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Developments of large-scale new towns, such as Kohoku Newtown in the Tokyo Metropolitan Area, have the purpose 

of absorbing an increasing population and preventing disorganized development. Kohoku Newtown has experienced 

an increase in population growth and development, especially after the opening of the Yokohama municipal subway. 

The development of this town has played a role in the provision of new housing and commercial buildings. Firstly, 

this study considered the land use changes associated with Kohoku Newtown from 1974 to 2007. Secondly, the land 

surface temperature (LST) of each area of the town was calculated from the results of a regression analyses using 

LST data from Landsat ETM+ (2001) and land use patterns in 2000. Finally, the changes in land use and LST were 

examined within and outside of Kohoku Newtown and also within and outside of the sphere of influence of its 

railway station.  
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1. はじめに  

1950年代半ばから70年代初頭にかけ，急速に増加する人口と

飛躍的に成長する経済の中，大都市圏には労働や学業の機会を得

るために，多くの人やモノが集まり，都市内は過密化していく一

方で，無秩序に肥大化していく都市化を防ぐため，大規模なニュ

ータウンの建設が特に圏域の延伸部を中心に進んでいった．この

一つの事例として，横浜市都筑区にある港北ニュータウンが挙げ

られる．この港北ニュータウンの計画は，1965年2月に始まり，

市の骨格となる整備事業の 6 つの重点事業の一つとして発表さ

れた 1), 2)．そして，この計画は「乱開発の防止」，「都市農業の確

立」，「住民参加のまちづくり」，「多機能複合的なまちづくり」を

基本理念としていた 2), 3)．この6大事業のうち横浜市単独事業は，

金沢地先埋め立て事業と高速鉄道建設事業の2つだけであり，港

北ニュータウン建設事業等，残りの事業は日本住宅公団や首都高

速道路公団が担当した 1)．港北ニュータウンの建設事業は，土地

の開発目的・手段ごとに地区設定がなされており，1969 年に都

筑区の北部を第一土地区画整理事業区域とし，区の中央部を第二

土地区画整理事業区域として都市計画決定され（図-1），都筑区

の52％が開発区域に指定された 2), 4)．そして，横浜市の基本構想

の発表から9年目の1974年8月に建設大臣の許可を得て，土地

区画整理事業として市のまちづくりの方針に従って，当時の日本

住宅公団が建設事業を開始した．港北ニュータウンの開発は，対

象面積が2,530ha，計画人口約22万人 3)，事業費用8,994億円，

事業期間は1974年8月～2006年3月まで（清算期間 10年を含

む）となっていた 1)．ちなみに，第一・第二土地区画整理事業区

域を結ぶ中央地区土地区画整理事業（図-1）は 1995年 3月に都

市計画決定され，翌年2月に事業計画が許可された 4)．その対象

面積はおよそ23.7haとなっている 4)． 

港北ニュータウン地区街づくり協議指針には，「緑の環境を最

大限に保存するまちづくり」，「ふるさとをしのばせるまちづく

り」，「安全なまちづくり」，「高い水準のサービスが得られるまち

づくり」の4つの基本方針が示されており，各土地の開発には，

この方針のもと多機能複合的な街づくりが行われた 2), 5)．特に，

第一・第二土地区画整理事業区域にまたがる2つの駅（センター

北，センター南）を中心とするタウンセンターは，ニュータウン

の核を形成しており，横浜市北部の副都心に位置づけられ，多く

の商業施設等が立地している 4)．さらに，緑道を骨格とした公園

や民有地の斜面樹林等を連結させた「グリーンマトリックスシス

テム」と呼ばれるオープンスペース計画を定め，総面積約 90ha

もの貴重な緑の資源を保存している 4)． 

 この地域の開発のもう一つの特徴として，当初，港北ニュ

ータウンには鉄道が整備されておらず，交通利便性は恵まれてい

なかった．しかし， 1993年3月に，市営地下鉄3号線（ブルー

ライン：新横浜～あざみ野間）が開通し 4)，都筑区には4駅（中

川駅，センター北駅，センター南駅，仲町台駅）が開業した 2), 6)．

さらに，2008年 3月に，市営地下鉄 4号線（グリーンライン：

中山～日吉間）が開通し 4)，都筑区では既設のセンター北駅，セ

ンター南駅を含む6駅（川和町駅，都筑ふれあいの丘駅，センタ

ー南駅，センター北駅，北山田駅，東山田駅）が開業した 2), 6)． 

このように，港北ニュータウンは増加する人口を吸収するた

め急ピッチで造成・整備され，現在では横浜市の主要な居住地域

として，またタウンセンターのような北部の商業施設地域として，

一定の役割を果たすとともに，「グリーンマトリックスシステム」

のような新しい視点を持った土地の利用がなされてきた．しかし

一方で，こうした港北ニュータウンのまちづくりの成功の過程に

は，大幅な土地利用の改変が行われ，緑等の豊かな自然を一定程

- 82 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.16, 2017年 5月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.16, May, 2017 

