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第 5章 景域環境体ユニットの設定手法と宅地設計への応用

(神書 紀世子､松下 公也)

5-1 本章の目的と方法

本章では､前章で提示された､日本の都市近郊市街地におけるエコロジカルデザインのガイドラインにつ

いて､さらに考察を薦めて､都市市街地において地域環境を表現 ･評価し､都市開発に伴って生じる環境変

化に対する保全指針を作成する手法の開発を目標としている｡ここで問題としているのは､自然保護区など

のように開発規制された場所ではなく､都市開発が許容された地域に含まれる都市､市街地であり､このよ

うな場所で地域環境保全とうまく共存するような市街化のあり方である｡そのために､農村的土地利用から

なる景域をどのように把握し､都市的土地利用が発生するようになった場合の景域の評価をどのように行う

べきかという点である｡

まず､既存研究から､日本の農村景域の構造を整理し､さらにドイツの景域保全の方法等を参考にして､

農村の景域の豊かさを保つための条件を整理し､都市的土地利用の発生による景域変化を評価するための方

法を試作構成する｡

次に､事例研究として､第 2章において岡山県津山市を対象として明らかにした､市街化進行地域に発生

する住宅地開発の類型に対応する､実際の開発地の事例を収集し､それぞれの景域変化を上記の評価方法を

適用して表し､これを一般化することによって､住宅地開発の類型ごとの景域変化の一般的特質を把握する｡

さらに､前章でも事例とした枚方市の香里ニュータウンの建て替え事業を対象として､景域変化の把握と開

発地の設計の変更により景域変化を緩和することのできる可能性について考察する｡

5-2 景域 (hndschaft)の評価方法

(1) 農村景域の構造

一般に景域は､各因子に注目して､土壌のまとまりごとに区分した ｢ペ ドトープ｣､水系 ･水収支のまと

まりごとに区分した ｢ヒドロトープ｣､微気候のまとまりごとに区分した ｢クリマトープ｣､動物 ･植物相

のまとまりごとに区分した ｢ビオトープ｣､それらを総合した区分にもとづく ｢エコトープ｣､といった､

一定の特徴をもつ等質な空間単位に分けることができ､その種類や配列によって把握され夢 1 (図5-1)｡

以下では､既往研究から､日本の農村景域を､植生のまとまりごとに区分して把握する方法と､生物相の

まとまりから把握する方法の2つを参考とするO

注1原典は ｢GeooekologieundnaturraeumlichenGliederungJH.J.Klink,Geogr.Rundschauによる.日本

語訳された図5-1は ｢景観生態学｣横山秀司著､古今書院､1995年から引用した｡
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図5-1 景域生態学的構造と地域区分

(Klink､ 1972年､および､横山､ 1995年による注 1)

①植生からみた農村景域の構造

井手注2は､農村景域の構造を､植生のまとまりのモザイク状の配置にあるとしている｡ここでは､農村

景域を3段階の構造でとらえている｡すなわち :

農村景域 一 集落､耕地､林地などの土地利用の異なる空間のまとまり 一 群 落

(システム) (サブシステム)

の3段階である｡サブシステムがこのように捉えられるのは､例えば､植生の種子供給の関係からみて､集

落サブシステムは屋敷林のような自然林近い種を供給し､林地サブシステムは二次林の種を供給し､耕地サ

ブシステムは林地に遷移する前の初期段階や様々な群落となるとなる草地の種を供給するという関係が､あ

るという観測結果にもとづいている｡これらのサブシステムが空間的にモザイク状に配置されていることが

農村景域の構造の特徴のひとつであると述べている｡

次に､ひとつのサブシステムの中には多くの群落がふくまれている｡例えば､林地サブシステムのなかに

は､下草刈りや落ち葉かきなどの人間による撹乱の結果､ことなる遷移段階や樹種の一団がみられ､樹種の

注2｢農村地域の生態学的緑地計画｣井手任著.
993年

｢緑地生態学｣P.41-51､井手久登､亀山章編､朝倉書店､1
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偏りや成長の具合によって特徴のある複数の群落が見られる｡これは､人間が定期的に行う撹乱によって生

