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東京都心部における街路の緑視率と周辺土地利用の関係性

The relationship between visible green ratio of streets and surrounding land uses in central Tokyo 
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Visible green ratio is widely used in planning for promoting greening in the urban area. Zoning and other urban planning 
measures can influence visible green ratio through defining land use patterns. Previous studies, however, have not 
clearly considered the relationships between visible green ratio and surrounding land uses. By surveying visual green 
ratio in various land uses in central Tokyo, this research has analyzed the relationship between the visible green ratio 
and surrounding land use. Results showed that vegetation coverage ratio, road width and variety of planting type have 
a significant effect on visible green ratio. We also found that it may be not effective to significantly increase the 
vegetation coverage ratio to improve the visible green ratio. 
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1.背景と目的 
近年、都市の良好な景観形成を目指すための緑地の保全や緑化

の推進の重要性の認識が高まっている。景観緑三法などが制定さ

れて制度環境が整うとともに、一部の地方公共団体では、緑視率

を都市計画で活用し始めている。緑視率は、特定の場所において

目に見える緑地の量に着目するもので、アイレベル(1.5m 程度)で
撮影した画像から植物の部分を抽出し画像に占める割合を算出

することでもとめられるものである。緑視率は、人が街路で感じ

る緑量感を代替しているということ 1）、またこれまで都市計画に

おける緑量評価でよく用いられてきた面的な緑量を評価する「緑

被率」の低い密集市街地等において鉢植えや庭木等の植栽を評価

できることが既往研究により指摘されている2)3)。 
緑視率に影響しうる要因として、周辺の道路や建築による土地

の被覆や緑被率といった周辺土地利用が関係している可能性が

あると考えられる。また、街路は都市住民の利用が多い外部空間

であることから、その緑視率に影響を与える要因を明らかにする

ことは重要である。しかし、これまで街路における周辺土地利用

と緑視率の関係について総合的に明らかにした研究はみられな

い。さらに、緑視率は樹木や植込などのさまざまな要素から構成

されるが、要素が多い時に緑視率が高まるのかどうかや、緑視率

が高い場合や低い場合にどのような要素が出現するのかについ

ては不明な点が多い。こうした緑視率と周辺土地利用との関係や、

緑視率に寄与する緑化形態を明らかにすることは、緑視率向上の

ための有効な土地利用施策の検討につながると考えられる。 
そこで本研究では、都市の街路を対象に、統一された計測方法

かつ多様な用途がなされる都市空間での緑視率と周辺土地利用

の関係を明らかにし、さらに、緑視率の構成要素について詳細に

検討することで、都市における緑視景観計画策定への基礎的知見

を得ることを目的とした。 

2. 緑視率に関する既往研究 
これまでの緑視率に関する既往研究の中では、緑視率と心理的

効果の関係についての蓄積が多い。緑視率が高まるにつれて、潤

い感、安らぎ感、さわやかさなどの心理的効果が向上することな

どが報告されている4)5)6)7)8)9)。望ましい緑視率として提案されてい

る数値は15〜35％と幅があるが6)、この理由としては、眺めてい

る景観によって視野が異なるため、望ましいと感じる緑視率の量

が相対的に異なる可能性が指摘されている10)。 
緑視率と土地利用の関係について、住宅地の研究では、街路沿

線の緑が少ないと街路景観の評価が下がること、街路沿線の中低

木や低木の街路樹などが有効であることを示している 8)。路地の

研究では、緑視率に主に庭木や鉢植えが影響を与えていること、

緑視率の増加が街路の好ましさの向上に必ずしも直結しないこ

とを指摘している 3)11)。都市林である国立科学博物館附属自然教

育園での調査9)においては、緑視率が60％以下であれば景観の快

適性は高まるが、80％あるいは90％以上を越すと景観快適性は著

しく低下するとしている。他方で、都市空間のうち商業地や工業

地における緑視率については十分に調べられていない。 

3. 方法

3-1. 対象地 

東京都心の 2015 年国勢調査の昼夜間人口比率が 100 以上の範

囲(千代田、中央、港、新宿、文京、台東、墨田、江東、品川、目

黒、渋谷、豊島の各区)を対象とした。緑視率の調査地点を基準地

域メッシュの中心点に も近い撮影可能な地点とし、病院や学校

をはじめとする大規模施設に該当する場合を除いた107地点を対

象とした(図−1)。撮影地点が周辺の緑視率を代表しているかを確

認するために、周辺のおよそ 100m 内に相互に出来るだけ離れる

ように 4 点の追加的な撮影地点を設け(図-2)、上記の 107 地点に

追加的な周辺427地点を加えた全535地点で撮影を行った。 

3-2. 緑視率の算出 

大阪府が2013年に発表した「緑視率調査ガイドライン」12)を参

考に、撮影地点と地点ごとの撮影枚数を設定した。歩道のある場

- 318 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.18, 2020 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.18, February, 2020 

