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東京都における防災性に着目した公共緑地整備の評価

一地理情報システムを利用 した地域防災性評価を基礎に -

山本 佳世子

1.序論

1-1.研究の背景と目的

わが国では､効率性を求める企業の経済活

動が都市地域に過度に集中した結果､業務空

間が優越 し､居住空間が排除 ･圧迫される傾

向が続いている｡このような都市空間利用の

アンバランスにより､著しい交通混雑､地価

高騰による住宅難､緑地の減少などの居住環

境問題が深刻化している｡

特に緑地問題については､わが国の都市

は､諸外国の都市と比べ不足が著しい｡この

ような公園や緑地の不足は､都市地域の居住

環境における防災性にも関連する重要な問題

である｡さらに､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｡

しかし､わが国では､防災性と緑地との関

連性や､公共緑地の確保という広域的な土地

利用問題に関する科学的根拠は必ずしも十分

ではない｡したがって､今後は居住環境にお

ける防災性に着目し､従来の大規模緑地に加

え地区における小規模緑地も､地域の人口に

対応して整備されているかどうかについて検

討する必要がある｡

そこで､本研究では､わが国の都市地域で

は緑地を基盤とした防災都市づくりを行 うこ

とにより居住環境における防災性を確保する

必要があると考え､このような視点から公共

緑地の整備状況を評価 し､整備方策について

提言することを目的とする｡

1-2.研究の意義

緑地整備についての既往の関連研究のうち

代表的なものとしては､東京都が規模ごとの

誘致距離をもとに都内の都市公園の整備水準

を把握 した報告(東京都,1994)がある｡また､

緑地のレクリエーション機能に着目して必要

量を検討した研究(田畑,1997)も挙げられる｡

一方､都市防災を考えるうえでは昼間人口

-の対応も重要である｡しかし､建設省の都

市計画局都市再開発防災課都市防災対策室長

の都道府県知事あての通達(1996)で昼間人口

-の対応が考慮されるようになったものの､

緑のマスタープランや緑の基本計画などでは

ほとんど考慮されていない｡さらに､これら

の緑地関連計画の策定にあたって防災系統の

解析評価が行われているが､周辺地域の夜間

人口や昼間人口に対応した評価は行われてい

ない｡

そこで､本研究は従来の緑地研究とは異な

り､居住環境における防災性に着目し､地理

情報システム (GIS)を利用して対象地域に

おける緑地を全て抽出したうえで周辺地域の

人口を考慮した詳細な評価を行 う｡また､評

価結果をもとに､緑地規模や誘致距離､さら

には地域の夜間人口や昼間人口-の対応も考

慮した緑地整備のための方策を提言する｡

2.公共緑地整備の防災性に着目した

評価の提案

2-1.居住環境評価の概要

本研究では､居住環境を､住居､道路や公

園などのインフラス トラクチャーのような物

質的な状態を表す物的環境､職場やコミュニ

ティなどにおける人間関係の状態を表す人間

環境､さらにはマスコミなどの情報-の近援

性とい う情報環境に分けた｡これらのなか

で､都市における環境計画の対象となる基本

的なものとして､物的環境を本研究の対象と
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する｡さらに､居住環境指標を物的環境の状

態を定量的に評価するための尺度 と定義す

る｡

また､居住環境に配慮 した都市構造や土地

利用を計画するためには､都市における環境

計画が重要な役割を果たすと考えられる｡本

研究で扱 う都市防災計画も､居住環境の うち

防災性を高めるための計画であるため､都市

における環境計画の1つとして位置付けるこ

とができる｡都市における環境計画にはsee-

plan-doとい う公共計画サイクルの考え方を

応用する方法1)が近年導入されているが､将

来の環境像 を明確 に し､人々の生活の質

(QOL)と都市機能とのバランスを考慮するう

えでは､seeの段階での居住環境診断 (居住

環境の質評価)が重要になってくる(原科 ,

1994)0

2-2.わが国の居住環境評価の動向

まず､わが国の居住環境評価研究の動向に

ついて検討 した2)｡これ らの研究事例から抽

出した既存指標体系は､対象とした地域の空

間スケールにより､地区レベル､都市レベル､

広域 レベルの3つのタイプに分類できる｡ま

た､既存指標体系は､構成手法により､表 1

に示すように､｢欲求段階型｣､｢環境要素型｣､

｢多変量解析型｣の3つのタイプがある3)｡指

標体系の構成手法とい う点からみると､｢多

変量解析型｣が多いことがわかるが､｢多変量

解析型｣の指標体系は､｢欲求段階型｣や ｢環

境要素型｣とい う規範的な指標体系を構成す

るための準備段階のものとみなすことができ

る｡したがって､｢多変量解析型｣の指標体系

の大部分は､評価構造により､｢欲求段階型｣

に分類できるものと ｢環境要素型｣に分類で

きるものに分けられる｡このような分類によ

り､特に地区レベルの45指標体系は､評価構

造という点からみると､｢欲求段階型｣(26指

標体系)と ｢環境要素型｣(19指標体系)の

大きく2つに分類することができる｡

本研究では､研究蓄積の豊富さや都市にお

ける環境計画における有用性を考慮 して､以
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表 1 居住環境指標体系の分類

類型 空間スケール 構成手法 指標体系数

A-1 地区レベル 欲求段階型 15

A-2 環境要素型 5

A-3 多変量解析型 25

B-1 都市レベル 欲求段階型 1

B-2 環境要素型 3

B-3 多変量解析型 4

C 広域レベル 環境要素型 1

D-1 複数のスケール 環境要素型 2

下､｢欲求段階型｣評価構造をもつ地区レベル

の指標体系を対象として､次節でその問題点

を検討することにする｡

2-3.居住環境評価の開溝点の抽出と

枠組みの構築

2-3-1.従来の居住環境評価の問題点

従来の居住環境指標体系の問題点を､評価

項目 (安全性､保健性､利便性､快適性､個

性)､評価手法 (物的環境条件､住民意識)の

二点から検討 した｡

評価項目に関する問題点として､次の二点

があげられる｡

①個性以外は多様であり､一定のまとまり

みられない｡これは､評価対象とした地域､研

究が行われた時代､研究目的により､これま

で実に様々な評価項目が提案されているため

である｡

②複数の欲求段階に現れる個別評価項目が

多数存在している｡これらの重複関係がみら

れる項 目は､利便性､快適性が関係 している

ものが多いQ利便性に関しては､安全性､保

健性､快適性､個性を補完するものであり､こ

れらの4側面とは別に扱った方が良いと考え

られる｡快適性に関しては､快適性に関する

評価項 目は､評価対象地域の環境状態の程度

によって､その他の四側面として捉えられて

いた｡

評価手法に関する問題点としてあげられる
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のは､次の二点である｡