じるため､群落は時間的モザイクとしての特性をもっていると見られると述べている｡

つまり､農村景域がそれ自体一定の特徴をもつのは､植生から見れば､サブシステムである集落､林地､

耕地がモザイク状に配置され相互の間で種子をやりとりしていることによる｡それぞれのサブシステムが一

定の特徴をもつのは､サブシステムが定期的に一定の秩序を持った人間の撹乱 (管理)を受ける結果､サブ

システム内に撹乱をうけた時間的差違を反映した群落が形成されるからである､と理解される｡これは､特

定の土地利用の土地 (例えば林地)の自然に対して一定の人的影響 (景域管理)を与えることによって景域

が成り立つという定義にも即している｡

このような植生からみた景域の構造を応用してビオトープ地図の作成を行った例が､兵庫県の淡路地域に

おけるビオトープマップ旺3であるOここでは､淡路地域を､森林地域､農村地域､都市地域､水辺､人工

緑､交通施設､裸地といった景域 (システム)にわけ､それをさらにサブシステムにわけ､サブシステムご

とに見出される群落の典型例を示す地図を作成している｡例えば､森林地域は､自然林と人工林と草原と里

山林の4つのサブシステムにわけられ､それぞれにおける群落を列挙し､その特徴を表現している｡

このように3段階のシステムで捉えられる農村景域に対して､種子の供給の面から見た景域保全の原則と

して､上記に続いて井手注4は次のように整理している｡

まず､3つのサブシステムが相互に種子のやりとりができるように､相互の有機的な空間的連続性 ･関連

性をもたせた配置を基調とする｡さらにサブシステムを構成する群落がセットとなるように植生を配置する

時間的モザイクが維持されるように､管理を定期的に実施しつづける｡これによって､サブシステムの中で

の種子供給力が増す｡十分な供給力をもち､相互に有機的に連続している配置であれば､何らかの撹乱によ

って一度乱されてももとの植生を回復する力が強いと指摘している｡

従って､ここでは､農村景域というシステムの特徴 (種子供給を通じた､一定の植生立地の特徴)は､サ

ブシステムの空間的配置､サブシステム内の群落がセットとなって存在しこれが維持されるように管理する

という2段階の対策で､農村景域の保全を理解できることがわかる｡

②生物相から見た農村景域の特徴

次に生物の棲息場所の組合せとしてみた場合の景域の構造について､井草 5は､

地域レベル 一 地区レベル 一 地点レベル

(システム) (サブシステム) (ビオ トープ)

† † †

農山村地域 林地 水辺 耕地等 水田 草むら等

の3段階で捉えることによる生態系保全の対策を論じている｡仮に

これをシステム､サブシステム､ビオトープと呼ぶこととすれば､

法}｢兵庫県ビオトープ･プラン｣兵庫県､1996年

肘 ｢農村地域の生態学的緑地計画｣井手任著､ ｢緑地生態学｣P41-51,井手久登､亀山章編､朝倉書店､1

993年

注5 ｢生態系の保全と整備｣井手任著､ ｢農村環境整備の科学｣P.98-104､ (社)農村環境整備センター編､

朝倉書店､1995年
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上位生物になるほど､行動範囲がひろく複数のサブシステムが必要