 

合はその中心を、歩道のない場合は道路の中心線上を撮影地点と

した。地点ごとに道路の状況に合わせて2枚から6枚を撮影した。

視点を一定にするため、地面から 1.5m の位置に一脚を用いてカ

メラを固定した。撮影には、可視近赤外カメラであるYubaflex(約
1210万画素, Bizworks社製)を用いた。撮影時の焦点距離は既往研

究を参考に1)11)35mm換算で24mmとした。 
撮影した写真を用いて各地点の緑視率を算出した。Yubaflex付

属ソフトを用い、画像内の植物の範囲から10点をランダムに選択

した。各点のNDVI(正規化植生指数)を算出し、 小値からNDVI
値1までを閾値とした。画像処理ソフトImageJを用いて、閾値内の

NDVI値をとる画素が画像に占める割合を算出した。各地点の複

数画像全てで算出し、それらの平均値を調査地点の緑視率とした。 
 

3−3. 周辺土地利用および植栽形態との関係 

緑視率に影響しうる周辺土地利用については、高木や芝生広場

などの広がりのある緑を評価する指標として①緑被率を、周辺の

道路の状況を評価する指標として②道路幅を、周辺の建築物の状

況を評価する指標として③建蔽率と④容積率のデータをそれぞ

れ撮影地点毎に取得した。 
指標のうち①には2017年5月撮影のSentinel-2 L1C衛星画像を

用いた。空間解像度は10mである。高架道路や高層建築物の影と

いった都市特有の緑地抽出への影響は認められるものの、市街地

における緑地構造の解析に適用可能な空間分解能をもつとされ

る 13)14)。衛星画像からNDVI を計算し、NDVI の閾値を設定して

緑被部分を抽出した。閾値は、同時期に撮影された国土地理院の

空中写真を用いて緑被地と非緑被地に関する判別効率表を作成

した後、精度評価指標にて決定した。その後、調査地点から100m
バッファ内の緑被部分の割合を計算した。②道路幅は ArcGIS 上

の計測ツールを用いて、基盤地図情報をもとに取得した。③建蔽

率と④容積率は東京都都市整備局の都市計画決定情報GISデータ

より取得した。緑視率を構成する要素については、樹木(幹線道路

沿いの街路樹を除いた地植えの中高木)、街路樹、雑草・植込、鉢

植え、壁面緑化の5分類を設定し、画像ごとに要素の有無と各地

点の構成要素数を記録した。 
 

3-4. 解析方法 

目的変数を各地点(n=107)の緑視率、緑被率・道路幅・容積率・

建蔽率・植栽構成要素数を説明変数とした一般化線形モデル

(GLM)で解析した(表-1)。応答変数の分布は二項分布、リンク関数

は logit)。解析には統計ソフトR(version 3.4.1)を用いた。加えて、

調査地点と周辺撮影画像との緑視率の関係を検証するため、調査

地点の100m圏の4点で撮影したデータを加えたデータ(n=535)を
対象としてMoran’s Iによる空間的自己相関分析を行った。 
緑視率および緑被率が高い場合や低い場合と構成要素の関係

をみるために、調査地点をタイプ1(緑視率が中央値未満/緑被率が

中央値以上)、タイプ 2(以上/以上)、タイプ 3(以上/未満)、タイプ

4(未満/未満)の4つに分類し、それぞれで緑視率構成要素の確認さ

れた割合、構成要素数および道路幅の平均を算出した。また、都

市空間の用途ごとの大まかな特徴を把握するため、用途地域を住 

【図−1】研究対象の範囲と調査地点の位置 

 

 