①快適性の評価項目はその他の価値規

範として捉えられることもあるため､評

価対象地域の環境の状態によっては住民

意識のみで評価することは不十分であり､

物的環境条件に基づく評価も必要である｡

②個性に関しては､既存指標体系では

主に住民意識に基づき評価される傾向が

みられたが､個人の趣向が強いためどの

ような評価手法をとるのであれ､定量化

が困難であると考えられる｡

2-3-2.居住環境評価枠組みの構築

これまでの考察から､指標体系の改善策と

して､評価項目は中間項目までマニュアル化

し､それ以下の個別評価項目は､評価を行 う

目的､対象地域の環境の状態に対応 して設定

し､さらに評価項目に応 じて適切な評価手法

を選択する方策を提案する｡

居住環境評価では､居住者の生活行動の自

由度の評価 という視点に立ち､住居を中心に

置き､居住者の行動空間のスケールを近隣､

都市全体､都市圏全体に分類する必要があ

る｡そして､図 1のように､居住環境質を大

きく｢アメニティ｣と｢アクセシビリティ｣に

分けることができる｡

アメニティは近隣環境の質を表す｡これ

は､安全性､保健性､快適性､個性の4つの

価値規範に分類する｡一方､アクセシビリ

ティは都市圏全体を対象地域とし､目的地-

の行きやすさを評価 し､緊急行動､日常行動､

余暇行動に分類する (表2)｡

都市圏

都市

近隣

'住居 一 ● 行動目的地

●'77}=T-.( ＼ アクセシビ

● リティ

図1居住環境質の捉え方

表 2 居住環境評価のための指標体系

欲求段階 アメニティ(近隣環境の質) アクセシビリティ

評価項 目 中間項 目 評価項 目 中間項 目

基礎的 安全性 自然災害 緊急行動 災害時の非難場

生理択的精神的 火災 消防署

交通事故 警察署､派出所
犯 罪 緊急病院

保健性 公害 日常行動通勤先､通学先
衛生 買い物場所金融機関役所､出張所快適性 心地よさ
やすらぎ 病院､保健所

個性 歴史性､現代性､文 化性､活気､落ち着き-
余暇行動 自然とのふれあい娯楽.スポー ツ文化.芸術

2-4.公共緑地整備の防災性に着 目した

評価の提案

2-4-1.居住環境における緑地の役割

緑地の機能には､(1)環境の保全､(2)レ

クリエーションの場､(3)防災､があり､居

住環境と緑地機能の関係は図2のように整理

できる｡これ らの緑地機能の うち､レクリ

エーション機能と防災機能は居住環境と大き

な関わり合いを持っている｡環境の保全機能

は都市気候の緩和が中心となっているが､都

市内の公園･緑地が都市全体のヒー トアイラ

ンド現象の緩和にはあまり役立っていないこ

とが既に指摘されている(丸田,1994)｡した

がって､防災機能やレクリエーション機能に

着目した緑地整備を行い､その結果として緑

地地域内における気温の低下 (｢オアシス効

果｣)も期待できるということになる｡

:. ' ･･ - ･.I

図2居住環境と緑地機能との関連性
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2-4-2.公共緑地の定義及び概要

緑地は､民有地などに含まれる非公共緑地

と公共緑地の2種類に大きく分類できる｡防

災性に着目した緑地整備では､公共緑地の整

備によって基礎的な最小限の緑地量が確保さ

れるべきである｡そのため､本研究では､緑

地のうちでも特に公共的な緑地に着目し､居

住環境における防災性からみた整備の必要性

を提言する｡

本研究では､公共緑地を､｢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｡なお､緑

道は緑地よりもむしろ道路として分類できる

こと､河川敷の緑地は非可住地にある緑地で

あることから､抽出対象外緑地とした｡なお､

河川敷は､阪神 ･淡路大震災の際には､避難

場所 として利用 されていなかった(中瀬 ,

1995)0

2-4-3.公共緑地整備の防災性に着目した評価

の提案

居住環境との密接な関わり合いをもつレク

リエーション機能と防災機能の2つの緑地機

能の うち､レクリエーション機能について

は､田畑(1979)が東京圏における緑地必要量

を検討 している｡しかし､防災機能に関して

は整備基準は設定されているものの､地域ご

とに必要量を検討 した研究事例はない｡そこ

で､本研究では､前項で新たに提案した居住

環境評価の枠組みを利用し､居住環境におけ

る防災性に着目して公共緑地の整備状況の評

価を行 う｡

緑地は近年になって主に快適性の評価項目

として扱われ､住民意識にもとづいて評価さ

れてきた｡しかし､居住環境における防災

性に着目して緑地の整備状況を評価する

ためには､アメニティ評価の安全性やア

クセシビリティ評価の緊急行動の評価項

目として捉え､物的環境条件にもとづい

て再評価する必要がある｡

3.公共緑地整備の防災性に着 目した

評価方法の考 え方

3-1.都市防災計画における禄地整備に

関する問題点

3-1-1.緑地の防災性に着目した役割

大震災 ･火災対策が不可欠なわが国では､

都市の防災機能を構造的に強化するために､

住民の身近に､一定基準と規模を有し､緊急

時の施設を備えた空間としての公園･緑地が

必須である｡公園 ･緑地の防災的な役割をさ

らに詳しくみると､図3のように､1.災害時

の避難場所､2.火災､爆発による災害の防止､

3.自然災害の防止に分類できる｡

一方､災害時の緑地利用は､｢緩衝系｣の

ものと災害時での ｢利用系｣のものに分類で

きる(日本都市計画学会関西支部震災復興都

市づくり特別委員会,1996)｡前者は広域レベ

ルで地形や土地利用などの諸条件に起因する

危険性を回避または軽減 し､さらには避難場

所としても利用され､3つの役割を果たす｡ま

た､後者は地区レベルで災害時における避

難､救援､復旧などに寄与する(日本都市計画

学会関西支部震災復興都市づくり特別委員会,

1996)0

防災性からみた緑地整備では､｢直後段階｣

(生命確保が目標)における避難場所の役割

を特に重視する必要がある｡実際､阪神 ･淡

路大震災や関東大震災の際には公園･緑地が

避難場所として大きな役割を果たしたので､

近年では避難場所としての役割に着目して公

園 ･緑地の整備が進められるようになった｡

また､第6次都市公園等整備5ケ年計画でも同

様に､避難地としての役割を重視し､防災公

園としての都市公園の整備が最重要課題と

なっている(伊藤 ,1996)ことからも､公園 ･

(1)環境の保全

図3 緑地の役割
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緑地の災害時の避難場所としての役割の重要