となることを指摘している｡ 1つのサブシステムの中でも多様性が

あると複数の生物相が出現する｡生態系の保全のためには､生物種

の移動可能性を確保し､孤立させないことが重要であるとしている｡

これは孤立すると､種の供給がなされなく絶滅へ向かう傾向が高い

からである｡生物種によって様々な移動経路と必要とするビオトー

プをもっているため､従来からその地区にあったビオトープの配置

関係､サブシステムの配置関係を切断したり破壊しないことが重要

となる｡

以上の2つの既往研究から､農村景域を一つのシステム (-地域

生態系)と捉えた場合､サブシステムとして土地利用によるまとま

り農地､林地､水系 ･水面､宅地が存在しこれらが相互に空間的連

続性をもって配置されていること､さらにサブシステムを構成する

多様な空間単位 (-景域環境体ユニット)がサブシステム自身の多

様性と一定した特徴をつくっている､という3つの段階から捉える

ことができるものとすることができる (図5-2)0

この空間単位については､植生から見れば群落､生物相からみ

ればビオトープと､その着目点によって異なった単位設定が可能

であるo現在､ドイツのように日本国内のビオトープ分類が確定

していないことから､兵庫県ビオトーププランのように群落を採

用して調査する例が見られる｡本論文では､以下､農村的土地利

用の都市的土地利用への変化を扱うため､都市的土地利用におい

ては多様性があまり高くないことを考えて､より単純化した空間

単位の設定方法を採用したい｡

配
置
が
モ
ザ
イ
ク
状

農村景域

人間による,影響の

差異がつ くる

モザイク状の捕造

図5-2農村景域の構造

(2)土地形状と環境保全機能の評価

(1)においては､景域の構造を､植生あるいは生物相の豊かさからみた｡動植物相の豊かさの他に､景域

は､地域生態系の基礎をなす土､水､大気､等の物質循環を通じて､地域の環境を定常的に保ち､保全する

機能-環境保全機能を有している｡

環境保全機能の種類ごとに数値計算を行う評価方法の研究例として､農林水産研究会の報曹 6があ

る｡これによれば､農林地や水系の有する環境保全機能を､①水かん養機能､②洪水防止機能､③水質浄化

機能､④土砂崩壊防止機能､⑤土壌浸食防止機能､⑥汚染物浄化機能､⑦居住快適性機能､⑧保険休養機能､

の8種類を挙げ､その関連要因と評価式を表5-1のように抽出している｡

表5-1に挙げられた機能のうち､地域生態系の維持に関わる環境保全機能は､①～⑥と考えられるが､い

捷 農̀林水産研究会 研究成果 ｢農林漁業の国土保全機能に関する総合的研究｣1993年
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ずれにも､関連要因に土地利用が含まれている｡市街化によって変化する関連要因は､下線のある要因でほ

とんどが土地利用に関するものである｡ここで､土地利用は､一般に､森林､竹林､

表 511 環境保全機能の関連要因と評価衰主6

(表中､a:傾斜､g:地質､gw:地下水位､k:年平均気温､L:土地利用､Ln:土地利用の脱窒素作用､Lv:土地利用の

植物による窒素収奪作用､｢:降水量､R:降雨係数､S:土壌､sq:土性､t:地層層厚､tp:地形分類､による評点を示す)

環境保全機能 関連要因 評価式

①水かん蕎機能 Kw 降水量､土迫型1藍､傾斜＼土壌の種類､地質､地層層厚 Kw=0.7(0.3｢+0.6L+0.1a)+0,3(0,1S+0.1g+0.4t+0.4gw)
L:森林-3,EEl-4.住宅地-1,その他の市街地-o

②洪水防止機能 Kf 降水量＼土地圭リ且＼ Kf=2｢+3L+2a+2S+g+tp

傾斜､土壌の種類＼地質､地形分類 L:評点は文献においては与えられていない

③水質浄化機能窒素:DN､リン:PN 土地利畠､土性＼土壌透水性､傾斜 DN-1′3(Ln+LV+sq).1/2(S+a)

PN-1′3(LV+sq).1/2(S+a)

Ln:湿田-5､乾田-4､林-3､宅地-1､竹林 .川.畑-2

LV:柿 .畑 .田-4､竹林-2＼川 .湖-1､住宅地-o

sq:人工改変地(市衝地)-1､ゴルフ場-2､他は土壌国による
S:市衝地 .住宅地-1＼ゴルフ場 .荒れ地-2､

他は表層地質による

④土砂崩壊防止機能 傾斜､±地主リ盟＼降水量､棲高､斜面方位＼遠退室､埴生､土性､斜面形状 絶対評価が困難なため､数式化せずo

特定の地域のなかで＼相対的に機能の大小を判定するo

⑤土壌浸食防止機能 降水量＼傾斜､土地 且､土壌の種芋頁､土性 E=R.a.L.1/2(S+sq).100
E L:柿-0.07､田-0.28＼市街地-0.17､住宅地-0.27