【図-2】調査地点ごとの周辺4箇所の追加的撮影点の例 

 
【表−1】緑視率を応答変数としたGLMの説明変数 

変数 単位 備考 

周辺⼟地利⽤ 

緑被率 % 連続値 
道路幅 m 連続値 
容積率 % 整数値 
建蔽率 % 整数値 

植栽の合計構成要素数 数値 整数値 
 

【表−2】用途地域の分類 

用途地域 分類 
第1種低層住居専用地域 

住居地域 

第2種低層住居専用地域 
第1種中高層住居専用地域 
第2種中高層住居専用地域 
第1種住居地域 
第2種住居地域 
準住居地域 
近隣商業地域 

商業地域 
商業地域 
準工業地域 

工業地域 工業地域 
工業専用地域 

100m
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居地域・商業地域・工業地域に分類し(表-2)、分類ごとにタイプの

割合、構成要素の確認された割合、構成要素数の平均を算出した。 
 
4. 結果 

4-1. 概要 

対象地全体の緑視率の中央値は 9.6%、緑被率は 2.3%、道路幅

は5.2m、構成要素数は3であった。緑視率が も高かった地点は

中央区月島の 39.2％であり、 も低かった地点は新宿区四谷の

1.2％であった。望ましい緑視率とされる緑視率15〜35％6)に該当

するのは107地点のうち28地点であった(図-3)。 
 

4-2. 緑視率と周辺土地利用および構成要素数の関係 

GLMを用いた解析の結果(表-3)、緑被率および道路幅には緑視

率に対する正の影響がみられ、構成要素数には緑視率に対する負

の影響が見られた(p<0.05)。緑被率に関しては、係数の値が

8.22×10-5と小さかった。建蔽率と容積率については、緑視率に対

する明確な影響は確認されなかった。空間的自己相関分析の結果、

距離の閾値164.83mにて、ランダム分布であるという帰無仮説が

棄却され(p<0.05, Moran’s I=0.08)、正の空間的自己相関がみられた。 
 

4-3. 緑視率・緑被率の中央値による分類 

分類の結果、タイプ1は22地点、タイプ2は31地点、タイプ

3は22地点、タイプ4は32地点であった(表-4)。また、要素が確

認された地点の割合は樹木および雑草植栽は全体で大きな差は

なく、鉢植えは緑視率・緑被率ともに中央値未満のタイプ4で
も高く、反対に緑視率・緑被率がともに中央値以上のタイプ2が
も低かった。壁面緑化は、緑被率が中央値以上のタイプ1とタ

イプ2では確認されず、緑被率が中央値未満のタイプ3とタイプ

4 のみで確認された。街路樹は緑視率が中央値以上、緑被率が中

央値未満のタイプ3で も高く、そして鉢植えと同様に緑視率・

緑被率がともに中央値以上のタイプ 2 が も低い結果となった。

分類ごとの構成要素数の平均は、緑被率が中央値未満のタイプ 4
とタイプ4 が2.9 と も高く、緑視率・緑被率ともに中央値以上

のタイプ2が2.6と も低かった。 
 

4-4. 用途地域ごとの緑視率の特徴 

用途地域ごとにタイプ別分類の割合は、緑視率・緑被率ともに

中央値以上のタイプ2は住居地域が45.16％と も高く、工業地

域が 15.79％と も低かった(図-4)。緑視率が中央値以上のタイ

プ2とタイプ3を合計した割合では、高い順に住居地域が61.46％、

商業地域が47.3％、工業地域が42.11％であった。緑被率が中央

値以上のタイプ1とタイプ2を合計した割合は、高い順に住居地

域が80.64％、商業地域が40.36％、工業地域が31.58％であった。 

構成要素の内訳では、樹木は住居地域と工業地域の確認された

割合が 96.8％と 94.7％とほとんど同じであったのに対し、商業

地域は68.4％と低かった(表-5)。鉢植えおよび雑草植込は地域間

で大きな差はみられなかった。壁面緑化は商業地域と工業地域の

みで確認された。街路樹は商業地域が59.7％と も高く、住居地

域が25.8％と も低かった。構成要素数の平均は工業地域が2.9

と も高く、次いで商業地域が2.8、住居地域が2.5であった。 

 