性が うかがわれる｡

3-卜2.緑地整備に関する問題点

さらに､阪神 ･淡路大震災についての既存

調査研究(中瀬,1995;日本造園学会阪神大震

災調査特別委員会,1995;日本造園学会関東支

部公共造園部会 ,1996;建設省都市局都市再

開発防災課都市防災対策室,1996;日本公園･

緑地協会,1997)をもとに､従来の都市防災計

画における緑地整備について検討 した｡その

結果から､都市防災計画における緑地整備に

ついての問題点と課題を､以下の二点に大き

く分類 した｡

1.都市防災計画における小規模緑地の位

置付けの検討

(1)街区公園よりも居住者の活動拠点に近い

距離での避難地の設定についての検討

(2)住区基幹公園､とりわけ街区公園の都市

防災計画における位置付けについての再検討

2.誘致距離のみからみた公園配置論の再

検討

3-2.公共緑地の防災性に着 目 した

整備方針

本研究では､上述の2つの問題点に対 して､

それぞれ解決策 としての整備方針を

提案 し､図4のように整理 した｡

(1)小規模緑地 と大規模緑地の役割

分担 と重層化を配慮 した公共緑地整

備

防災のためのオープンスペースと

しての公共緑地は､すでに述べたよ

うに､｢緩衝系｣のものと災害時での

｢利用系｣ のものに分類できる｡
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｢緩衝系｣の公共緑地は､関東大震災にお

ける利用上の有用性から主に 10ha以上の大

規模な公園 ･緑地が対象である｡これは､危

険を回避 ･軽減するのみではなく､従来から

の広域避難地としての役割にも着 目して整備

が進められている｡

また､同様に､｢利用系｣の公共緑地は小

規模な公園 ･緑地が対象である｡このような

公園 ･緑地のうち1ha以上 (近隣公園に相当

する施設以上)のものは阪神 ･淡路大震災に

おける利用上の有用性から重視 され､第6次

都市公園等整備五ケ年計画 (1996)では､一

次的に避難 し､家族や周囲の災害の状況など

の状況を得て安全な避難方法などを確認する

場所､または､水や食料､医薬品などの緊急

用品を備蓄し緊急救命活動を効果的に行 う施

設を備えた場所として整備を進めることとさ

れている｡

地域の防災性強化のためには､これ らの小

規模緑地と大規模緑地の役割分担 と重層化を

配慮 した公共緑地整備が必要になる(図5)0

(2)地域の夜間人口や昼間人口に対応 した公

共緑地整備

さらに､防災機能に着 目して公共緑地の整

備を行 うためには､緑地規模により誘致距離

を設定する必要がある｡そこで､図6のよう

図4公共緑地整備の問題点と整備方針の対応

l ← 棚 月 地区レベルの

防災 .註21ハHb-3 広頚レJ,tルの
2.火災 .嬢発による災害防止

図5公共緑地の規模別の役割
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に､調査報告書(建設省都市局都市再開発防

災課都市防災対策室,1996;日本造園学会阪神

大震災調査特別委員会,1995)を参考に誘致距

離を設定した｡さらに､地域の夜間人口また

は昼間人口のうちどちらか多い方の人口を採

用 して､その人口に対応 して配置されている

かどうか検討する必要がある｡

3-3.公共緑地整備の防災性に

書 目した評価方法の考え方

3-3-1.公共緑地整備の防災性に着 目した評価

方法の考え方

本研究では､地域の全人口に対 して最低限

の必要避難面積の公共緑地が整備 されている

かという視点から評価を行 う｡対象 とする公

図6 公共緑地の規模別の誘致距離

公共緑地の うちでも､広域避難地としての

10ha以上の大規模緑地と､一次避難地として

の1ha以上の小規模緑地は､関東大震災と阪

神 ･淡路大震災における利用上の有用性か

ら､防災上の重要性が着 目されているolOha

以上の大規模緑地は､建設省調査報告書

(1996)では､1人あた りの必要避難面

積については最低 1m2以上とされてお

り､これは立っている人々の間をやっ

と通 り抜けることができる限界の密度

である｡しかし､わが国の都市地域で

は､1人あた りの必要避難面積も地域

の人口に対応 して十分に確保されてい

共緑地は､表3のように､｢身近な緑｣､

｢基幹的公共緑地｣､｢大規模公共緑地｣

のほぼ3種類に分けることができる｡地

区レベルでは､｢身近な緑｣の整備状況

を評価する｡また､広域レベルでは､誘

致距離が 1km以上であるためアクセシ

ビリティを考慮する必要がある ｢基幹

的公共緑地｣と ｢大規模公共緑地｣の整

備状況を評価する｡

第4章ではアメニティ評価の考え方

にもとづき､地区レベルの主に身近な

小規模の公共緑地が地域の人 口に対応

して整備 されているかどうかの評価を

行 う｡第5章ではアクセシビリティ評価

の考え方にもとづき､居住者の緊急行

動とい う視点に立ち､広域 レベルの主

に大規模な公共緑地整備が地域の人口に対応

して整備 されているかどうかの評価を行 う｡

さらに､第6章ではこれまでの2つの空間ス

ケールからみた評価結果を統合した評価を行

い､今後の整備方策について検討する｡

表 3公共緑地の.段階分け

緑地の分類 槻糊 誘致距離 影学苧する串間スケール

身近な緑 4tta未浦 1km未満 地区レ′くル(アメニティ)

基幹的公共 4hi1-50tta 1km以上 広域レベル
緑地 (都市レベル)(アクセシビリティ)

