
公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.14, 2015 年 11 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.14, November, 2015 

 

 

* 正会員 明星大学（Meisei University） 

** 非会員 元明星大学 西浦研究室（Former Meisei University  Nishiura laboratory） 

緑化地域制度の適用地区における植栽増量の可能性に関する研究 

Study about a possibility of the planting increase in an application area of Green Zoning System 
 

小林利夫*・西浦定継*・木下瑞夫*・若林輝** 

Toshio Kobayashi *･Sadatsugu Nishiura*･ Mizuo Kishita*・Akira Wakabayashi** 

 

The analysis when planting design increased the tree which are tall trees from CO2 fixed amount and the angle of the 

cost, was performed about a building which corresponds to Green Zoning System. Some things knew a possibility 

that the green amount certain degree of which are 1 tall trees and 2 shrubs, etc. as a result of the analysis is increased. 

It'll be the basic material when doing guidance by administration and help, etc. from now on. 
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１．はじめに 

日本の都市化の進行は経済成長とともに推移し、人口増加や

都市部の人口集中にともなう建築物や都市基盤施設の増加によ

って、みどりは著しく減少している。住宅地においても新築・増

築による緑地の減少が大きな問題となっている。このことから、

都市における緑地の保全及び自然的環境の整備を推進し、良好

な都市環境の形成を図ることを目的として都市緑地保全法が

1973 年に制定された。その後、都市緑地法に移行し、緑が不足

している市街地において、一定規模以上の建築物の新築や増築

を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づける緑

化地域制度が規定された。現在、この制度を導入しているのは、

名古屋市、横浜市、世田谷区、豊田市のみである。この制度の

導入自治体が４自治体であるため、事例が少ないのが現状である。

そのため、緑化地域制度に関する既存研究は、小林らの申請の傾

向と既存緑被との関連について研究されている程度である。また、

近年、CO2固定等において緑の効果がより一層注目されている。 

そこで本研究では、名古屋市の緑化地域制度の申請データを

基に、環境効率の良い樹木への変換を進めた場合の環境効率と費

用の両方を考慮した最適な樹木の組み合わせを検討し、今後の運

用の参考となることを目的としている。 

 

２． 研究内容 

2-1 研究フロー 

名古屋市は、緑化施設評価認定制度“NICE GREEN なごや”に

おいて緑化の評価方法が存在している。本研究では、同評価方法

を参考に緑化地域制度の申請データを用いて、図１に示すフロー

にて行った。 

2-2 名古屋市の緑化地域制度申請データの概要 

名古屋市の協力により、緑化地域制度の申請データ（平成 20

年5月～平成24年10月）を借用した。この申請データの記載項

目から、緑種別面積等を抽出して使用した。なお、申請データの

主な記載項目は次の通り。（台帳番号、緑化率適合証明等申請書

申請年月日、地名地番区名、建築物の用途区分、敷地面積、緑化

面積（水平投影樹冠面積、みなし樹冠水平投影面積、一定の条件

を満たす植栽基盤面積、芝その他の地被植物の面積、水流･池・

その他の面積、屋上施設面積、壁面緑化施設面積 他） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 分析フロー 

2-2 緑化施設評価認定制度“ NICE GREEN なごや”による評価 

緑化施設評価認定制度は、名古屋市内の建築物の敷地内などで

整備される緑化施設の内容を、市が一定の基準により評価し、認

定する制度である。 

評価方法は、敷地の建ぺい率より基準緑化率を当てはめて、各

評価基準で点数を付けるが、申請データには建ぺい率や建築面積

は含まれていないため、今回は指定建ぺい率から緑化地域制度の

指定緑化率を整理し、基準緑化率に対応することにした。具体的

には、緑化率が０～14.9％の場合は基準緑化率を 10％、緑化率

15～19.9％は基準緑化率を15％、緑化率20％以上は基準緑化率

を20％と設定した。 

表１及び２に緑化施設評価認定制度で利用されている基準緑

化率と、本研究で利用するために修正を加えた緑化率に応じた基

準緑化率を示す。 

表１ 建ぺい率の最高限度に応じた基準緑化率 

 

 

 

 

 

 

建ぺい率の最高限度 基準緑化率 

市街化 

区域 

50%以下 20% 

50%超 60%以下 15% 

60%超 10% 

市街化調整区域 20% 
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表２ 修正を加えた際の緑化率に応じた基準緑化率 

 

 

 

 

 

次に、緑化施設評価認定制度に定められている評価項目には表

３で示す通り６つの項目が設けられている。 

表３ 評価認定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の検討では、評価項目から緑化面積、高木植栽、屋上・壁

