大都市圏の 1974 年，1984 年，
1994 年の土地利用である．東京大都市圏に
は，東京以外に４つの政令指定都市（横浜
市，川崎市，千葉市，さいたま市）があり，
都市地域が連坦化している．東京大都市圏で
は高密度地域が都心から 40km ほど離れた地
域までも続いており，緑地不足が重大な問題
となっている．２時点の土地利用を比較する
と，20 年間でさらに郊外に市街地が形成さ
れ，公共的緑地が減少していたことがわかる．
特に南西部の横浜市周辺では森林の減少が著
しく，丘陵地が住宅地に転換されていた．
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図２　中部大都市圏の土地利用変化　（1977 年 -1997 年）

図３　京阪神大都市圏の土地利用変化　（1976 年 -1996 年）
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５．２  中部大都市圏
　図２は，中部大都市圏の 1977 年，1987 年，
1997 年の土地利用である．中部大都市圏で
は政令指定都市は名古屋のみであり，大規模
都市は立地していない．その代わりに，名古
屋市の周辺地域には，多くの中規模，小規模
の都市が分布している．他の２つの大都市圏
ほど大都市が連坦化していないため，都市密
度の高い地域は少なく，公共的緑地の分布も
多いことがわかる．２時点の土地利用を比
較すると，20 年間で郊外化が進んでいるが，
東京大都市圏よりも公共的緑地や森林の減少
は少ないことがわかる．北西部と南東部では
農地が市街地に転換されており，北東部では
森林が市街地に転換されていた．

５．３　京阪神大都市圏
　図３は，京阪神大都市圏の 1976 年，1986 年，
1996 年の土地利用である．京阪神大都市圏
には大阪市，神戸市，京都市という３つの政
令指定都市があり，大阪市が中心都市である．
そして３つの政令指定都市の周辺に，ベット
タウンの中規模都市が多く立地している．こ
れらの２時点の土地利用図から，20 年間で
さらに郊外に市街地が形成されていることが
わかった．特に北西部の神戸市周辺では，丘
陵地の森林が住宅地に転換されていた．また，
大阪中心部で公共的緑地がの分布が非常に少
ないが，その郊外では公共的緑地や森林が多
く分布している。

５．４　日本の三大都市圏の比較
　以上のことより，まず，東京大都市圏では
横浜市や川崎市，千葉市，さいたま市など
の他の大都市が交通網の整備に伴って連担化
しており，このことが他の２つの大都市圏と
は大きく異なる点であることが明らかになっ
た．原科ら（2000）によると，高密度地域が
都心から 40km ほど離れた地域までも続いて
おり，緑地不足が重大な問題となっていると

指摘されている．またこのことが東京大都市
圏における深刻な土地利用問題にもつながっ
ており，東京都だけではなく，東京大都市圏
全域での広域的な土地利用計画が必要である
といえる．
　Yamamoto(2006) によると，1946 年には首
都圏近郊緑地保全法が成立したが，土地所
有者の強い反対により，グリーンベルト計
画は僅かな規模の緑地の配置に収束してし
まった．特に東京大都市圏では，都心から
約 20km 離れた地域にグリーンベルト計画が
あったが，一部しか実現されなかった．東京
の JR 渋谷駅の近くには，宮下公園という非
常に小規模な細長い形の公園があるが，これ
がグリーンベルトの名残だと言われている．