ない｡避難圏域は2kmであり､老人 ･

子供等の災害弱者の歩行限界距離等が考慮さ

れている｡1ha以上の小規模緑地も同様に､誘

致距離は500mであり､これは阪神 ･淡路大震

災における避難距離や日常生活圏の規模が考

慮されている｡
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3-3-2.地理情報システム利用の意義

本研究で空間分析等に利用するGIS4)には､

表4に示 した9つの機能があるとされる｡本

研究では､目的に応 じてこれ らの機能を組み

合わせて利用する｡



表4 地理情報システムの機能

(1)地図を表示する
(2)地図上の個々の要素に意味を付加できる

(3)地図と地図の間で演算ができる
(4)任意の主題に沿った地図を作成できる
(5)入力した地図をもとに新しい地図を作成できる

(6)他のシステムのデ-夕利用が可能である
(7)3次元データによる解析や表示が行える
(8)線データをもとにネットワーク解析が行える

(9)画像処理とデータベースを他のモデルと組み合わせ､

また､従来のGISの利用動向をみる

ため､4種類の専門誌 ･論文集 (国外

3､国内1)5)に1997年10月現在まで発

表 されたGISを利用 した研究868件

を､ユーザ会議論文集での分類をも

とに 18種類の分野に分類 した｡その

結果､｢環境 と保護｣(134件)､｢都市､

地方での利用｣(79件)に関する研究

事例が多かった｡巌･中村(1991)は､

GISを利用 して居住環境整備計画支援

システムを構築 している｡中村･川 口

(1993)は､現行の法定都市計画の作

業を合理化するために､特に都市計

画の策定作業の中にGISを有効に利

用することを提案 し､都市計画のた

めの居住環境評価にGISを利用する

有効性も示 している｡

3-4.対象地域の選定

本研究の対象地域 として

は､わが国の緑地が少ない

都市地域 として東京都を取

り上げる｡その第 1の理由

は､夜間人 口や昼間人 口に

比べ著 しく緑地が少ないこ

とである｡図7から東京都区

部は公園の割合が諸都市に

比べ著 しく少ない うえに､

昼間就業人 口1人あた りの

公園面積の比較を行 うと夜

間人 口1人あた りの公園面

積の場合 よりもさらに格差

お茶の水地理 第39号 1998年

が大きくなることがわかる｡

また､第2の理由は､東京都は､23区を中

心として昼夜間人口比率が高く､夜間人口と

昼間人口の うちどちらに対応 した緑地整備を

行 うべきであるか地域ごとに検討する必要が

あることである｡図8から､夜間人口1人あ

た り公園面積 と昼間人口1人あた り公園面積

の格差は､地域ごとに大きく異なっているこ

とがわかる｡

郡市 Opezh ea 人口 就業人口密度
の削合(%) (人血ー (人心 )

東京那区部 9.0 132.2 1(X).8

ニューヨーク 17.3 88.2 49.9

ロンドン 17.0 63.9 41.2

図7 諸都市の 1人当たり公園面積
東京都(1996)より作成

千代田区港区JL田rSr ) 八王子市立川市武蔵野市書経市

0.3 6.6 4.9 63
60 I

l2.62.2
■ 3.936

世田谷区中野 l2.63.10.91.1
4].葺,o

J 4.75.7I3.0

北区立島牡馬 rg 1.‡2,00.5 綱布市町田市東村山市
l24 l31

3.2 4.0.

0 2 23尿 4 抽 入 2相 地lf 6(巾人)

図8 東京都内の市町村の-人当たり公園面積

東京都(1996)より作成
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4.地 区 レベル の公共緑地整備の評価

4-1.地区 レベルの評価の枠組み

図9は､本章で対象とする従来の都市防災

計画における地区レベルの公共緑地整備に

関する問題点と整備方針の対応関係を整理

したものである｡これを踏まえ､本章では､

地区レベルの主に小規模緑地の整備状況の

評価を行 う｡まず､地区レベルの公共緑地整

備の評価方法について説明する(4-2)｡次に､

本章で利用する基礎データの収集と加工を行

う (4-3)｡最後に､地区レベルの公共緑地整

備の評価を行 う (4-4)0

東京都地域防災計画
(1996年)

問題点と課題

I.小規模緑地の位置付け

2.地域の人口に対応した緑地配置

既存知見

関東大震災 (1923年

阪神 ･淡路大震災 (1995年)
における小規模緑地の有用性

建設省通達
(1986年､1996年)

整備方針の提案

第4阜

地区レベルの公共線地整備の評価

･地区レベルの公共緑地主の井出
･小規模緑地の規換別の整備状況の把垣

0.1ha未満 250Jn､
lha未満 250Ⅱ1､
lh3-4ha 500zn

図9 地区レベルの公共緑地整備に関する
問題点と整備方針の対応

4-2.地区 レベルの公共緑地亜価の

評価方法

地区レベルの評価では､500mメッシュ単

位の地区を対象 として､人口データと緑地

データをもとにGISを利用して評価を行 う｡

まず､地区レベルの評価対象とする公共緑地

を､規模により､0.1ha未満､1ha未満､1ha

以上4ha未満の3種類に分類 したうえで､各

規模ごとに設定した誘致距離内にある公共緑

地量を算出し､整備状況をみる (4-3-1)｡こ

こでは､既存の調査報告書(建設省都市局都

市再開発防災課都市防災対策室,1996;日本造

表5地区レベルの公共緑地の規模と誘致距離

公共緑地の規模 誘致距離 相当する都市公園

0.1ha未満 250m 街区公園
lha未満

lha以上4ha未満 500m 近隣公園園園学会阪神大震災調査特別委員会,1995)を参

考に､表5のように緑地の規模に応じて誘致

距離を設定した｡そして､図12のように､評

価対象地域とするメッシュ内の任意の地点か

ら､1ha未満の緑地を評価対象とする場合は

ほぼ250m圏内にある公共緑地量を算出し､

1ha以上4ha未満の緑地を評価対象とする場

合はほぼ500m圏内にある公共緑地量を算出

して評価する｡

さらに､防災上の重要性に着目して特に1ha

以上の緑地を対象として評価を行 う (4-3-

2)｡具体的には､図10のように､評価対象地

域とするメッシュ内の任意の地点からほぼ

500m圏内にある1ha以上の公共緑地量を算出

し､これが目標確保量に達しているかどうか

で評価する｡1人あたりの必要避難面積の最

低限である1m2の基準を採用し､緊急段階の

一次避難地として全人口に対して確保するこ

とを想定した｡また､これは､東京都では1

人あたり1m2の基準が十分に確保できていな

いためでもある｡

国 語憲 還 誓穿長

める範囲半径250m

ロ 光 量蒜 諾 .i.&m求

◎ 緑地

図10地区レベルの公共緑地量の
算出方法

4-3.基礎データの収集と加工

(1)人口データの作成

人口データは､主として500mメッシュ単
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位の地区に分けて分析を行った｡これは､国