面緑化の各面積を使用した。根拠として、緑化面積は敷地面積に

対する緑化面積の割合を評価し、ランクアップさせることで樹木

以外の緑化施設を樹木へと変換させることができる割合を知る

ためである。また、評価項目の高木植栽と屋上・壁面緑化は、緑

化面積をランクアップさせた際の分析資料として用いるためで

ある。それ以外の評価項目については、評価に必要な数値等が緑

化地域制度申請データに含まれていないため、評価は行わなかっ

た。なお、申請データには、計画段階と施行完了後の数値が記載

されているため、その両方を用いた。 

始めに、緑化面積の項目を評価した。抽出した申請データを用

いて、基準緑化率を２%以上５%未満の範囲で上回っているもの、

５%以上上回っているもの、２％未満で下回っているものの３項

目のうちどこに該当するかを調べた。 

次に、高木植栽を評価であるが、こちらは樹木の割合を必要と

するため、申請データより抽出した緑化面積を「水平投影樹冠面

積、みなし樹冠水平投影面積、一定の条件を満たす植栽基盤面積」

の３つを合計した樹木の緑化面積で割ることで、緑化面積全体に

対する樹木による緑化面積の割合を算出した。そして、高木・中

高木による緑化面積が緑化面積全体の25%以上50%未満であるも

の、50%以上であるもの、25％未満であるものの３項目での分類

を行った。 

最後に、屋上・壁面緑化は、申請データより抽出した緑化面積

を、屋上緑化と壁面緑化を合計した面積で割ることで、緑化面積

全体に対する屋上・壁面緑化面積の割合を算出した。そして、屋

上緑化と壁面緑化による緑化面積が緑化面積全体の 30%以上で

あるものを抽出した。 

３つの評価を行った後、各評価項目での点数により集計を行っ

た。 

2-3 評価に基づくランクアップ 

ランクアップは、前項で評価して算出した評価点が０点の場合

は10点もしくは20点へ、10点の場合は20点へ引き上げていき、

それぞれ必要樹木本数及び費用等についての整理を行った。 

ランクアップの基準値としては、樹木への転換を計画段階上で

行うことでより最適な運用が行えると考えたため、緑化地域制度

施行前の計画段階の数値を用いて行った。 

表４ 基準緑化率における各データの傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、評価点が０点だったものを10点へ、もしくは10点だっ

たものを20点へそれぞれプラス10点するため、最低限必要とな

る緑化面積を集計するため基準緑化率と計画時の緑化率を用い

て集計を行った。下記に差分緑化面積の式を示す。 

差分緑化面積の式 

(目標緑化率(%)-計画時緑化率(%))×計画時緑化面積(㎡)：式１ 

 

評価点０点を20点へアップする方法も、10点分のランクアッ

プと同様に計算を行った。 

次に、樹木１本当たりの樹冠面積を設定した。樹木は樹高に応

じて下表に示す半径の樹冠を持つものとみなし、これをみなし樹

冠と呼ぶ。このみなし樹冠を上から見下ろした際の面積である水

平投影面積を樹木１本当たりの面積とした。 

表５ 樹高に応じたみなし樹冠の水平投影面 

 

 

 

 