６．GIS による公共的緑地の配置計画の評価

６．１　評価対象地域と評価方法
　本研究では日本の三大都市圏のうち，東京
大都市圏では東京都，中部大都市圏では愛
知県，京阪神大都市圏では大阪府のうちの都
市地域というように，それぞれの大都市園中
心部の都府県の都市地域を評価対象地域とす
る．これは，第２章の１人あたりの都市公園
面積，第５章の公共的緑地の分布状況の比較
結果から，大都市園中心部の都府県では公共
的緑地の分布状況が少なく，都市密度が特に
高いことが示されたためである．
　また本研究では，公共的緑地の大部分を占
める都市公園に着目し，具体的な都市密度指
標として 1 人あたりの都市公園面積を取り上
げる．これは，細密数値情報が三大都市圏の
全都市地域を刊行範囲としていないので，公
共的緑地のうち都市公園のみを対象として，
統計データ（2007 年現在）をもとに 1 人あ
たりの都市公園面積を算出して利用するため
である．しかしながら，このように算出した
1 人あたりの都市公園面積と，前出の図１～
３に示されたそれぞれの大都市圏の最新の細
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密数値情報をもとに算出した１人あたりの公
園緑地量を対照し，評価対象地域内の細密数
値情報の刊行範囲ではそれほど顕著な差異が
ないことを確認した．そして 1 人あたりの都
市公園面積と人口密度という他の都市密度指
標との関連性に着目して，公共的緑地の配置
計画の評価を行う．さらに三大都市圏のそれ
ぞれの中心部からの距離帯ごとに評価結果を
整理したうえで，比較・検討を行う．各都市
の人口密度も，各都府県の統計データ（2007
年現在）を利用した．
　図４は東京都内の 23 区と 26 都市，図５は
愛知県内の 32 都市，図６は大阪府内の 33 都
市を対象とし，それぞれの都市における 1 人
あたりの都市公園面積と人口密度との関連性
について提示したものである．これらの図で
は，それぞれの都府県の中心地からの距離帯
にも注目して，各都市の 1 人あたりの都市公
園面積と人口密度との関連性を示している．

図４　東京都の 23 区と 26 都市における 1 人あたりの都市公園面積と人口密度との関連性

　なお第３章でも述べたように，日本の都市
公園法施行令では，都市公園の標準面積は１
人あたり 10m2 と定められている．

６．２　東京都
　図４に示されているように，東京都内の
23 区と 26 都市では中心部からの直線距離
によって，人口密度と１人あたりの都市公園
面積の両方が大きく影響を受けていることが
わかる．またこれらの都市地域における人口
密度の平均は 10,533 人 /km2，１人あたり
の都市公園面積の平均は 4.5m2である．こ
れらのことより東京都の都市地域では，都市
公園の標準面積の１人あたり 10m2 を大幅に
下回っていることがわかる．なお東京都全体
での１人あたりの公園・緑地の面積は 5.6m2

であるが，これは本研究の評価対象地域以外
（都市地域外）には広大な公園や緑地があり，
東京都全体の平均的な１人あたりの都市公園
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面積が増えているためである．
　23 区では人口密度の平均は 10,090 人 /
km2，１人あたりの都市公園面積の平均は 3.0
ｍ２であり，人口密度は都心部ほど高いもの
の，１人あたりの都市公園面積にはそれほど
大きな格差はみられない．都心３区（千代田
区，中央区，港区）のなかでも，特に中心部
の千代田区のみ人口密度 3,398 人 /km2，１
人あたりの都市公園面積 6.4m2と都市密度
が低いが，これは近年の都心部の人口減少に
より１人あたりの都市公園面積が増加したた
めであると考えられる．
　また多摩地区では，人口密度の平均は
7,387 人 /km2，１人あたりの都市公園面積
の平均は 5.9m2であるが，東京の中心部か
ら 30km 以内の地域では 23 区の状況とあま
り大きな差異はなく，人口密度は 10,000 人
/km2 以上，１人あたりの都市公園面積は 10
ｍ２未満の都市が多い．例外的に多摩市は，
東京の中心部から 30km 以内の地域に立地
しているが，人口密度は 6,942 人 /km2 であ
り，１人あたりの都市公園面積は 14.6 km2

と多い．そして東京の中心部から 30km 以
上の地域になると，人口密度 10,000 人 /
km2 未満，１人あたりの都市公園面積は 5 
ｍ２以上の都市が大部分を占めている．特に
武蔵村山市は，東京の中心部から 40km 以
内の地域に立地しているが，人口密度は
4,317 人 /km2 であり，１人あたりの都市公
園面積は 17.7km2 と東京の都市地域で最も
多い．
　これらのことより公共的緑地を都市密度指
標とすると，東京都の都市地域では全域で都
市密度が非常に高く，特に 23 区ではそのよ
うな傾向が著しいことが明らかである．また
東京都では，都市地域外には広大な公園や緑
地があるが，都市地域内では地域の人口分布
に十分に対応した公共的緑地の配置計画が実
施されているとは必ずしもいえないこともわ
かる．したがって東京都の都市地域全域にお

