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緑地の設置と地価に関する一考察 

Examining the relationship between greenspace creation and land price 
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It is thought that greenspace contains crucial and various functions related to human life in the city. This research examines the 

relationship and conditions for the creation of greenspace in the city and land prices. The results find that in areas with higher land 

prices, in order for greenspace to be created, the average rate of increase in land prices due to the greenspace creation will need to be 

higher and the increase in land prices need to reach further from the greenspace. Furthermore, the larger the greenspace to be created 

will require a higher rate of land price increase due to the greenspace creation and the increase in land prices need to reach even 

further from the greenspace. 
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1. はじめに 

緑地には、防風、防火、土壌浸食防止等の防災機能、防塵、遮

音、大気浄化、気候調整、生物多様性維持、循環型社会形成等の

環境保全機能や景観、ゆとり、安らぎ等のアメニティー機能、が

あると言われている。そのような機能を支持する実証研究も過去

に多く存在している（e.g. 梅干野・萩原, 1983; 峰村 他, 2002; 田

畑, 2011）。このような機能は都市で暮らす人々に対しても密接に

関係しており、それゆえに緑地を都市に設置することは有意義で

あると考えられる。そこで、この研究においては、どのような状

況下で緑地の設置が実現可能になるかについて検証を行った。そ

の際、ここでは、状況の変化に伴う不動産収入の変化との関係か

ら、同問題へのアクセスを試みることにした。 

 

2. 緑地の設置と地価との関係 

はじめに、2 つの都市の間に緑地を一定の幅で設置するものと

仮定する。そして、都市の都心部から遠ざかるに従って地価は下

落するものとする。また、緑地を設けた場合、その緑地に近づく

につれ地価は上昇するものとする。緑地と地価の関係におけるこ

こでの仮定は、従来の多くの実証研究での有意な結果に基づいて

いる(ex. 渡部・輿水, 2012; 小松, 2008; 愛甲 他, 2008; 矢澤・

金本, 1992)。そして、議論の単純化のため、それら 2つの都市は、

都心部からの地価の下落曲線、都心部における地価の大きさ、緑

地からの地価の下落曲線、そして緑地に対して地価が上昇する地

点において、すべて同等、つまり、左右対称を仮定している。そ

れゆえに、この研究では、その都市の片側のみを図示することに

する。 

以下の図において、Oは都市の都心部を表し、横軸は都心部か

らの距離を表している。一方で、縦軸は地価を表している。なお、

左右対称ゆえ、その都市の片側部分は以下の図から削除している

ので、図示される緑地の幅は、都市と都市の間に設置される緑地

の幅の半分のみを示していることになる。 

以下、この研究では、緑地設置が実現可能な場合、地価につい

てどのような条件が問われることになるのかについて検証を行

うこととする。 

 

2－1. 都市の地価が高い条件下と低い条件下での緑地設置と地

価の関係 

緑地の設置と地価との関係において、はじめに、都市の地価が

高い場合と低い場合についての比較を行うことにする。その際、
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議論の単純化のため、この研究では、都市の地価が高い場合も低

い場合も、都心部での地価の大きさに差異があるだけで、付け値

曲線に従って、その距離に対する下落曲線の凸関数形は等しいも

のとする。また、緑地への距離に対する地価の上昇曲線の凸関数

形においても、都市の地価が高い場合も低い場合も双方等しいも

のとする。 

 

2－1－1.  都市の地価が高い条件下と低い条件下の双方におい

て緑地への距離に対する地価上昇曲線の凸関数形が等しい場合 

ここでは、都市の地価が高い条件と低い条件の下で、都市にお

いて緑地への距離に対する地価上昇曲線の凸関数の形が等しい

場合に、緑地設置に伴い、地価の上昇の始点がどのようになるの

かについて検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市の地価が低い条件下で緑地 ABを設置した場合、そこでは、