必要となる樹木本数を決定するにあたり、樹木の種類を設定し

た。樹木には高木・中木・低木があるが、今回は高木と低木を想

定し、緑化事業などで一般的に使われる樹種として高木にはコブ

シ、低木にはヤマツツジを設定した。高木のコブシの１本当たり

の面積を13.8㎡、低木のヤマツツジを3.8㎡とした。さらに比

較対象の作成にともない、高木のみの植栽と高木１本低木３本の

１セットの組み合わせを設けた。以上より、10点分アップと20

点分アップの差分緑化面積を組み合わせの面積で乗じることで、

必要となる樹木本数を算出した。次に、樹木１本当たりの費用と

しては、一般的な公園整備の整備費内訳より、コブシを 18,852

 評価項目 評価基準 評価点 

①  緑化面積 

敷地面積に対する緑化面積の割合が基準緑化率を 

2%以上 5%未満の範囲で上回っていること。ただ

し、緑化面積は 30 ㎡以上とする。 

10 

敷地面積に対する緑化面積の割合が基準緑化率を 

5%以上上回っていること。ただし、緑化面積は 40 

㎡以上とする。 

20 

②  高木植栽 

高木、中高木による緑化面積が緑化面積全体の 

25%以上 50%未満であること。 
10 

高木、中高木による緑化面積が緑化面積全体の 

50%以上であること。 
20 

③  接道緑化 
接道緑化延長が敷地の接道延長全体の 60%以上

であること。 
10 

④  既存樹木の保全 
保全する既存樹木（高木、中高木に限る。）による

緑化面積が緑化面積全体の 30%以上であること。 
10 

⑤  屋上・壁面緑化 
屋上緑化と壁面緑化による緑化面積が緑化面積全

体の 30%以上であること。 
10 

⑥  維持管理努力 

緑化施設評価認定制度による評価認定を希望する

者が、自己宣言型緑化プログラム「TEAM GREEN 

なごや」実施要綱による「TEAM GREEN なごや」

への参加承認を受けていること。 

30 

 

基準 

緑化率 
緑化率 評価点 

ランク 

アップ後 

目標 

緑化率 

10% 
0~11.9% 0 

10 12 

20 15 

12~14.9% 10 20 15 

15% 
15~16.9% 0 

10 17 

20 20 

17~19.9% 10 20 20 

20% 

20~21.9% 0 
10 22 

20 25 

22~24.9% 10 20 25 

市街化 

調整区域

0~24.9% 

0 
10 22 

20 25 

10 20 25 

 

樹高 半径 面積 

1m 以上 2.5 未満 1.1m 3.80 ㎡ 

2.5m 以上 4m 未満 1.6m 8.04 ㎡ 

4m 以上 2.1m 13.85 ㎡ 

 

緑化率 基準緑化率 

市街化 

区域 

20%以上 20% 

15%以上 20%未満 15% 

15%未満 10% 

市街化調整区域 20% 
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円、ヤマツツジを1,351円と想定し、さらに高木のみの植栽はコ

ブシの単価を必要樹木本数に乗じ、高木１本と低木３本のセット

による植栽は22,905円を必要樹木本数に乗じることとした。 

2-4 芝草地系の樹木換算 

芝草地による緑化は樹木の緑化と比べて一時的であり、環境効

率も小さいため環境負荷低減の観点から考えるとあまり良い結

果は得られない。そのため、芝草地を樹木へ転換していくことは

即ち恒久的な緑化を形成することが出来るため、市街地への植栽

がヒートアイランド現象の緩和その他の住環境の改善や動植物

の繁栄に大きく貢献出来ると仮定し、本項では申請データに含ま

れている芝その他の地被植物の面積を樹木へ転換した際の費用

と樹木によるCO2固定量を分析した。 

2-5 年間CO2固定量 

樹木が1年間にどれだけのCO2を吸収するかを求めると、本研

究で算出した必要となる樹木本数を環境効率の観点から分析を

行った。なお、木質部の炭素(C)含有量は、乾燥重量の約 50%で

あるため、木質部乾重成長量に木質部乾重の50%を乗じることで

年間の炭素固定量が求まる。また、この年間の炭素固定量にCO2

とCの分子量の比(44/12)を乗じることで、CO2の固定量に換算す

ることができるとした。 

なお、樹木１本当たりの年間CO2固定量を求める方法は、先行

研究があることから、これらを参考にした。 

 

 

 

 

式２の年間CO2固定量算定式において胸高直径が必要となるが、

緑化事業における一般的な状態として、コブシ 30cm、ヤマツツ

ジ５cmと想定した。 

表６ 樹高に応じたみなし樹冠の水平投影面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6 申請データ別中央値 

本研究では、環境効率と費用の両方にとって最適な組み合わせ

を求めることが目的であり、費用が高すぎずかつ、CO2固定量が

多くなるための値として、中央値算出を行って最適な組み合わせ

を簡易的な方法で求めることにした。分析するに当たり、戸建て

と共同住宅に分けて集計した。 

 

 

３．研究結果 

3-1 ランクアップによる樹木の挿入 

 緑化施設評価認定制度の評価を用いて、ランクアップさせた場

合の必要樹木本数を求めた。 

図２は20点分のランクアップによる必要樹木本数を緑化率で

見たものである。20点分のランクアップは10点分のランクアッ

プに比べて多少の増加は見られるが、必要樹木本数が1本に満た

ないものがほとんどであった。また、必要樹木本数が約 10～20

（本、セット）増加しているものがいくつかあるが、こちらは市

街化調整区域だけでの変化であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 20点分のランクアップによる必要高木本数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 20点分のランクアップによる想定費用 