 

 

 

度残したとはいえ，その開発による環境への影響は甚大であった

と言える．そして，この影響についての評価はほとんど行われて

いないのが現状である．特に，土地利用改変によって引き起こさ

れる熱環境への影響については分析・評価がなされておらず，こ

の地域での快適な居住環境を継続していくためにも，ニュータウ

ン開発が一段落した今，地域の次の整備の指針として何が必要な

のかをしっかりと考えていく必要がある． 

ニュータウンの熱環境の問題を扱った研究はさほど多くない．

その中でも，三上ら 7)は多摩ニュータウン南大沢地区における住

宅団地が形成する都市気候環境の実態とその要因の解明を試み

た．また，馬淵ら 8)は同じく多摩ニュータウンにおいて，緑化整

備が都市熱環境において及ぼした役割と影響を十年単位のスケ

ールで把握する目的から，緑の成長が都市気象を調整・改善しつ

つある効果について衛星リモートセンシングと現地気象観測結

果を組み合わせて解析し，地表面温度変化の観点から都市気象の

推移を予測した．衛星画像や航空写真を用い都市内の熱環境を解

析した研究は多数あり，例えば稲永ら 9)，澤田ら 10)，伊東ら 11)

がある．また，筆者ら 12)-18)も同様に，例えば衛星画像を用いて

地表面温度と土地被覆の関係等を分析してきた． 

港北ニュータウンにおける熱環境については，神奈川県が「ヒ

ートアイランド対策ハンドブック～ヒートアイランド対策の検

討にあたって～」19)を作成し，ヒートアイランドの発生状況や原

因，そして対策についてまとめている．さらに，横浜市において

はヒートアイランド現象を把握するため，継続的に夏の気温観測

を行い，その結果を公表している．最新の公表である平成26年

夏の気温観測結果では，都筑区を含む市の北東部で高温となる傾

向がみられることを示している 20)． 

このように，衛星画像等を用いて熱環境を解析した研究は多

くあるものの，ニュータウンとりわけ港北ニュータウンの開発に

おける熱環境への影響を扱った研究が少ないこと，また気象観測

は行われているものの，高温化がどのような要因によって形成さ

れてきたのかを，特に港北ニュータウンの土地利用といった観点

から分析していないことから，ここではそれに着目し分析を行う． 

本研究では，はじめに港北ニュータウンにおける土地利用改

変の状況を1974～2005年の7時点ごとに把握する．次に，2001

年 9月 24日に撮影されたLandsat ETM+21)の地表面温度と 2000

年の数値地図 500022)の各土地利用面積割合との関係から推定式

を導出する．そして，この推定式を用いて，7時点における地表

面温度を再現する．最終的に，港北ニュータウン内外と駅勢圏（半

径250m圏域及び500m圏域）内外における土地利用面積割合の

変化とその地表面温度への影響を考察する．ちなみに，500m駅

勢圏とは260～500mの圏域を意味する． 

ここでは，比較的，オーソドックス且つ簡易な方法によって，

地表面温度と各土地利用面積割合の関係を推定し，さらに土地利

用変化による地表面温度を年次ごとに推計するが，このような分

析がニュータウン開発の影響として分析された実績が乏しいこ

と，また人口減少や高齢化，また老朽化するニュータウンの今後

のあり方を考えていくためにも，重要な視点を持っていると考え

られる． 

 

2. 対象地域と使用したデータ 

本研究では，港北ニュータウンを含む都筑区全域の土地利用と

地表面温度の情報を把握するため，土地利用に関しては出来る限

り長期且つ土地利用分類項目が詳細であり，さらに解像度が高い

データを基準に選定し収集した．また，地表面温度に関しては，

分解能が高くまた土地利用データとの時間的な整合性のとれる

撮影帯のものを中心に探索した．その結果，土地利用に関しては，

1981～1997 年に行われた宅地利用動向調査の成果として作成さ

れた細密数値情報（10m メッシュ土地利用）23)と，2000 年以降

の調査からの数値地図 5000（土地利用）22)を用いた．このデー

タは三大都市圏（首都圏，中部圏，近畿圏）で入手が可能であり，

本研究で用いた首都圏のデータは細密数値情報が1974年（昭和

49年），1979年（昭和54年），1984年（昭和59年），1989年（平

成元年），1994年（平成6年）であり，数値地図5000は2000年

（平成12年），2005年（平成17年）となっている．これらのデ

ータは，10m メッシュの土地利用データと行政区域データで構

成されており 22), 23)，15種類の土地利用項目（山林・荒地等，田，

畑・その他の農地，造成中地，空地，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・緑地等，その他の公共公益施設用地，河川・湖沼等，その