不動産販売が行えないことを意味している。つまり、ABCD分の

不動産販売収入が喪失していることを示唆している。しかしなが

ら、緑地 ABを設置することで地価が上昇した時、それに伴う不

動産収入は DIG で表すことができる。その不動産収入が喪失分

の ABCD 以上である限り、緑地 AB を設置することは実現可能

となる。一方、都市の地価が高い条件下で緑地 ABを設置した場

合、ABEF分の不動産販売収入が喪失していることを示めしてい

る。それゆえ、都市の地価が高い条件下で緑地 ABが設置される

ためには、その喪失分と同等の地価上昇分 FNMが最低でも必要

であることがわかる。以上の結果より、都市の地価が低い条件下

では緑地に伴う地価の上昇の始点が G’であるのに対して、都市の

地価が高い条件下では、その始点は M’であることがわかる。こ

のことから、都市の地価が高い条件下の方が、緑地により遠い地

点から地価が上昇しないかぎり、緑地の設置には至らないことが

示唆されている。 

 

2－1－2.  都市の地価が高い条件下と低い条件下の双方におい

て緑地から地価が上昇する地点が等しい場合 

ここでは、都市の地価が高い条件と低い条件の下で、緑地から

地価が上昇する地点が等しい場合に、緑地設置に伴い、緑地に対

する地価の平均上昇率はどのような傾向を示すのかについて検

証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2－1－1 で記述した通り、都市の地価が低い条件下に緑地 AB

を設置した場合、そこでは、不動産販売が行えないため、ABCD

分の不動産販売収入が喪失していることになる。しかしながら、

緑地 ABを設置することで地価が上昇した場合、それに伴う不動

産収入 DIGを得ることができる。その不動産収入が ABCD以上

であるかぎり、緑地 ABを設置することは可能となる。一方、都

市の地価が高い条件の下で緑地 ABを設置した場合、ABEF分の

【図 2】都市の地価の高・低条件下において緑地に対し地価が上昇す

る地点が等しい場合の地価の平均上昇率 

A B 

D 
C 

F 

E 

G 

H 

J 

O 

L 

K 

I 

距離 

地
価 

A B 

D 
C 

F 

E 

G 

M 

N 

O 

L 

K 

I 

G’ M’ 距離 

地
価 

【図 1】都市の地価の高・低条件下において緑地への距離に対する

地価の上昇曲線の凸関数形が等しい場合の地価の上昇始点 
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不動産販売収入が喪失することになる。ゆえに、都市の地価が高

い条件の下で緑地 ABが設置されるには、それに伴う地価の上昇

分を FJH とすると、それは最低でも喪失した不動産収入 ABEF

分と同等である必要がある。つまり、都市の地価が低い条件の下

では緑地に伴う地価の平均上昇率が直線 GI 必要であるのに対し

て、地価の高い都市では、その平均上昇率は直線 HJが必要であ

ることが求められる。このことから、都市の地価が高い条件下の

方が、都市の地価が低い条件下に比べ、緑地に対する地価の平均

上昇率が、より大きくないかぎり、緑地の設置には至らないこと

が示されている。 

 

2－2. 緑地の規模が大きく設定される場合と小さく設定される

場合の比較 

次に、緑地の設置と地価との関係において、緑地の規模が大き

い場合と小さい場合についての比較を行うことにする。 

 

2－2－1. 緑地への距離に対する地価の上昇曲線の凸関数形が同

等な場合 

はじめに、緑地の規模が大きい場合と小さい場合の双方におい

て、緑地への距離に対する地価の上昇曲線の凸関数形が等しい場

合に、地価の上昇の始点がどのようになるのかについて検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑地が ABと小さく設置された場合、その不動産販売による収

入喪失分は ABCD である。その反面、2－1－1 や 2－1－2 と同

様に、緑地設置に伴い地価が上昇する場合、それによる不動産収

入分を DIGとすると、緑地設置の条件として、それは ABCDと

同等以上の不動産収入を表していなければならない。一方、より

大きく緑地を設置する場合、つまり、緑地が AB’に設置される場

合においては、緑地設置に伴う不動産収入喪失分が AB’C’Dとな

る。その喪失分に対して、緑地設置に伴う地価上昇分 DPQ が同

等以上でない限り、この大きな緑地の設置は実現困難になる。こ

の時、中心地側の緑地との境界線からの距離は、AG’よりさらに

遠い AQ’となっている。つまり、緑地の規模が大きく設定される

場合の方が、緑地に対してより遠い地点から地価が上昇しないか

ぎり、緑地の設置には至らないことが示唆されている。 

 