⑥汚染物浄化機能 温度､降水量､土性＼傾斜､土地良 D=(k+｢+sq).a.L
D し:水田-0､林-1､乾田-2＼畑-6､人工改変地-o

⑦居住快適性機能 進呈＼傾斜 心理的機能であるため､数式化せず

水門､畑､住宅地､その他の宅地､川､湖に分類され､評点が与えられている｡この評点は､①では水収支､

②では水収支 (流出係数)､③では水収支 (透水性､土壌の吸着性等)､および植物立地､⑤では土壌面の

存在率､植物被覆率､⑥では植物の生育力 (土壌の栄養分を消費する度合い)､を根拠としている｡この､

水収支､植物立地､土地表面が人工物によって被覆されていない土の面にどの程度 しめられているかを示す

土壌面の存在率､土地表面の植物被覆率､植物の生育力は､やはり､水の浸透性や保水力､蒸発散､に関わ

る土地表面の状態､および緑の立地に関連があると考えられる｡

以上より､土地表面の状態 と､立地する植物の緑体積は､環境保全機能に関連する主要因に含まれると見

なされていることが確認できる｡

この算出方法は､主としてランドサットデータ等のメッシュタイプのデータに応用されているため､大ス

ケールの場合に適用するようにつくられている (土地利用の分類が表4-2-1にみるように単純に設定さ

れている)Cそ こで､農村的土地利用の都市的土地利用への変化のようなよりミクロな変化を扱うことので
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表5-2 地表固有侶 (BKW)､土地表面の状態､およびエコロジー機能の関係

地表 固 有 値 80denkennyert=BKW 1 2 3 4 5 6

(水 の 浸 透 性 ､ 地 下 水 か ん 糞 ､ 土 壌 を 地 下 水 地 去 水 気 候 の 冷 た く 植 物 を

大 気 に ;-塁度 を 与 え る 機 能 を つ くる を つ く を 浄 化 浄 化 / 新鮮 な 育 て る

も と に )○-GPtLT子 のiJQ/=JfdBJす3 る す る チリ.ネコrJの 吸 兼 大 気 をつ く る気 温 差 自 由 に育 つ 動物 (ヒ̀ オ

I プDノ-8度かノ官FJノぐQe の 様 和 卜7●)

BKW=一.0≠Yin而 嗣闇 雲器 諾 題 ○ ○ ○ ○ ○ ○

8KW=0.9地主兼しては持される.人工水面または;玉地でその土地の牡生を含むもの ○ ○ ○ ○ ○ ○

8KW=0.6自然に任せて放正された瓦土(桝 Uの芝地.砂地など)ならUに地中が自然l租 こおかれている芝地の中の敷き石 ○ ○ ○ ○ ○

苧真淵 き 8KW=0.3 ○ ○ ○
や土のままにした法式

8KW=0.2屋根は化 ○ ○ ○ ○ ○

Lm n-W . 8KW:0.0アスファルト れき書やコンクリートによるu講.すきtVtを封印し地下と切り放して平に仕上けT=天面

8KW=0.01押 W)LEつている1●所で什絢が生えるような土のLL所を持つていf:Jい所
一二 .千 :.TTTTT.r.

(Krause､1995年 ､ アtへン工科大字景頓生態学およびJは 鮎は十字科セミナーにおいて使用されたもの )

きる､環境保全機能の計算例として､前章表5-1において､クラウゼ教授によって提示された地表固有値

(BodenkellnWert-BKW)の適用可能性について検討する｡

景域保全のためには､重要なビオトープやそのネットワークを保護するための､オープンスペースにおけ

る適切な開発規制がまず必要である｡その次に､開発の許可されうる場合について､景域保全を考慮した都

市的土地利用の設計が必要である｡

市街化進行地域に生じる都市的土地利用は､農村景域に対する影響の面から見ると､

①土地表面 ･土壌の変更 :住宅等の開発造成や道路等の舗装による土地表面の封印､利用強度の高い

(踏みつけなどのために)オープンスペースにおける表土の損失､等による

②水収支の変更 :土地表面の封印による保水力の低下､汚水の流入､下水道の導入による地中浸透水
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の減少､等による