他）から構成されている 22), 23)．また，海，対象地域外も分類項

目が割り当てられている 22), 23)．地表面温度はメリーランド大学

のGLCFからダウンロードした 2001年 9月 24日に撮影された

Landsat ETM+21)の熱赤外領域のDN （Digital Number）値を用い，

これを大気上端放射輝度値に変換し，さらに絶対温度に変換した

後に摂氏温度を算出した． 

本研究では，地表面温度と土地利用との関係を把握し，さらに

いつの時期にどの地域で土地利用の改変が起きたのか，そしてこ

れが地表面温度にどのような影響を与えたのかを分析する．その

ため，図-1 に示されたような都筑区全域，港北ニュータウン内

 

【図-1】研究対象地域 
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外と駅勢圏内外をそれぞれ対象として分析を行うことで，上記の

ねらいを達成する． 

 

3. 分析方法 

本研究では，港北ニュータウンの開発による土地利用改変が地

表面温度にどのような影響を与えたのかを知るため，まずは概ね

同じような時点でデータが揃う2001年9月24日の地表面温度と

2000年の数値地図5000から得られる各土地利用面積割合との関

係を重回帰分析によって推定する．この際，地表面温度と土地利

用面積割合の各々のデータは，地表面温度の解像度およそ 60m

に合わせて整備する．また，土地利用の改変がどの程度生じたの

かを知るため，細密数値情報と数値地図5000から得られる土地

利用面積割合のデータを上記の解像度に合わせてすべての年次

において整理する．そして，2000 年時点で得られた推定式と各

時点での土地利用面積割合を用い，それぞれの時点における地表

面温度を再現する．そして，開発による土地利用改変が地表面温

度に与えた影響を検討するため，都筑区内の港北ニュータウンエ

リア内外と地下鉄の駅勢圏（半径250m圏内及び500m圏内）内

外において比較・分析する．これによって，港北ニュータウン建

設と地下鉄開業の双方の影響が加味できるとともに，どこでどれ

だけ土地利用の変化が生じたのか，またこれによってどれだけ地

表面温度が影響されたのかを把握することができる．これによっ

て，ニュータウン開発の土地利用改変が熱環境に与えた影響を評

価できるとともに，今後の土地利用開発が環境に与える影響を事

前に検討することができると考えられる． 

 

4. 分析結果 

4-1. 地表面温度と土地利用面積割合の関係 

都筑区全域を対象に整備したLandsat ETM+からの地表面温度

と，この温度画像の解像度およそ 60m×60ｍごとに整備した数

値地図5000の各土地利用面積割合を用いて，両者の関係を線形

の重回帰分析（最小二乗法，OLS：Ordinary Least Squares）によ

って推定する．ここで，15種類の土地利用項目（山林・荒地等，

田，畑・その他の農地，造成中地，空地，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・緑地等，その他の公共公益施設用地，河川・湖沼等，

その他）の合計値は1となる．また，説明変数間で多重共線性が

発生する可能性があるため，その他の公共公益施設用地とその他

の変数を分析から除外した．ちなみに，土地利用項目には，上記

以外にも海と対象地域外が含まれるが，都筑区にはこのような地

域とデータは存在しない． 

 表-1 に，地表面温度と土地利用面積割合の重回帰分析の結果

を示す．使用したサンプル数は9,004である．得られた変数はす

べて1%有意であり，また係数の符号の正負についても相関表で

確認した結果と同様であった．重相関係数は 0.65 であり，修正

済みの重決定係数は 0.42 である．この推定式を用いて，各土地

利用面積割合が異なる場合の地表面温度を再現する． 

 ここで，表-1 に見られるように，地表面温度の低減／上昇効

果の順位を示す．また，図-2に，各土地利用面積割合を1%上昇

させた場合における地表面温度への感度の結果を示す．この結果，

温度効果は係数の符号の負の値が小さい順に山林・荒地等（1％

上昇で-0.033℃），田（-0.023℃），公園・緑地等（-0.021℃），河

川・湖沼等（-0.017℃），畑・その他の農地（-0.011℃）であり，

造成中地（-0.008℃），中高層住宅地（-0.006℃），空地（-0.002℃）

は低減効果ではあるもののその効果はさほど強くないことが分

かる．他方，地表面温度の上昇効果は，係数の符号の正の値が大

きい順に密集低層住宅地中高層住宅地（0.025℃），工業用地

（0.016℃），商業・業務用地（0.009℃），道路用地（0.007℃），

一般低層住宅地（0.006℃）となっている． 

 

4-2. 都筑区全域の分析結果 

ここではまず，港北ニュータウン内外や駅勢圏内外における比

較分析を行う前に，都筑区全域における土地利用面積割合の変遷

と地表面温度の変化を分析・考察する． 

 