2－2－2. 緑地からの地価上昇地点が等しい場合 

次に、緑地の規模が大きい場合と小さい場合の双方において、

緑地からの地価上昇地点が等しい場合、地価の平均上昇率がどの

ような特徴を有するのかについて検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑地が小さく設置、つまり ABで設置されている場合、2－1－

1、2－1－2、2－2－1の場合と原理は同様なので、その不動産収

入喪失分は ABCD となり、それと同等の不動産販売による収入

を得るためには DIG分が必要である。一方、より大きな緑地 AB’

が設置される場合で、かつ緑地から地価が上昇する地点が等しい

【図 3】緑地への距離に対する地価の上昇曲線の凸関数形が同等な場

合における大小緑地設置の比較について 
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【図 4】緑地から地価が上昇する地点が等しい場合における大・小緑地

設置の比較 
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場合、緑地設置に伴う不動産販売収入の喪失分 AB’C’Dに対して、

緑地に伴う地価上昇分 DI’Gが同等以上でない限り、緑地設置の

実現が困難となる。以上より、緑地が小さく設置された場合の地

価平均上昇率である直線 GI に対して、緑地が大きく設置された

場合の地価平均上昇率は直線 GI’となり、後者は前者より大きく

なっている。つまり、緑地の規模が大きく設定される場合の方が、

小さく設定される場合に比べて、緑地に対する地価の平均上昇率

がより大きくないかぎり、緑地の設置には至らないことが示され

ている。 

 