(罫植物群落の変化 ･形成 :住宅等の開発造成や道路等の舗装による既存植生の消失､庭や公園等の人

工的植栽の形成､等による

という作用を有している｡景域保全のための直接的な手段としては､これらの作用に対応して､①土地表面

の変形 ･被覆の制御 ･制限､②水環境 ･循環の保全､(卦植生立地の維持 ･創出の調整､を行うことが必要と

なる｡

そこで､ある一片の土地が､それをとりまく農村景域の中でどのような重要性をもっているかを評価する

方法について､土地の表面の状態によって評価する方法を考えてみたい｡土地の表面が自然に近いものであ

ると､雨水や地表水が地中に浸透することができ､また蓄えられる｡この結果､地域の水収支の安定性に貢

献することができるほか､地中へ浸透する経過において､水の浄化を行う機能ももつ｡また､土地の表面が

自然に近いものであると,植生が立地し生育することが可能であり,これはビオトープを形成すると同時に､

植物がもつ､気候の緩和や大気や地表水の浄化等の機能､表土の土壌を形成する機能ももっことができる｡

このように考えると､土地の表面の状態は､農村景域の保全において､重要な意味をもつものであると考え

られる｡

表 5-2 (再掲)では､BKW (-Bodenkennwert､地表固有値)の数値と､土地表面の状態によって､

地域生態系に寄与するエコロジー機能の有無を対応させている｡ここでは､

①土壌をつくる ②地下水をつくる ③地表水を浄化する ④大気の浄化/ちり･ほこりの吸着

⑤新鮮な大気をつくる/気候の緩和 ⑥植物が育ち動物相が自然に成長する/ビオトープの形成

の6つの機能を対応させている｡

表5-3 土地形状と土地利用の対応による景域環境体ユニットの設定

土地形状土地利用 榊柿 革 .茂み 石少.土 .石 舗装 娃蔽地 水遮藩王長 山.hL 一 .TCーJl ._I. =コ田 2==_Ll 一七二r

林地 星山 71木林11串柿 等 媒亭地 芽Jt林特 等 伐採林地 林道等 梓道 等 湧水地 湿地等

農地 刷ホ畑 7kEl 畑 唾畔探亭放牧地 等 Rt道 等 農道 等

水系 .水面 河川放 牧鵬 等 ･;q川放 牧粥 等 河川漁 場防 等 ため池 水鶏河川 等

宅地 腫 物 敷 地 屈加持 等 広 等 JI グラウン ドLl*tA 羊 JI グラウンドtlJLJJi 等 住宅等は文物

逆指 路側 等 請謁 遠祖

'jAn庄一 租我 等 柾我 等 は実物

地 表 垣】有 値 1.0 1.0-0.6 0.6-0.2 0.3-0.0 0_0 lZiZE)の快適に上る
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そこで､表5-2を参照しつつ､E]本の市街化進行地域に見られる土地表面の状態を考慮して､表5-3