4-2-1. 土地利用 

 図-3 に，都筑区全域における土地利用の変遷を示す．また，

図-4 に，都筑区全域における各年次の土地利用図を示す．これ

【表-1】重回帰分析結果 

変 数 
偏回帰
係数 

標準誤差 温度低減／
上昇順位 

山林・荒地等 
-3.31** 
(-33.73) 

0.10 1 

田 
-2.28** 
(-13.23) 

0.17 2 

畑・その他の農地 
-1.09** 
(-13.62) 

0.08 5 

造成中地 
-0.76** 
(-4.80) 

0.16 6 

空地 
-0.24** 
(-2.64) 

0.09 8 

工業用地 
1.63** 
(16.38) 

0.10 2 

一般低層住宅地 
0.59** 
(7.37) 

0.08 5 

密集低層住宅地 
2.52** 
(7.73) 

0.33 1 

中・高層住宅地 
-0.56** 
(-5.64) 

0.10 7 

商業・業務用地 
0.86** 
(9.58) 

0.09 3 

道路用地 
0.70** 
(7.12) 

0.10 4 

公園・緑地等 
-2.08** 
(-23.71) 

0.09 3 

河川・湖沼等 
-1.68** 
(-15.00) 

0.11 4 

定数項 
25.17** 
(360.59) 

0.07  

R 0.65  

R2 0.42  

Adj. R2 0.42  

サンプル数 9,004  

・括弧内の値は t値を，**は1%有意水準を表す． 

・Rは重相関係数，R2は重決定係数，Adj. R2は自由度調整済決定係数を表す． 

・温度低減／上昇順位の薄青枠は低減効果のある土地利用の順位を，薄赤枠

は上昇効果のある土地利用の順位を表している． 
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を見ると，まず1974年は山林・荒地等，田，畑・その他の農地

が全体の6割を超えており，住宅地，工業用地，商業・業務用地，

道路用地は2割強であったことが分かる．そして，この後，開発

が進み山林・荒地等，田，畑・その他の農地の面積が急激に減少

していき，これに対して1989年をピークに造成中地や空き地が

増加し，また徐々に開発地が整備されていく中で住宅地や商業・

業務用地，道路用地や公園・緑地等，人々の生活の場として変容

していった． 

 ここで，表-1 に示した地表面温度の低減／上昇の効果のある

土地利用面積割合の変化を図-5 で見てみると，明らかに温度低

減効果のある土地利用が急激に減っていることが分かる．とりわ

け前半の1974年から1984年の減少は，山林・荒地等，田，畑・

その他の農地等の温度低減効果の強いものが主であり，後半の

1989年頃から2000年までの減少はどちらかと言うと，開発途中

で造成中地や空き地として整備された土地が一気に住宅地等に

転用されたことが原因であり，これらはどちらかというと温度低

減効果がさほど高くない土地利用である．その一方で，温度上昇

要因である住宅地，商業・業務用地，道路用地等は土地利用面積

が着実に増加していった． 

 

【図-3】都筑区全域における土地利用の変遷 

藤原ら2)では都筑区の領域をポリゴンで区切った後に面積計算している

のに対して，本研究における上図は格子設定した後に面積計算している

ため，多少結果が異なる可能性がある． 

1974年 1979年 1984年 1989年

1994年 2000年 2005年
 

【図-4】都筑区全域における各年次の土地利用図 

 

【図-2】土地利用面積割合1％上昇による地表面温度の感度 
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温度低減／上昇の土地利用変化には，前述したように，1989

年を境とした前半と後半に分けられ，変化の強弱はあるものの，

温度低減効果のある土地利用が減り，温度上昇効果のある土地利

用が一方で増加していったことは双方共通している． 

 

4-2-2. 地表面温度 

図-6に，都筑区全域における地表面温度の変化を示す．また，

図-7 に，都筑区全域における各年次の地表面温度図を示す．こ

の結果，まず全域における中央値の変化を見てみると，1974 年

の23.88℃から2005年の25.26℃と1.38℃上昇していることが分

かる．また同期間における変化を見てみると，最高温度が0.36℃，

75%が 0.94℃，25%が 1.77℃，最小温度が 0.00℃となっており，

明らかに温度の低かった地域の温度上昇が著しいことが分かる．

さらに，時系列的な温度上昇の特徴を中央値の変化で見てみると，

1974年と1979年の間で0.52℃，1979年と1984年の間で0.26℃，

1984年と1989年の間で0.17℃，1989年と1994年の間で0.13℃，

1994年と2000年の間で0.23℃，2000年と2005年の間で0.07℃

となっていた．これは，1974年と1979年の間をピークとする早

い時期に一度目の温度上昇があり，また1994年と2000年の間で

二度目の温度上昇があったことを表している．この傾向は，75%

と25%の場合も同様であり，とりわけ25%においては，1974年

と1979年の間，また1979年と1984年の間でどちらも0.64℃上

昇しており，その急激な温度変化が伺える．結果をまとめると，

一度目の急激な温度上昇の後，二度目の若干の温度上昇があった

こと，また1974年から徐々に温度分布の幅が狭くなり，温度域

が高まっていったのが都筑区全域の温度上昇の特徴であると言

える． 

 