3. 緑地と地価の関係に関する施策 

以上の結果から、緑地を設置する場合、それに伴う不動産収入

の喪失分を補うためには、緑地に対する地価の平均上昇率をより

大きく、または、緑地に対してより遠い地点から地価の上昇を生

じさせる必要があることが確認された。ゆえに、この章では、緑

地に対する地価の平均上昇率をより大きく、または、緑地に対し

てより遠い地点から地価の上昇を生じさせるための施策につい

て提言を行うことにする。 

はじめに、同施策について、供給側に関する視点から言及を加

えることにする。第 1に、緑地の質を高めるための施策を検討実

施する必要があるだろう。緑地は人々の暮らしとの関係の中で

様々な機能を提供し得るものである。具体的に言及すると、防風、

防火、土壌浸食防止等の防災機能、防塵、遮音、大気浄化、気候

調整、生物多様性維持、循環型社会形成等の環境保全機能や景観、

ゆとり、安らぎ等のアメニティー機能、があると言われている。

このような機能が高められるよう、例えば、樹木の種類や、その

組み合わせ、生態系とのバランス、水環境との融合、自然的景観

の向上等を適切に配慮されるような施策を実施してゆく必要が

ある。第 2に、緑地へのアクセスに対する施策を考慮し実施する

ことである。緑地が設置された場合、人と緑地との適度な触れ合

いは必要となる。そのためには、緑地までのアクセスについても

考慮に入れる必要がある。その際、アクセスを造成するための費

用対効果といった効率性を十分に配慮しつつ、アクセスに伴う時

間や距離の観点での公平性にも配慮した形で同施策を実施する

必要があるだろう。また、アクセスするに際し、数量的視点だけ

ではなく質的視点、つまり、近景・中景・遠景や静的・動的景観、

バリアフリー等についても配慮に入れた施策を実施ことで地価

の上昇や地価の上昇始点がより遠くから起こり得ることを促進

しえるかもしれない。第 3に、そのような緑地とマッチした周辺

都市の創造・維持を促すような施策を検討実施することである。

緑地に相応しい周辺都市の形成は、その周辺都市全体のブランド

力を向上させることにもなり、その結果、その地域は価格プレミ

アムを獲得することにもつながりえる。緑地との関連を含め、よ

り広義な環境型都市の形成を行えば、より一貫したブランド力の

形成にもつながりえることになる。例えば、再生可能・省エネ型

のスマートシティや環境モデル都市・環境未来都市等との融合化

を考慮してもよいかもしれない。 

次に需要者側の視点から同施策の実施について言及を行うこ

とにする。つまり、緑地に対する需要者の選好を高めるためには

どのような施策が有効であり得るかについて提言を行う。１つ目

は、所得の向上を促す施策についてである。これは環境クヅネッ

ツ曲線が導きえる理由の１つに関連した考え方の適用で、所得が

上昇するに伴い、需要者の環境への関心・ニーズも高まる傾向に

あるということである。つまり、所得の向上は、地価の上昇下で

も購買できる能力を高めるだけではなく、緑地へのニーズを高め

ることを通じて、このような緑地周辺の都市へのニーズをも高め

る働きを促すことになるかもしれない。2つ目は、環境意識の向

上のための普及及び充実に関してである。そのためには、ベオグ

ラード憲章で謳われているように、認識（Awareness）、知識

（Knowledge）、態度（Attitude）、技能（Skills）、評価能力

（Evaluation ability）、参加（Participation）を有した人材の育

成を促進する施策を実行する必要性が求められることになるだ

ろう。また、中央環境審議会の答申「これからの環境教育・環境

学習－持続可能な社会をめざして－」（1990年）で述べられてい

るように、全ての世代において多様な場を通じて相互連携を取り

ながら総合的に推進したり、地域づくりに主体的に参画するよう、

また、体験重視を促進するよう、環境に関する教育を社会的に普

及させるための施策を実施する必要があるだろう。また、環境へ

の意識を向上させるためのプロモーション活動を積極的に行う

施策の実施も必要になるだろう。例えば、Attention（注意）、 

Interest（関心）、Desire（欲求）、Memory（記憶）、 Action（行

動）の各段階において、それらを喚起するような戦略・戦術の実
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施を適切に遂行することが求められるであろう。 

 

4. 結論 

緑地は人々の生活に多様かつ大切な機能を有している。ゆえに都

市において緑地を設置することは有意義であると考えられる。そ

こで、本研究では、地価に関してどのような条件を満たせば、都

市における緑地が設置されるのかについて分析を行った。その主

な結果は以下の通りであった。 

1 つ目は、都市の地価が高い場合と低い場合の双方に関して、

緑地の距離に対する地価上昇曲線の凸関数の形が等しい場合は、

緑地が設置される条件として、都市の地価が高い場合の方が低い

場合に比べて、より緑地から遠い位置において地価が上昇し始め

る必要があることが確認された。 

2 つ目は、都市の地価が高い場合と低い場合において、地価の

上昇の始点がそれらの条件下で共に等しい場合、緑地が設置され

る条件として、地価の平均上昇率は、都市の地価が高い場合の方

が低い場合に比較して、より高い数値が求められることが示され

た。 

3 つ目は、緑地が大きく設置される場合と小さく設置される場

合について、緑地の距離に対する地価上昇曲線の凸関数の形が等

しい場合、緑地が大きく設置される場合の方が、緑地が小さく設

置される場合に比べて、緑地に対してより遠い位置から地価上昇

することが求められることが確認された。 

4 つ目は、緑地が大きく設置される場合と小さく設置される場

合において、それらの条件下で地価の上昇する始点はどちらも等

しい場合、緑地が大きく設置される場合の方が、緑地が小さく設

置される場合に比較して、地価の平均上昇率は、より大きくなる

必要があることが確認された。 

このような緑地設置に伴う地価の上昇始点や平均上昇率を促

す施策として考えられるものについては、例えば、緑地の供給側

に関することでは、緑地の質を高めたり、そこへのアクセスを充

実させたり、緑地の周辺に適した都市の創造・運営の促進を図っ

たりする必要があるだろう。また、緑地の需要側においては、所

得の向上や環境教育の促進、環境に対する広報の充実などの施策

を促す必要があるだろう。このような需給両面からの施策を有機

的に関連付け、実施することで、都市における緑地の充実を一層

促すことにもなり得、それゆえ、サステイナブルなまちづくりの

実現にも寄与することにつながり得るだろう。 
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