5. 考察 

本研究により、緑被率は緑視率に正の影響を与えることが示さ

れた。この傾向は既往研究 8)でも指摘されていたが、本研究はよ

り広域で同様の傾向があることを示した。ただし、緑被率の影響

の係数の値が小さかったことから、平面的に緑被を増加させるだ

けでは、緑視率の改善には十分でないと考えられた。周辺土地利

用では、幅の広い道路においても緑視率が高くなることが示され

たが、この傾向は既往研究であまりみられないものであった。幹

線道路などの道路幅が広い場合は植込み等の植栽場所が設けら

れることも多く、こうした取り組みが緑視率の増加に貢献してい

ると推察された。なお、緑視率に正の空間的自己相関が見られた

ことから、本研究において緑視率を応答変数としたGLM に用い

た撮影地点107箇所は、周辺の緑視率をおおよそ代表していると

考えられた。 
緑視率とその構成要素数には負の関係がみられたことから、要

素の多様さと緑視率の高さは必ずしも両立しない可能性が示さ

れた。タイプ別の結果と合わせると、樹木、植込といった登場比

率の多い少数の要素が大きく写り込む場合に、緑視率が高まって

いたと推察される。緑視率を高めるためには、緑化において、樹

 

【図-3】調査地点の緑視率の分布図 

  

【表−3】緑視率を応答変数としたGLM(二項分布でリンク関数は

logit)による推定結果.説明変数の係数とp値を示す. 

変数名 係数 p値 

切⽚ -1.41     < 0.001  

緑被率 8.22×10-5      < 0.001  

道路幅 1.69×10-2     < 0.001  

容積率 -8.01×10-5     0.71  

建蔽率 -3.63×10-3     0.40  

構成要素数 −0.25     < 0.001  
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【表−4】緑視率・緑被率の中央値による分類における 

構成要素が確認された割合 (*構成要素数の平均) 

タ

イ

プ 

地点

数 

要素数

平均* 

5つの構成要素の確認割合(%) 

樹木 鉢植え 
雑草 

植栽 

壁面 

緑化 
街路樹 

1 22 2.8 86.4 54.5 95.5 0.0 40.9 

2 31 2.6 83.9 38.7 96.8 0.0 38.7 

3 22 2.9 72.7 50.0 95.5 9.1 59.1 

4 32 2.9 81.3 59.4 96.9 12.5 43.8 

 
【表-5】用途地域ごとの構成要素の内訳. 構成要素数以外の

項目は各項目が確認された割合(%)を示す. 

 樹木 鉢植え 
雑草

植込 

壁面

緑化 
街路樹 

構成 

要素数 

住居地域 96.8 40.6 96.8 0.0 25.8 2.5 

商業地域 68.4 52.6 96.5 7.0 59.7 2.8 

工業地域 94.7 57.9 94.7 10.5 31.6 2.9 

 

 

【図−4】用途地域ごとの緑視率・緑被率タイプごとの調査地

点数の割合.タイプは1(緑視率が中央値未満/緑被率が中央値以

上)、2(以上/以上)、3(以上/未満)、4(未満/未満). 

 
木や植込を充実させることが重要である可能性が示された。一方

で、タイプ4のように緑視率と緑被率が低い場所では、鉢植えや

壁面緑化の設置割合が他のタイプよりも相対的に高かった。この

ことから、鉢植えや壁面緑化という方法は、周辺に緑地や植栽が

乏しい場合に、少しでも目にうつる植物の要素を増やすことを目

的に行われている可能性が示唆された。 
用途地域ごとの集計結果から、これまであまり研究がおこなわ

れてこなかった商業地域や工業地域では、住宅地域と比べて緑被

率・緑視率ともに中央値未満であるタイプ4が多く、緑被率だけ

でなく緑視率の点からも低く評価される状況にあるといえる。た

だし、商業地域や工業地域において望ましい緑視率の水準は十分

検討されてないことから、構成要素数との関係を含めさらなる検

討が必要である。 
 
6. まとめ 

本研究の結果から、東京都心における緑視率の向上には緑被率

が影響しているが、緑視率の向上には緑被率を大幅に増やすこと

は有効ではないこと、樹木要素や植込要素を充実させることで、

緑視率を高められる可能性があることが示された。今後の課題と

して、商工業地域においてもとめられる緑視率の水準に関する検

討に加えて、効率的な広域の緑視率のモニタリング手法の開発や、

モニタリングを活用した市区町村による緑視率の向上に関する

施策の効果の測定などがあげられる。 
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