3-2 必要樹木本数における年間CO2固定量 

 次に必要となる樹木本数における年間 CO2固定量を算出した。

図４は、芝草地面積の樹木転換による、高木のみと低木のみの年

間CO2固定量を芝草地面積で見たものである。高木は、低木と比

べて緑積が広いため、大きな差が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 芝草地面積の樹木転換による年間CO2固定量 

 

年間CO2固定量算定式 

Y=0.111{(X+1.1)^2.6173-X^2.6173 }・・・式２ 

Y：年間CO2固定量(kg) 

X：胸高直径(cm) 

樹木の組み合わせ 年間 CO2 

固定量(kg) 

高木のみ 80.6 

低木のみ 5.1 

高木 1 本、低木 1 本 85.7 

高木 1 本、低木 2 本 90.8 

高木 1 本、低木 3 本 95.9 

高木 1 本、低木 4 本 101 

高木 1 本、低木 5 本 106.1 

高木 2 本、低木 1 本 166.3 

高木 2 本、低木 2 本 171.4 

高木 2 本、低木 3 本 176.5 

高木 2 本、低木 4 本 181.6 

高木 2 本、低木 5 本 186.7 
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3-3 中央値の算出 

 名古屋市の緑化地域制度申請データの件数は5,246件あり、そ

のうち戸建ては1,057件、共同住宅は1,247件あった。この戸建

てと共同住宅について、芝草地から樹木へ転換した際の必要とな

る樹木本数の費用と年間CO2固定量の中央値を組み合わせ別に集

計した。なお、これまでの計算で年間CO2固定量における高木の

みと低木のみに関して、高木のみは最も金額が高いが年間CO2固

定量は最も多く、低木のみは最も費用が低いが年間CO2固定量は

最も低いことが分かった。これにより、高木のみと低木のみの植

栽は中央値算出の対象外とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 年間CO2固定量における組み合わせ別中央値の件数の集計 

 図５は、申請データ１件につき、どの組み合わせの年間CO2固

定量が中央値に当たるのか求め、中央値に当たった組み合わせを

組み合わせ別に件数を集計したものを表している。年間CO2固定

量でも金額と同様に、戸建てと共同住宅のどちらも、高木１本と

低木２本のセットによる植栽が多いことが分かる。 

 

４．考察 

 緑化施設評価認定制度“NICE GREEN なごや”の評価に基づく

ランクアップでは、既存の緑化率と目標とする緑化率との差が

小さく、通常のランクアップと２％増加させたランクアップの

両方でそれが見られた。目標緑化率をさらに上げる方法もある

が、建築物との調整や敷地面積の限界など、物理的な問題やデ

ザイン性についての議論も発生する可能性がある。そこで、緑化

施設評価認定制度の評価に基づくランクアップの分析に代わる

方法として、芝草地系面積を樹木へ転換する方法を利用して分

析を行うことにした。 

 まず、芝草地系の面積と必要樹木本数に関して、低木のみの

植栽が最も多く挿入でき、高木の約３倍の本数が入る。高木１

本と低木１～５本のセットは、緑積量のことを考えると高木の

みと低木のみの植栽の中間あたりであり、住宅地での植栽が適

しているのではないかと考えられる。 

 続いて年間CO2固定量については、費用と照らし合わせ、本研

究の目的である環境効率と費用の両方を考慮して高木１本と低

木１～５本、高木２本と低木１～５本のセットの中で最適な組

み合わせを決定するにあたり、中央値の算出を行った。通常、民

有地への緑化は、行政による一定の指導等はあるものの土地所有

者の判断に委ねられている。特に、緑化地域制度が運用されて

いない地域では、一定規模以上の住宅への緑化は進められてお

らず、緑被の減少が深刻化している。そのため、戸建てと共同

住宅での分析を扱い傾向を分析した。 

これまでの結果から高木１本と低木２本のセットが最も多く

中央値を示していた。つまり、高木１本と低木２本のセットがそ

の他のセットと比べて、費用が高すぎず環境効率が低すぎないこ

とを示したということである。中央値算出による分析は非常に簡

略的ではあるが、本研究では、一戸建てと共同住宅を対象とした

分析において、高木１本と低木２本のセットが樹木を植栽する上

で最適であるという結果を得ることができた。 

 

５．まとめ 

今回は戸建てと共同住宅のみであったが、それ以外の建築物

の用途でも分析を行えば、より一層研究の信憑性が高まると考

えられる。また、実際に施行した場合、樹木間隔への配慮が必

要になると考えられる。様々な条件によって最適な樹木の構成

を考慮しながら、今後の研究分析を行う予定である。 
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