いて，土地利用・空間利用などに関する計画
を見直すとともに，公共的緑地の配置計画に
ついて改めて大幅に再検討する必要がある．

６．３　愛知県
　愛知県内の都市地域における人口密度の平
均は 2,333 人 /km2，１人あたりの都市公園
面積の平均は 6.4m2である．このことより
三大都市圏のなかでは，中部大都市圏は人口
密度が著しく低く，１人あたりの都市公園面
積が多いといえる．しかし図５に示されてい
るように，都市公園の標準面積の１人あたり
10m2 を上回っているのは４都市のみであ
り，これらのうち３都市は名古屋市の中心部
から 30km 以上の地域に立地している．特
に新城市は名古屋市の中心部から 60km 以
上の地域に位置しており，人口密度は 306
人 /km2，１人あたりの都市公園面積の平均
は 19.8m2 であり，他都市よりも著しく都市
密度が低いといえる．
　名古屋市中心部からの直線距離の影響は，
人口密度に大きく表れているが，１人あたり
の都市公園面積にはそれほど表れていないこ
とがわかる．具体的にいえば，名古屋市に近
い都市ほど人口密度は高い傾向があるが，１
人あたりの都市公園面積は必ずしも少なくな
いといえる．たとえば，１人あたりの都市公
園面積が名古屋市は 6.8m2であるが，特に
愛知県東部の名古屋市中心部からの 30km
以上の地域では名古屋市よりも少ない都市が
多い．
　これらのことより公共的緑地を都市密度指
標としてみると，名古屋市よりもむしろ郊外
に立地する都市の方が都市密度は高いという
逆転現象もみられた．これは，このような郊
外地域の都市では，山林などの自然的土地利
用が多く残っているため，都市内部での公共
的緑地の整備があまり十分に配慮されてこな
かったことが原因であると推測できる．その
ため愛知県の都市地域では，山林などの緑地
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図５　愛知県の 32 都市における 1 人あたりの都市公園面積と人口密度との関連性

図６　大阪府の 33 都市における 1 人あたりの都市公園面積と人口密度との関連性
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の分布も考慮し，都市内部の公園や緑地など
の公共的緑地の配置計画を検討する必要があ
る．

６．４　大阪府
　大阪府は面積自体が少なく，大阪市の周囲
に密集して都市が立地しているため，大阪市
の中心部から 20km 以内の地域に 2/3 以上
の都市が含まれる．人口密度の平均は 5,418
人 /km2 と東京都の都市地域の半分程度で
あり，１人あたりの都市公園面積の平均は
5.2m2 と愛知県の都市地域とほぼ同程度であ
る．しかし図６に示されているように，都
市公園の標準面積の１人あたり 10 ｍ２を上
回っているのは２都市のみであり，30km 圏
内の河内長野市のみが人口密度も 1,070 人
/km2 と低く，１人あたりの都市公園面積も
16.0km2 と他都市よりも圧倒的に多い．
　大阪市中心部からの直線距離の影響は，人
口密度，１人あたりの都市公園面積の両方に
それほど明確に表れていないことがわかる．
大阪市中心部から 10km 以内の都市は人口
密 度 10,000 人 /km2 ～ 12,000 人 /km2，
10km-20km の都市は 3,000 人 /km2 ～ 8,000
人 /km2 というように分散が大きく，１人あ
たりの都市公園面積もこれらの距離帯に立地
する都市は１m2 ～８m2 の間にほぼ分散して
いる．また 20km 以上に立地する都市は，
人口密度が 3,000 人 /km2 未満の都市が大部
分であるが，１人あたりの都市公園面積は２
m 2～ 10m2 の間に分散している．
　さらに大阪市の人口密度は 11,843 人 /
km2，１人あたりの都市公園面積は 3.3m2 あ
る．しかし大阪市の中心部から 20km 以内
の都市では，人口密度は大阪市よりも低いも
のの，１人あたりの都市公園面積が大阪市よ
りも少ない都市が半分程度を占めている．
　これらのことより公共的緑地を都市密度指
標とすると，大阪市の中心部から 20km 以
内の地域には，大阪市よりも都市密度が高い

都市があることが明らかになった．したがっ
て，大阪府の都市地域全域で公共的緑地の配
置計画についてさらに検討する必要がある
が，特に大阪市とその周辺地域ではその必要
性が特に強いといえる．