勢調査の人口等の500mメッシュデータと同

様の単位である｡

まず､各メッシュの夜間人口と昼間人口を

算出して人 口データを作成 した｡この人 ロ

データは､国勢調査の夜間人口(1990年)､国

勢調査と事業所統計調査 (1991年)のリン

ケージデータである昼間人口メッシュデータ

をもとに500mメッシュ単位で作成する｡しか

し､これ らの500mメッシュデータはDID(人

口集中地区)のみ しか整備 されていないた

め､DIDでは国勢調査の500mメッシュデータ

を利用するが､それ以外の地区は国勢調査の

1kmメッシュデータを4分割 し､新たに500m

の4次メッシュデータを作成 した｡

さらに､7,220に及ぶ500m人口メッシュ

データをGIS上で利用できるINFOファイル6)

に加工し､東京都のメッシュカバ レッジ7)を

作成 した後にこれを付加 した｡なお､人 口

メッシュデータはUTM座標系 (ユニバーサル

横メルカ トル図法座標系)8)で作成 した｡

(2)緑地データの作成

対象とする公共緑地を抽出するためには､

個々の緑地の位置を特定し､その属性を明ら

かにする必要がある｡だが､本研究の緑地の

定義に基づいたデータは存在 しないため､基

礎データを収集 し､新たにデータをしなけれ

ばならない｡

そこで､2-4-2で挙げた定義をもとに図11

の手順に従い､東京都内の公共緑地を抽出し

た うえでデジタイザーを利用 して入力 し､

GIS上で利用できる緑地データ (カバレッジ

形態)を作成 した｡この緑地データは基礎

データとした地図に合わせて緯度経度座標系

で作成 したが､人口データと同様にGIS上で

uTM座標系に変換 した｡なお､公共緑地の面

積は可能な限り緑地のみの面積を採用するよ

うにした｡

さらに､地区レベルでは評価対象 とする

0.1ha未満の公共緑地､1ha未満の公共緑地､

1ha-4haの公共緑地､1ha以上の公共緑地に

分類 して再抽出し､各メッシュごとにメッ

図11緑地データの作成の手順

シュ内の任意の点から誘致距離内にある公共

緑地量を算出する｡

4-4.地区 レベルの公共緑地整備の評価

4-4-1.地区レベルの公共緑地の整備状況

次に､各メッシュ単位で､自宅周辺部のご

く身近な1ha-4haの小規模な公共緑地の整備

状況の規模別評価を行った｡ただし､各規模

別の 1人あた り公共緑地量を算出した結果､

どの規模でも微少であったため､表6に示 し

たように評価結果は誘致距離内の公共緑地量

を用いて表示 した｡

街区公園に相当する0.1ha未満の緑地と

表6小規模緑地の規模別の整備状況
(メッシュ数7,220)

a o.1ha未満の公共緑地の整備状況

0.1ha未満の om' -250mJ250m'-500m'-750mL公共緑地畳 <nnm' 7く∩m'1nnnm'

b lha未満の公共緑地の整備状況

1ha未満の om'l1000m'10(氾m'-5000m'-10(泊mz程度公共緑地畳 くW m'1∩W mJが2ヶ所以上

c lha-4haの公共緑地の整備状況

Iba-4haの Oha 1.Oha- 2.Oha- 3.Oha- 4ha程度が公共緑地畳 2.Oha 3.Oha 4.Oha 2ヶ所以上
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1ha未満の緑地についてみると､500mメッ

シュ内にこれらの規模の緑地が存在しない地

区が大半を占めていることがわかる｡近隣公

園に相当する規模の1ha以上4ha未満の緑地

は､メッシュ内にこのような規模の緑地が存

在 しない地区が約68%あるものの､4ha程度

の緑地が2ヶ所ある地区が約 13%ある｡

4-4-2.地区レベルの公共緑地整備の評価

さらに､緑地の防災上の重要性に着 目し

て､地区レベルのlha以上の公共緑地の整備

図12地区レベルの公共緑地整備の評価
(対夜間人口)

図13地区レベルの公共緑地整備の評価

(対昼間人口)

状況の評価を行った｡この評価結果を地図上

に示したものが､図12､13である｡東京都内

の約 85%程度の地域において整備状況が悪

く､特に23区の都心部と多摩地区の中心部

で､夜間人口で評価 した場合よりも昼間人口

で評価 した場合に不足地域が拡大した｡

5.広域 レベルの公共緑地整備の評価

5-1.広域 レベルの評価の枠組み

図14は､本章で対象とする従来の都市防災

計画における広域レベルの公共緑地整備に関

する問題点と整備方針の対応関係を整理した

ものである｡本章では､広域 レベルの主に大

規模緑地の整備状況の評価を行 う｡まず､広

域レベルの公共緑地整備の評価方法について

説明する (5-2)｡ 次に､本章で利用する基礎

データの収集 と加工を行 う (5-3)｡さらに､

公共緑地-のアクセシビリティ評価を行った

うえで (5-4)､広域レベルの公共緑地整備の

評価を行 う (5-5)0

十分配慮されている点 問題点と課題

東京都地域防災計画
(1996年)

大規模緑地の位置づけ

規模 10ha以上
誘致距離 2km

必要避難面積 Im2/人

地域の人口に対応 した

既存知見

関東大震災(1923年)
阪神･淡路大震災(1995年)
における小規模緑地の有用性 整備方針の提案

第5章
広域 レベルの公共緑地整備の評価

'4q'h;rj*P 讐幣 ㌘規模別の整備状況の把握10ha以上 2,000m(1時間程度)