のように､ ｢土地形状｣の分類を行ったo ｢土地形状｣とは､土地表面の封印度と立地している植生の形態

の違いによって分類した､生態学的な意味を反映するように土地を比較的単純に区分した空間単位である｡

ここで､ドイツの地表固有値の分類とは具なり､立地している植生の形態の違いを含めて土地形状を分類し

たのは､表5-2のエコロジー機能に着目したためである｡すなわち､土壌をつくる､地下水をつくる､気

候の緩和などの機能は､植生が緑体積を多く持っているものの方が機能が高いことがしられており (第3章

3-5の2による)､これを反映させて地表固有値の大小を序列化するためであるo ドイツにおいては､地

表固有値が問題となるような都市的地域 (宅地開発がなされる地域)では封印されない自然な緑地の大部分

は草原 ･畑地であり､樹林地はごく一部であるが､日本の場合特に地方中小都市の場合は､都市内外にも多

くの林地がありそれ自体が開発対象地となるため､樹林地と草 ･茂みのような植生の違いを考慮に含める方

が､現実に即していると考えた｡

｢土地利用｣を大分頬として､林地､農地､水系 ･水面､宅地に分類し､宅地については､さらに建物敷

地､道路､公園､空地 ･緑地に小分類すると､それぞれの土地利用に含まれる要素が､様々な土地形状に対

応する (表5-3)｡ここで､表4-2-3のように､ ｢土地利用｣と ｢土地形状｣を対応させて得られる

空間単位を､ ｢景域環境体ユニット｣と定義する｡これは､ある地域の景域を評価するために用いる､空間

単位の一種である｡

図5-3の③は､景域環境体ユニットを用いて､景域変化の評価を行う方法を示すモデル図であるDll､

12､13､m1､m2､m3､nl､n2､n3の9つのユニットによって成り立っている地区において,その一部分

が､ul､u2というユニットからなる土地に変更される場合､その景域変化､とりわけ､地域生態系の基礎

となるエコロジー機能の変化を評価するには､変更される部分に存在するユニットがもつ環境を保全する機

能の総和の変化を求め､これが減少していれば機能が低下し環境が低下したこと､増加もしくは同じ値であ

れば機能が保全または増進されたと評価される｡ここで､環境を保全する機能において､単位面積当たりの

機能を示す指数eが与えられていれば､ユニットごとのeの値とユニットの面積の積の総和で求めることが

出来る｡

表5-2に示された土地表面の状態によって与えられる､地表固有値をこのeに当てはめて用いることが

できるO地表固有値と景域環境体ユニットの面積の積の総和額 FZ (-Bodenfunktionzahl､地表の機能の

総計)といい､第3章において論じたように､ドイツでは実際に景域の評価の手法として使われてい冴 70

このeの値には､別の観点から設定した､環境保全機能の数値を当てはめることも可能である｡例えば､

植物の葉による蒸散 ･光合成作用に注目し､緑体積の単位面積あたりの値を求めて､適用する事も可能であ

る｡

注7 ｢stadtoekologieinderBebauungsplaeneJstich､BauverJag､ 1992年
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土地形状による分類

11,12,13
m1,m2,m3
nl,n2,m3

J
景域環境体

ユニットの設定
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①重要なユニットが ②ユニット間の関係
失われていないか

L(12,13)

M(ml)

N(nl)

L-M
M-N
N-L
12-13-⇒×

12-m1
13-mljX
13-nl

ml-n1-⇒×

③代替する機能をもっているか

匪 -匡 ∃
開発地において各々のユニットの占める面積.および各ユ

ニットの単位面積あたりの環境保全機能を､

sxk,exk(x=l,m,∩,u k=1,2,3)とすると

』E-∑Sxk･exk- ∑ Suk･euk
x=u x=Lm,n

k=1,2 k=1,2,3

とし､AE≧0 ならば景域が保全された

』E<0 ならば景域が低下した

と評価される｡

土地利用 ･土地形状の変化に伴う

景域変化の評価

図 5-3 景域変化の評価方法



(3)豊かな景域を維持するための景域環境体ユニットの条件

表5-3のような景域環境体ユニットによって構成される東城が､豊かな農村景域を維持 ･形成するもの

となるために必要な構造について､既存研貯 8によれば､豊かな生物相が形成されるしくみとして表5-

4のように7つの項目があげられているOこれらのうち 1-2の2つの項目は､景域を構成する空間単位が､

どのように配置されているかに関するものであり､残りの5項目は､各々の空間単位自体が保つべき性質と

解釈することができる｡

表 5-4 豊かな動植物相が形成されるしくみ

豊かな動植物相が形成されるしくみ 空間単位

空間構成レベル 1 様々な単位がモザイク状に分 空間単位の配置が多様性に富む2 地形が変化に富む

3 単位が一定の規模をもって存 空間単位自体の性質が多様性に富むディテールレベル 4 多孔質な表面
5 すき間がある

6 陰がある

(文献注8による､一部加筆)