６．５　評価結果のまとめと改善策の提案
　以上のことより，日本の三大都市圏の中心
部の都府県（東京都，愛知県，大阪府）のう
ちでも，東京都の都市地域では都市密度が非
常に高く，特に 23 区ではそのような傾向が
著しいことが明らかになった．そのため，土
地利用・空間利用などの諸計画とともに公共
的緑地の配置計画について改めて厳しく再検
討する必要がある．大阪府の都市地域は東京
都の同地域ほど都市密度が著しく高いわけで
はないが，特に大阪市とその周辺地域で公共
的緑地の配置計画についてさらに検討する必
要性が強い．
　愛知県の都市地域は，東京都や大阪府の同
地域に比べて都市密度は低いといえるが，山
林などの緑地の分布も考慮し，都市内部の公
園や緑地などの公共的緑地の配置計画を検討
する必要がある．しかし愛知県を中心とする
中部大都市圏は，近年の経済成長や産業活動
の活発化の影響により，中心部の市街地がよ
り高密度化し，郊外への市街化が今後進行す
る可能性があるため，これらの点について十
分考慮する必要がある．
　また日本の三大都市圏の中心部に共通した
問題点として，特に中心部では新たに緑地を
整備するための用地確保が困難であることが
あげられる．そのため，ヒートアイランド現
象対策や都市環境保全のためにも，建築物の
屋上緑化や壁面緑化の実施，低未利用地の有
効利用による公共空地の確保などにより，公
有地だけではなく民有地も対象とした緑地整
備を行うことが必要である．
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　本研究は，緑地のうちでも公園・都市緑地
等の公共的緑地に着目して，日本の三大都市
圏を対象とし，都市密度指標としての公共的
緑地の配置計画の評価を行うことを目的とし
た．本研究の結論は，次の３点に要約するこ
とができる．

（１）日本の大都市圏は，アジア地域や他の
先進国の大都市圏と比較して，緑地不足問
題が著しい．日本の三大都市圏のうちでも，
特に東京大都市圏では大都市が連担化し，
このことが他の２つの大都市圏とは大きく
異なる点であるといえる．また高密度地域
が都心から 40km ほど離れた地域までも続
いており，緑地不足が重大な土地利用問題
となっている．

（２）日本の三大都市圏のうちでも，特に東
京大都市圏の都市地域では人口密度が著し
く高く，１人あたりの都市公園面積も非常
に少ないため，公共的緑地を指標とすると
都市密度が著しく高いといえる．したがっ
て東京都では，土地利用・空間利用などの
諸計画とともに，公共的緑地の配置計画の
大幅な見直しが必要である．

（３）日本の三大都市圏の中心部では都市密
度が特に高いため，中心部において既成市
街地において緑地を新しく造成することが
非常に困難である．そのためヒートアイラ
ンド現象対策や都市環境保全のためにも，
建築物の屋上緑化や壁面緑化や，低未利用
地の有効利用による公共空地の確保などに
より，公有地だけではなく民有地も対象と
した緑地整備を推進する必要がある．

　今後の研究課題としては，以下の２点があ
げられる．

（１）本研究の評価対象地域においてさらに

詳細な解析を行い，公共的緑地の不足地域
を地区単位やメッシュ単位で指摘したうえ
で，導入可能な改善策についてより具体的
に提言する．

（２）大都市圏中心部を特に研究対象地域と
して，昼夜間人口比率の地域的差異を考慮
した公共的緑地の配置計画の評価を行う．
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Evaluation of Public Green Space Placement Plans as an Indicator 
of Urban Density of Japan’s Three Major Metropolitan Areas

Abstract
      City areas in Japan and other countries in East and Southeast Asia, as compared to 
those in the United States and Europe, are extremely dense and the lack of green spaces 
has long been pointed out as a serious problem. Green spaces constitute an integral part 
of a regional environment, serving diverse functions such as environment preservation, 
recreation, disaster prevention, and landscape formation. Furthermore, as a lesson learned 
from the Great Hanshin Earthquake(1995), the risk of living in a highly dense city has come 
to be widely recognized in Japan, and it has been pointed out that there is an acute need to 
preserve green spaces as a foundation for securing adequate disaster prevention capability in 
the urban living environment.
      This study aims to evaluate, as an indicator of urban density, plans for placement of 
green spaces in Japan’s three major metropolitan areas, focusing on public green spaces – 
such as parks and urban green areas – among various kinds of green spaces. For that, I first 
try to capture and assess the pattern of public green space distribution, using  GIS (Geographic 
Information Systems). Then, based on the assessment results, I evaluate plans for placement 
of public green spaces as an indicator of urban density and sort out the findings by distance 
zone (as classified based on distance from the city center) so as to conduct a comparison 
and further examination. Furthermore, based on the evaluation results, I propose remedial 
measures feasible for implementation in the three metropolitan areas of Japan.
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