図14広域レベルの公共緑地整備に関する
問題点と整備方針の対応

5-2.広域レベルの公共緑地整備の評価方法

5-2-1.公共緑地-のアクセシビリティ評価方法

本研究では､｢出発地点｣から ｢目的地点｣

までの直線距離を移動抵抗 として用いて､公
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共緑地-のアクセシビリティ評価を行 う｡

直線距離によるアクセシビリティ評価の利

点としては､まず､前述のように､直線距離

による評価は操作性や簡便性が高いことが挙

げられる｡また､災害時には避難場所-基本

的に徒歩で行くため最短距離が選ばれ､目的

地に到達すると予想できる｡このため､道路

密度の高い都市地域では直線距離で代替でき

ることも利点である｡

5-2-2.広域レベルの公共緑地整備の評価方法

本研究では､直線距離を用いた公共緑地-

のアクセシビリティ評価をもとに公共緑地の

整備状況の評価を行 う｡図15のように､各公

共緑地ごとに緑地の中心を中心点とした円に

より対象人口を満たす範囲を決定し､その円

内に含まれる地域をメッシュ単位で抽出し

て､これ らの地域 (メッシュ単位)をその緑

地-のアクセスが可能な地域 (メッシュ単

位)とする｡なお､対象人口は､すでに述べ

た通 り､緊急段階の広域避難地として全人口

に対して確保することを想定し､各公共緑地

ごとに 1人あたりの必要避難面積である1m2

の基準をもとに緑地面積に応 じて算出した｡

お茶の水地理 第 39号 1998年

対象とする公共緑地は､誘致距離が1km以

上であるため､アクセシビリティを考慮する

必要がある4ha以上の緑地である｡まず､広

域レベルの評価対象とする公共緑地を､規模

により､4ha以上 10ha未満､10ha以上50ha

未満､50ha以上の3種類に分類 したうえで､

アクセシビリティ評価を行 う (5-4-2)｡ここ

では､阪神 ･淡路大震災に関する建設省都市

局都市再開発防災課都市防災対策室(1996)と

表7広域レベルの公共緑地の規模と誘致距離

公共緑地の規模 誘致距離 相当する都市公園

10ha以上50ha未満 2000m 総合公園

日本造園学会(1996)の調査報告書を参考に､

表7のように緑地の規模に応 じて誘致距離を

設定した｡ただし､図15の方法でアクセシビ

リティを計測した結果､4ha以上10ha未満の

公共緑地では距離が1kmを超える緑地の最大

距離を1kmとし､10ha以上の公共緑地では距

離が2kmを超える緑地の最大距離を2km

とした｡

0 線地

⊂】対象人口を満たす範Rd

第15図 アクセシビリティの計測方法
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次に､以上のアクセシビリティ評価

の結果をもとに､4ha-10haの緑地と防

災上重要な 10ha以上の緑地の2種類に

分類 した うえで整備状況をみる (5-5-

1)｡さらに､広域 レベルでは､防災上重

要な 10ha以上の公共緑地の整備状況の

評価を行 う (5-5-2)0

5-3.基礎データの収集 と加工

(1)人口データの作成

本章では､第4章で作成 した人口デー

タを利用した｡

(2)緑地データの作成

本章では､4-3-3で作成 した緑地デー

タをもとに､4ha以上10ha未満の公共緑

地の緑地データと10ha以上の公共緑地

の緑地データを作成 した｡



表8公共緑地-のアクセシビリティ評価
(対夜間人口)

拒鮮 lob-50ha 50ha-
23区 多摩地区 23区 多伴地区

Om-5CK)m 0 0 0 0
500m-1OOOrn 2 ∩ O 0
lOOOm-1500m 5 2 ∩ ∩
15(Y)_2000m ● 32 7 9

表9公共緑地-のアクセシビリティ評価
(対昼間人口)

表9-a 4ha-10haの公共緑地へのアクセシビリティ
I;.,-.号三 23一文 各 産 地ーヌ

Om-500m 8 0
500m-1tX)Om 38 48

表9-b lOha以上の公共緑地へのアクセシビリティ評価

拒鮭 10ha-50ha 50ha-
23区 多摩地区 23区 多摩地区

0m-500m 0 0 1 0
500m-1000m 6 0 1 0
1000m-1500m 9 1 2 0
1500-2000m 21 33 3 9

5-4.公共緑地へのアク

セシ ビリティ評価

公共緑地-のアクセシビリ

ティ評価を行った結果を､緑地

の規模別に整理 したものが表8､

9である｡

規模別に公共緑地-のアクセ

シビリティ状況をみると､4ha-

10haの緑地-のアクセスが可能

な距離は､23区､多摩地区ともに

緑地の中心から500m-1,000mの距

離が多いolOha-50haの緑地-の

アクセスが可能な距離は､23区､

多摩地区ともに緑地の中心から

1,500m-2,000mの距離が多く､

50ha以上の緑地も少数である

ものの1,500m-2,000mの距離が

多い｡

5-5.広域 レベル の公共

撮地 整備の評価

5-5-1.広域レベルの公共緑地

の整備状況

さらに､広域 レベルでは､

4ha-10haの緑地と防災上の重

要な10ha以上の緑地に分類し

て､公共緑地の整備状況の評価

を行った｡この評価結果を規模

表 10広域レベルの公共緑地整備の評価(夜間人口､メッシュ数7,220)

公共緑地の規模 アクセス可能な緑地数 公共緑地不足
1ヶ所 2ヶ所 3ヶ所

4ha-10ha 17.5 0.1 0.0 82.4

表 11広域レベルの公共緑地整備の評価(昼間人口､メッシュ数7,220)

公共緑地の規模 アクセス可能な緑地数 公共緑地不足
1ヶ所 2ヶ所 3ヶ所

4ha-10ha 5.9 2.0 0.0 92.1

10ha以上 33.6 7.0 0.3 59.11
1 24-



別に整理 したものが表 10･11である｡4ha-

10ha､10ha以上ともに､どの緑地-もアクセ

ス不可能なメッシュが大半を占めてお り､特

に4ha-10haの緑地の整備状況があまり良く

ないことがわかる｡

5-5-2.広域 レベルの公共緑地整備の評価

さらに､緑地の防災上の重要性に着 目し

て､広域 レベルの10ha以上の公共緑地の整備

ヽ ミヽヽ

ヽヽ ､＼ さま ＼

法 i帝 ､■ヽ

IIr2埋葬以上の公共校地-アクセス可能 (9一8%)
【ヨ 1杜類の公共緑地へアクセス可能 (34.8%)