4-3. 港北ニュータウン内外の分析結果 

ここでは，都筑区をそれぞれ港北ニュータウン内と外に分けて，

それらの地域における土地利用の変遷と地表面温度の変化を分

析・考察する．これによって，特にニュータウン開発における温

度上昇の影響が分かると考えられる． 
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【図-5】地表面温度の低減／上昇の効果のある 

土地利用面積割合の変化 

 

【図-6】都筑区全域における地表面温度の変化 

 

 

 

【図-8】港北ニュータウン内外における土地利用の変遷 

（上図：港北ニュータウン内，下図：港北ニュータウン外） 
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4-3-1. 土地利用 

 図-8 に，港北ニュータウン内外における土地利用の変遷を示

す．この図から，まず港北ニュータウン内と外を比較した場合，

明らかにニュータウン内において土地利用の変化が著しいこと

が分かる．1974 年のニュータウン内外の土地利用の状況を見て

みると，ニュータウン内において圧倒的に山林・荒地等が多くな

っており，その土地利用面積割合は5割となっていたのに対し，

ニュータウン外では1割程度であった．また，特徴的なのは工業

用地，住宅地，商業・業務用地，道路用地等の人工的な土地利用

はニュータウン外の方が内より面積割合が高く，特に一般低層住

宅地においてはニュータウン内が7%であったのに対し，ニュー

タウン外では 15%となっていた．また，ニュータウン外におけ

るもう一つの特徴は，1994年と2000年の間に山林・荒地等，田，

畑・その他の農地等が減ったのに対し，商業・業務用地や道路用

地が大きく増加し，1994年は商業・業務用地が7%，道路用地が

9%に対し，2000年にはそれぞれ10%，14%と増加した．それ以

外の土地利用については徐々に住宅が増え，空き地が減っている

こと以外，さほど大きな変化はなかった．港北ニュータウン内に

ついては，開発が進むにつれ，山林・荒地等，田，畑・その他の

農地等が劇的に減少し，それぞれ1974年の50%，5%，23%から

2005年には2%，0%，6%となった．他方，造成用地や空地は1989

年をピークにそれぞれ20%，30%まで上昇し，その後，住宅地や

商業・業務用地などの人工的な土地利用に変容していった．特に

増加が著しいのが，密集低層住宅地を除く住宅地や商業・業務用

地，道路用地，公園・緑地等，その他の公共公益施設用地であっ

た．この中で，例えば，一般低層住宅地，商業・業務用地，道路

用地は1974年の7%，1%，4%が2005年には24%，10%，22%

まで増加していった．公園緑地についても，1974 年の 1%から

2005年には 11%まで増加した．それぞれ土地の造成のピークを

終えた1989年以降に，とりわけその中でも1994年と2000年の

間に大きく土地利用が改変されていった． 

 

4-3-2. 地表面温度 

図-9 に，港北ニュータウン内外における地表面温度の変化を

示す．この結果，まず港北ニュータウン内と外を比較すると，地

表面温度は明らかにニュータウン内において急激に上昇してい

ったことが分かる．それに対して，ニュータウン外については

徐々に温度上昇が見られるものの，概ね変化がないことが分かる．

さらに，1974年から1989年の土地の造成中までは港北ニュータ

ウン内の温度の方が低く，一方でニュータウン外の方が例えば

1974 年においてはニュータウン内の中央値との比較において

1.52℃高くなっていた．そして，この期間，急激にニュータウン

内の温度が上昇することで，2005 年にはニュータウン外より

0.24℃温度が高くなった．ただし，ニュータウン内の温度上昇の

特徴を見てみると，1989 年を境に変化しており，それ以前まで

は中央値で1.86℃，それ以降で0.46℃と前者の造成中において温

度上昇が著しいことが分かる．これはやはり温度低減効果として

強い山林・荒地等，田，畑・その他の農地等が劇的に減少したこ

とに起因していると考えられる．また，ニュータウン内において

1974年と1979年では温度域が広かったのに対して，開発の後に

は温度域が高温に偏っていったのも一つの特徴として挙げられ

る．ただし，ニュータウン内においては1994年と2000年の間で

0.22℃上昇しており，またニュータウン外においては同期間にお

いて最も温度上昇が激しい0.27℃となっており，後半の温度上昇

の中でもこの期間は特徴的であったと言える． 

 