ロ 公共緑地が不足 (55.4%) メッシュ牡7220

図16広域 レベルの公共緑地整備の評価

(対夜間人口)

I28L頼以上の公共緑地-7ク七ス可能 (7.3%)
【コ18L類の公共緑地へアクセス可能 (33.6%)

⊂】公共緑地が不足 (59.1%) メッシュ扱7220

図17広域 レベルの公共緑地整備の評価

(対昼間人口)

状況の評価を行った｡この評価結果を地図上

に示 したものが､図16･17である｡東京都内

の約 55%以上の地域で整備状況が悪 く､23

区は､特に都心部において､夜間人口に対 し

-2 5 -
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ては緑地が充足 しているが､昼間人 口では不

足 していた｡多摩地区は､昼間人口の場合､夜

間人口の場合 と比較 して､多摩地区中心部で

不足 している地域が多くなっている｡

6.公共緑地の統合評価 と

整備方策の提案

6-1.公共緑地の統合評価の枠組み

本章でLIま､まず､第 4章の評価結果 と第 5

章の評価結果を統合 した評価を行 う (6-2)0

次に､6-2の統合評価の結果をもとに､地区

レベルの小規模な公共緑地と広域 レベルの大

規模な公共緑地の必要量を算出する (6-3)0

最後に､これまでの評価結果や緑地必要量の

算出結果を踏まえ､東京都における今後の公

共緑地整備の方向性について提言する (6-

4)0

612,公共緑地整備の統合評価

6-2-1.夜間人口及び昼間人口に対応 した統合

評価

まず､第4章 と第 5章の評価結果より､緑

地の整備状況が特にあまり良くない公共緑地

の種類は､夜間人口､昼間人口で評価を行っ

た場合 とも､居住者の活動拠点近辺の緑地､

住区基幹公園程度の緑地のうち街区公園規模

(1ha未満)と地区公園規模 (4ha-10ha)の緑

地であることが明らかになった｡緑地の防災

上の重要性に着 目し､地区レベルの 1ha以上

の公共緑地と広域 レベルの 10ha以上の公共

緑地を対象 として､これらの整備状況の評価

を行った｡その結果､東京都全域における公

共緑地の整備状況は､図 18･19のように､3

つの段階にランク分けして評価することがで

きる｡

夜間人口で評価を行った場合と昼間人口で

評価を行った場合を比較する｡昼間人口の場

合が夜間人口の場合よりも地区レベル､広域

レベルともに整備が不十分な地域をみると､

23区では都心部で不十分な地域が著しく多く

なり､多摩地区では中心部で不十分な地域が

微増することがわかる｡また､23区内では､



南部､西部では､昼間人口の場合の方が夜間

人口の場合よりも整備が不十分な地域がやや

多くなっている｡その他の地域では､夜間人

口の場合 と昼間人 口の場合で､あまり大きな

差がみられなかった｡

【:コ (I)地区レベル,広域レベルとも垂価されている (l13%)

【ミ】(2)地区レベル､広域レベルの一方が差輔が不十分 (553%)

図18公共緑地整備の統合評価

(対夜間人口)

6-212.昼夜間人口比率に対応 した統合評価

前項の評価結果から､夜間人口と昼間人口

の2種類の人口で評価を行った場合､地域ご

とに整備状況の差異がみられることが明らか

になった｡そのため､各メッシュごとに夜間

⊂コ (1)地区レベル.広域レベルとも其絹されている (10.J%)

E3 (2)地区レベル､広域レベルの一方が畢絹が不十分 (59.-4%)

図19公共緑地整備の統合評価

(対昼間人口)

表12 9地域ごとの公共緑地の整備方策

地域分類 対象市町村 大規模緑地必要量(ha) 小規模緑地必要量(ha) 地域人口-の対応

1.23区都心部 都心3区､文京区､新宿区､台東区､ 55.9 427.2昼間人口-の
墨田区､渋谷区､江東区 対応が必要

2.23区南部 品川区､目黒区､大田区 10.0 112.5一部の地域で昼間人口-の対応が必要

3.23区北部 江戸川区､葛飾区､足立区､北区､ 154.3 108.7昼間人口-の
板橋区､荒川区 対応が必要

4.23区西部 練馬区､中野区､杉並区､世田谷区､ 419.9 203.6一部の地域で

藍島区 昼間人口-の対応が必要

5.多摩地区中心部 日野市､八王子市､国立市､ 32,6 35.2一部の地域で

国分寺市､立川市､府中市 昼間人口-の対応が必要

6.多摩地区南部 町田市､多摩市､稲城市 34.9 28.9夜間人口-の対応で十分

7.多摩地区北部∃【【 東村山市､東大和市､青梅市､ 32.3 43,0-部の地域で

羽 す市､武 寸山 ､ ロ生 ､ 昼間人口-の

あきるの市､昭島市､瑞穂町､日の出町 対応が必要

8.多摩地区東部】 清瀬市､東久留米市､保谷市､ 14.3 23,6一部の地域で
田無市､三鷹市､武蔵野市､ 昼間人口-の
調布市､狛江市､小平市､小金井市 対応が必要

9.多摩地区西部 奥多摩町､槍原村 0.0 0.0 -
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人口と昼間人 口の うち多いものをそのメッ

シュの人口として採用 し､地区レベルと広域

レベルの2つの空間スケールから公共緑地整

備の評価を再度行った｡

まず､第4章と第5章に示 した方法により

公共緑地の整備状況の評価を行い､表12のよ

うに公共緑地の整備状況を規模別に整理 し

た｡この評価結果から､緑地の整備状況が特

にあまり良くない公共緑地の種類は､前項と

同様に､居住者の活動拠点近辺の緑地､住区

基幹公園程度の緑地の うち街区公園規模

(1ha未満)と地区公園規模 (4ha-10ha)の緑

地であることが明らかになった｡

次に､前項と同様に､緑地の防災上の重要

性に着目し､地区レベルのlha以上の公共緑

地と広域 レベルの 10ha以上の公共緑地を対

象として､これ らの整備状況の統合評価を

⊂コ (1)地区レベル､広域レベルともた仰されている (10.9%)