1974年 1979年 1984年 1989年

1994年 2000年 2005年
 

【図-7】都筑区全域における各年次の地表面温度分布図（摂氏℃） 
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4-4. 駅勢圏内外の分析結果 

ここでは，港北ニュータウン開発とともに，この地域のもう一

つの大きな開発であった横浜市営地下鉄の土地利用変化と地表

面温度への影響を考察する．そのため，1993 年に開業された横

浜市営地下鉄ブルーラインの仲町台駅，センター南駅，センター

北駅，中川駅と，本研究の対象期間外ではあるものの駅開発の影

響が始まったと考えられる2008年開業の横浜市営地下鉄グリー

ンラインの北山田駅，都筑ふれあいの丘駅，（センター北駅，セ

ンター南駅）の影響を，駅周辺の状況を加味する目的から，駅勢

圏を250m圏内と260m～500m圏内にそれぞれ設定し考察する．

ちなみに，駅勢圏外とは，この 500m圏域の外を意味している．

ここで，都筑区には市営地下鉄グリーンライン沿いに川和駅と東

山田駅が含まれるが，駅勢圏内において区域外が含められること

から分析の対象から外している． 

 

4-4-1. 土地利用 

 図-10 に，駅勢圏内外における土地利用の変遷を示す．まず，

駅勢圏内は駅勢圏外に比べて開発が進んだ地域であると言え，特

に1974年には山林・荒地等，田，畑・その他の農地等が駅勢圏

外のそれらより多くの面積を占めていたにも関わらず，1989 年

をピークに大幅に造成中地や空地と変わり，その後，密集低層住

宅地を除く住宅地や商業業務用地，道路用地，公園・緑地等，そ

 

 

【図-9】 港北ニュータウン内外における地表面温度の変化 

（上図：港北ニュータウン内，下図：港北ニュータウン外） 

 

 

 

【図-10】駅勢圏内外における土地利用の変遷 

（上図：駅勢圏を250m圏内，中図：駅勢圏を500m圏内， 

下図：駅勢圏外） 
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の他の公共公益施設用地に変容していった．特に，図-8 の港北

ニュータウン内の結果と比較しても，一般低層住宅地はその割合

が少なく，一方で商業・業務用地の面積割合が大きいなど，駅周

辺の開発が商業やその他の公共公益施設用地，道路を中心とし，

また住宅地においてはどちらかというと中・高層住宅地が中心に

開発されたのが特徴として表れている．この様子が顕著なのが，

2000年と2005年の250m駅勢圏内の場合である．260～500mの

駅勢圏内に広がると，徐々に一般低層住宅の割合が250m駅勢圏

内より増えていったのが分かる．他方，駅勢圏外については，一

部が港北ニュータウン内に位置しているため，駅勢圏内ほどでは

ないものの，土地利用の変化がある程度伺える．ただし，この地

域の特徴はもともと一般低層住宅地の面積割合が駅勢圏内の倍

近くあったものの，2000 年以降は駅勢圏内でも一般低層住宅地

の面積割合が増えたことからその差は徐々に縮まっていった．ま

た，工業用地が多いのが特徴的であるが，これは図-8 の港北ニ

ュータウン外でも見られたため，ここの状況が反映されたものと

考えられる． 

 

4-4-2. 地表面温度 

図-11に，駅勢圏内外における地表面温度の変化を示す．この

結果，まず1989～1994年を境に駅勢圏内外の地表面温度の中央

値が逆転し，これ以前は駅勢圏内の温度が駅勢圏外より低く，そ

の後に駅勢圏内の温度は 250m 駅勢圏内において駅勢圏外の温

度より高くなり，260～500m 圏内は駅勢圏外とほぼ同じような

傾向をたどる結果となった．そのため，2000年と2005年の地表

面温度の上昇は250m圏内に留まっており，地下鉄開業などの駅

周辺の整備や中央地区土地区画整理事業の進捗が大きく関係し

ていると示唆される．また，1974年と2005年の間の地表面温度

の中央値の変化は250m駅勢圏内が2.81℃であり，260～500m駅

勢圏内が2.29℃，また駅勢圏外が1.15℃であった．さらに，駅勢

圏内外において温度域の分布が広く，とりわけ温度が低い地域が

1974年や1979年には多く存在したのに対して，開発が徐々に進

むにつれ，このような地域が減少し，温度域が狭くなっていった．

これが特に顕著なのが 250m駅勢圏内である．ここで，図-12に

各年次間における港北ニュータウン内と駅勢圏（半径250m圏内

及び500m圏内）の地表面温度上昇（中央値）の比較を示す．こ

れを見ると，1974～1984年の間で温度上昇が著しく，また1994

～2000 年の間で 250m 駅勢圏内における温度上昇が顕著に見ら

れ，前述したように，特に1994～2000年の間の結果は駅開業や

中央地区土地区画整理事業などによる周辺地域の整備がこれに

関係していると考えられる． 

図-9 の港北ニュータウン内外の地表面温度の変化と比較する

と，とりわけ港北ニュータウン外よりも駅勢圏の外の温度上昇が

高い．すなわち，ニュータウン内に位置する駅勢圏が多い中で駅

勢圏外ではあるもののニュータウン内に位置する地域の影響で

温度上昇が高いと考えられる．また，1989 年までの急激な温度

上昇はニュータウン開発に由来するものと考えられ，それ以降の

温度の上昇はニュータウン開発の影響と共に駅周辺の開発また

中央地区土地区画整理事業による影響，とりわけ250m圏内にお

けるものであると推察できる．表-2に，250m駅勢圏ごとの地表

面温度（中央値）の変化を示す．この表を見ると，駅が開業して

いない 1993年（表では 1994年）は，1974～1979年は都筑ふれ

あいの丘や中川駅周辺で，1979～1984年は仲町台，センター南，

センター北，北山田で大幅な地表面温度の上昇が見られた後，温

度上昇は落ち着き，ブルーラインの駅開業後の1994～2000年に

はセンター南，センター北を中心に温度上昇が再度見られた．当

然，駅開業の影響とともに，特にこの2駅における温度上昇が激

 

 

 

【図-11】駅勢圏内外における地表面温度の変化 

（上図：駅勢圏を250m圏内，中図：駅勢圏を500m圏内， 

下図：駅勢圏外） 
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しいことから，1995年都市計画決定され，翌年 2月に事業計画

が許可された中央地区土地区画整理事業の影響も受けていると

考えられる． 

 

5. おわりに 

本研究では，増加する人口と無秩序な開発を防ぐ役割から計画

的に開発されたニュータウンの土地利用改変と熱環境への影響

を分析するため，横浜市都筑区の港北ニュータウンの開発に着目

した．このニュータウンは，横浜市営地下鉄の開通もあり，人口

増加と開発が急激に進み，膨張する大都市圏の受け皿として一定

の役割を果たした．本研究では，この港北ニュータウンを対象に，

まずは土地利用改変の様子を1974～2005年の7時点ごとに把握

した．さらに， Landsat ETM+と数値地図 5000から得られる各

土地利用面積割合との関係を推定式として構築した．そして，こ

の式を用いて，7 時点における地表面温度を再現した．そして，

港北ニュータウン内外と駅勢圏（半径250m圏内及び500m圏内）

内外において，土地利用面積割合の変化と，この地表面温度への

影響を分析・考察した．この結果，自然的な土地利用を造成し，

人工的な土地利用へ変容させてきた港北ニュータウン内での地

表面温度の上昇が著しいことが分かった．さらに，駅勢圏内の分

析によって，1994～2000 年までの地表面温度の上昇はとりわけ

250m勢圏などにおける商業・業務施設，公共公益施設用地，道

路等の増加が起因していると示唆された．  

 今後の課題として，開発による土地利用の改変は熱環境のみな

らず，様々な影響を与えるものであり，例えば生態系や水循環，

雨水処理等にも大きな影響を及ぼす．そのため今後は，これらの

影響についても検討する必要がある．また，あくまでも，ここで

はある一時点の地表面温度と各土地利用面積割合との関係を重

回帰式といった簡易な方法によって推定し，これを用いて各年次

の断片的な地表面温度を再現したに過ぎない．当然，気象や季節

などが異なれば，違う結果が得られる可能性がある．そのため，

今後は物理的な方法（熱収支等を考慮したモデル）による気温や

地表面温度の再現を行うとともに，様々な季節や時間帯における

影響を検討していきたいと考えている． 

 

謝辞 

 本研究は，JSPS科研費（JP15K00639，JP26340104）の助成の

もと行われた．謹んで感謝申し上げる． 

 

参考文献 

1） 武藤孝雄(2002)「港北ニュータウンのまちづくり」. 

2） 藤原大樹，佐尾博志，大西暁生(2015)「横浜市都筑区にお

ける地下鉄の開通が土地利用の変化に与えた影響」，都市

計画報告集，14，73-78. 

3） 横浜市，都筑区まちづくりプラン（都市計画マスタープラ

ン・都筑区プラン）改定素案，

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kusei/kikaku/toshimasu.ht

ml 

4） 横浜市，港北ニュータウン 現況とまちづくりの方針，

http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/chiikimachi/nt/ 

5） 横浜市都市整備局，港北ニュータウン地区街づくり協議指

針，http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/machi-kyogi/nt-ks.html 

6） 横浜市交通局，あゆみ，

http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/gaiyou/ayumi.html 

7） 三上岳彦，浜田崇，渡邊正浩(1994)「住宅団地の都市気候

環境－多摩ニュータウン南大沢地区の事例－」，総合都市

研究，53，83-98. 