【∑】(2)地区レJL'ル､広域レベルの一方が莞仲か不十分 (～6.0%)

図20公共緑地整備の統合評価

(対最大人口)

行った｡その結果､東京都全域における公共

緑地の整備状況は､図20のように､3つの段

階にランク分けして評価することができる｡

この評価結果より､前項と同様に､地区レベ

ル､広域 レベルとも整備が不十分な地域は､

23区では南部､西部､都心部と北部の一部の

地域であり､多摩地区では南部､北部､中心

部と東部の一部の地域であることがわかる｡

お茶の水地理 第 39号 1998年

6-3.公共緑地の防災性に着 目した

必要量の算出

6-3-1.公共緑地の防災性に着目した必要量の

算出

公共緑地の うちでも､特に地区レベルの

lha一触 の公棚卸幽;必要な地域 u5ヶ所)
● 5ぬ-10haの公≠馳 ijZ要地 或C3ヶ所)
一■ 合計10h 以上乃蛸 耕蜘LR要出世或(6ヶ所)

図21必要とされる小規模公共緑地の

規模 と位置

【コ 内は大規模緑地の不足地域ごとの必要丘を示す

⊂⊃内は9地滅ことの小規模緑地の必要丑の合計を示す

図22必要とされる大規模公共緑地の

規模 と位置

注:以上の図21･22中の■部分は公共緑地の不

足地区が連続した地域を示しており､これらの

地域は合計で10ha以上の公共緑地を整備する必

要がある｡
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1ha以上の公共緑地と広域レベルの10ha以上

の公共緑地は防災上重要である｡そこで､本

研究における評価結果をもとに､各不足地域

ごとに､これらの種類の公共緑地の今後必要

な緑地量を算出した｡

まず､本章における地区レベルの特に1ha

以上の公共緑地整備の評価結果から､1人あ

たり必要避難面積をもとに､不足地域ごとに

必要 とされる緑地面積を算出した｡その結

果､図21のように､1ha-5haの公共緑地が必

要な地域が 15ヶ所､5ha-10haの公共緑地が

必要な地域が3ヶ所､合計10ha以上の公共緑

地が必要な地域が6ヶ所あることが明らかに

なった｡

次に､本章における広域 レベルの公共緑地

整備の評価結果から､1人あたり必要避難面

積をもとに､不足地域ごとに必要とされる緑

地面積を算出した｡その結果､地域の最大人

口に対応 して緑地整備を行 う場合､図22に示

した不足地域で重点的に10ha以上の緑地整

備を行 うことが必要であることが明らかに

なった｡

6-4.公共緑地の防災性に昔 目した

整備方策の提案

6-2､6-3の結果を踏まえ､表 12に示すよ

うに､本研究では東京都を公共緑地の整備状

況から9地域に分類 し､各々の地域ごとに公

共緑地の整備方策について提言する｡小規模

緑地と大規模緑地のバランスのとれた整備を

行 うためには､小規模緑地を特に23区で重点

的に整備 し､大規模緑地を特に23区の北部､

西部で重点的に整備する必要がある｡また､

地域の人口に対応 した整備を行 うためには､

多摩地区南部では夜間人口-の対応のみで十

分であるが､それ以外の地域では昼間人口-

の対応が必要である｡

以上のことから､本研究における主要な成

果は､以下の三点に要約できる｡

(1)地区レベルの公共緑地の整備状況を評価

した結果､東京都内の約85%程度が整備状況

が悪く､特に23区の都心部と多摩地区の中心

部で､夜間人口で評価 した場合よりも昼間人

口で評価した場合に整備 されるべき不足地域

が拡大した｡

(2)広域 レベルのの整備状況を評価 した結

果､東京都内でも､23区は､特に都心部にお

いて､夜間人口に対 しては緑地が充足してい

るが､昼間人口では不足 していた｡多摩地区

は､昼間人口の場合､夜間人口の場合と比較

して､多摩地区中心部で不足している地域が

多くなった｡

(3)東京都で小規模緑地と大規模緑地のバラ

ンスのとれた整備を行 うためには､小規模緑

地を特に23区で重点的に整備 し､大規模緑地

を特に23区の北部､西部で重点的に整備する

必要がある｡また､地域の人口に対応 した整

備を行 うためには､多摩地区南部以外の地域

では昼間人口-の対応が必要である｡

本稿は､1997年11月29日にお茶の水地理学会談
話会で発表した内容を再構成し､要約したものであ

る｡

注

1)seeは計画段階における問題点の把握､

planは計画策定段階における計画代替案

の評価修正､doは計画実施段階である｡

2)本稿で動向分析及び問題点の抽出にあたっ

て対象とした文献は主に環境､都市計画､

建築関連の71文献である｡件数が多いた

め本論の文献リス ト中には記していない｡

3)｢欲求段階型｣は需要者側の視点に立った

規範的な指標体系であり､｢環境要素型｣

は供給者側の視点に立った規範的な指標

体系である｡｢多変量解析型｣は統計解析

により経験的に構成するものであり､一

般的には規範的な類型化のための準備段

階のものとみなされている｡

4)本研究で利用 した地理情報システムのソ

フ トウエアはUNIX上で起動するARC/INFO

である｡

5)本稿で資料として用いたGIS関係の専門

誌､論文集は､以下の四点である｡
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GisWorldlnc.(1992-1997):GISWorld.

AsterPublishingCo.(1992-1997):Geoinfo

Systems.

EnvironmentalSystemsResearchlnsti-

tuteInc.(1992-1997):Proceedingsof

thethirteenthAnnualESRIUserCon-

ference.

地理情報システム学会 (1993-1997):GIS

一理論 と応用-

6)INFOファイル とは､ARC/INFOで利用でき

るデータファイルである｡他のシステム

で利用するデータもARC/INFOによりINFO

ファイルにフォーマット変換することが

可能である｡

7)カバ レッジとは､ARC/INFOにおける1枚

の地図データのことである｡カバ レッジ

の中には地図のグラフィックス (空間

データ)やその記述情報 (属性)が格納さ

れる｡

8)人口メッシュデータは緯度経度座標系で

作成 されているが､この座標系では距離

や面積が算出できないため､GIS上で距離

や面積がSI単位で算出できるUTM座標系

(ユニバーサル横メルカ トル図法)に変換

した｡
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