8） 馬淵泰，村上雅博，柳原和憲(2003)「都市公園における熱

環境特性の計測」，水文・水資源学会研究発表会要旨集，

16(0)，258-259. 

【表-2】 250m駅勢圏ごとの地表面温度（中央値）の変化 

駅名／年次間 1974～1979年 1979～1984年 1984～1989年 1989～1994年 1994～2000年 2000-2005年 

仲町台 0.71 1.36 0.10 0.11 0.42 0.13 

都筑ふれあいの丘 2.12 0.42 0.53 0.28 0.11 0.05 

センター南 -0.11 1.56 0.00 0.21 0.90 0.19 

センター北 -0.01 1.70 0.00 0.00 1.13 0.02 

北山田 0.39 1.00 -0.03 0.19 0.29 0.19 

中川 1.74 0.68 -0.30 0.38 0.47 0.06 

ブルーラインの駅である仲町台，センター南，センター北，中川は1993年に開業し，グリーンラインの駅である都筑ふれあいの丘，北山田は2008年に開

業した．センター南とセンター北はグリーンラインにも駅があるが，ブルーラインの駅の開業の方が早い． 

 

【図-12】各年次間における港北ニュータウン内と駅勢圏 

の地表面温度上昇（中央値）の比較 

- 90 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.16, 2017年 5月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.16, May, 2017 

 

 

 

9） 稲永麻子, 竹内章司, 長谷川泉(1996)「LANDSAT/TMデー

タによる東京都の地表面温度変化と土地被覆変化との関

連解析」，写真測量とリモートセンシング，Vol.35, No.2, 

pp.27-30. 

10） 澤田大介，本條毅，丸田頼一，木村圭司(2002)「ランドサ

ットTMデータによる都市の緑被地と表面温度分布との関

係の解析」，環境情報科学論文集，Vol.16，pp.393-398. 

11） 伊東大悟，森田真一，田中勝哉，後藤 圭二，清水桐郎，

三笹 晶子(2014)「熱画像データを用いた地表面温度と暑熱

環境に関する分析」，日本ヒートアイランド学会論文集 

Vol.9，pp.23-31. 

12） 大西暁生，廣田福太郎，吉川拓未，森杉雅史，井村秀文(2003)

「高分解能衛星画像を用いた詳細土地被覆情報と輝度温

度との関係－緑地の特性に着目して－」，環境システム研

究論文集，Vol.31，pp.357-365. 

13） 大西暁生，松浦未央子，森杉雅史，井村秀文(2005)

「LANDSAT ETM+画像におけるヒートアイランド現象の

把握と IKONOS画像を用いた特殊空間緑化の熱環境緩和

効果に関する研究」，環境共生学会審査付研究発表論文，

Vol.10，pp.92-102. 

14） 大西暁生，森杉雅史，林良嗣，井村秀文(2006)「詳細土地

被覆情報を用いた土地利用別ヒートアイランド緩和効果

に関する研究」，環境の管理，No.61，pp.23-35. 

15） 大西暁生，森杉雅史，村松由博，井村秀文，林良嗣(2008)

「愛知県豊田市における詳細土地被覆情報の取得と熱環

境解析への適用に関する研究」，地球環境研究論文集，

Vol.16，pp.181-190. 

16） 大西暁生，曹鑫，森杉雅史，奥岡桂次郎，井村秀文(2010)

「名古屋市中心地における空閑地緑化による都市熱環境

緩和効果」，都市計画報告集，No.8-4，pp.176-180. 

17） 大西暁生，森杉雅史(2011)「名古屋市中心部における空閑

地緑化が都市熱環境緩和効果に与える影響」，社会技術研

究論文集，Vol. 8，pp.149-158. 

18） 大西暁生，前崎隆一(2014)「オブジェクト分類手法による

詳細土地被覆情報の取得と地表面温度の再現性に関する

研究」，土木学会論文集G（環境）Vol.70，NO. 5，地球環

境研究論文集第22巻，pp. I_59-I_69. 

19） 神奈川県環境農政局環境部環境計画課，ヒートアイランド

対策ハンドブック～ヒートアイランド対策の検討にあた

って～，

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/711048.pdf 

20） 横浜市環境創造局環境科学研究所（2014）平成26年夏の

気温観測結果をお知らせします～今年の横浜の夏、過去４

年と比べて暑くなかった夏～，

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kisha/h26/140926-5.html  

21） メリーランド大学 GLSF GLS2000 2001 年9 月24 日

http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.js 

22） 数値地図5000（土地利用）

http://www1.gsi.go.jp/geowww/LandUse/lum-5k.html  

23） 細密数値情報（10mメッシュ土地利用）

http://www1.gsi.go.jp/geowww/LandUse/lum-saimitsu.html 

- 91 -