豊かな景域の構成は､景域環境体ユニットの相互の配置関係と､ユニット自体の性質の2つの側面から考

えることが必要であるCユニットのそれぞれが､生息空間となる場合があると同時に､お互いが空間的に按

していることにより成立する生息空間も存在する｡一般に､従来の土地利用の調整､都市計画､農村計画に

おける環境保全は､区域区分を行い､その区域内の土地利用規定､環境規制､開発条件を与えることを主た

る手段としている場合が多いが､景域の保全を扱う場合においては､ユニット内の環境だけでなく､ユニッ

トとユニットの接し方､関係の調整をも必要とする｡

従って､景域変化の評価を行う方法としては､上Ox2)に述べた環境保全機能に加え､景域環境体ユニッ

トの相互の関係が保たれているかどうかを､評価することも必要である｡

以上から､景域変化の評価の方法のモデルを総括すると､図5-3に示すように､次の3つの観点から景

域環境体ユニットの置き換えを評価することである :

①消滅した景域環境体ユニット自体が､補償Lがたい重要な性質を持っていなかったか

②新たに出現した景域環境体ユニットが､もとの景域環境体ユニットの構成を切断していないか

③新たに出現した景域環境体ユニット群が､消滅した景域環境体ユニット群のもっていた機能を代替でき

ているか

①は､本来線引き等の開発規制によって保護されるべきである｡開発の場所の選定の問題であり､重要な動

植物の生息場所や､地域の水循環や気候､景観上重要な場所を破壊しないよう､宅地化をさせない保存地区

の設定を行うことができていれば､省略できる観点である｡②は豊かな景域を維持するための観点であり､

もとの景域の構成をよく把握しておき､宅地開発によって､その構成が完全に切断されてしまわないように､

ユニット間の接しかたを設計することが必要である｡③は環境保全機能の維持の観点からのものである｡消

滅するユニット群のもつ環境保全機能とほぼ同等の機能をもつように新たに出現するユニット群を設計する

注8｢ルーラル･ランドスケープ･デザインの方法｣進士五十八他編,学芸出版社.1994年99



ことが必要である｡

以下では､研究目的として､宅地開発による景域変化の評価を扱っているため､①の保存地区の設定方法

については､議論しない｡しかし､実際の地域生態系の維持のためには､①の景域保全上重要な土地の保存

が､不可欠であることを忘れてはならない｡

5-3 津山市における市街化に伴う景域変化

(1) 津山市全域にみた景域変化

1) 津山市の里山 ･集落景域とそのとらえ方

津山市は岡山県北部の中央に位置する人口約9万人の地方都市である｡津山市の地形は､中国山地､吉備

高原にかこまれた内陸小盆地で､盆地内に小丘が点在することが大きな特徴となっている｡小丘は市街地の

近辺にまで複雑に入り込んでいる｡これらの小丘は､田園地帯と接した典型的な里山で､薪炭林あるいは採

草地として利用されてきた森林である｡その他の里山の利用形態をあげると､旧城下町に接する里山は､江

戸時代から武家屋敷や寺院などが里山の南斜面の一部を開発して建てられていた｡また､江戸時代､森藩政

時代 (1603-1697年)に ｢百姓村の山上り｣と呼ばれる､農村集落の里山斜面等への強制移住が行われた｡

これは､優良な水田とすることのできる平地に立地する農村集落を山に上げ､水田開発を促進するための政

策であった｡この後松平藩政時代に,平地に帰ることになった農村集落もあったが河辺上ノ町等､山上りを

そのまま残す集落も存在する｡近年になると､公営住宅団地､民間開発住宅団地､工業団地などの宅地開発

が里山の斜面や山頂に立地するようになっている｡

津山市における里山 ･集落景域の典型的な構成は､里山の山腹や麓の緩やかな斜面に集落が立地し､集落

の前面に水田が広がり､集落の背後を里山の山林が覆い､さらにその向こうに奥山 (-中国山地あるいは吉

備高原)が遠く見えているというものであるDその外観は､里山と水田の緑と､集落の農家住居の石垣と屋

根の重なりが､特徴的である (図5-4)｡

里山 ･集落景域を､一定の土地の利用方式のもとに発展した､地域生態系を構成するサブシステムにわけ

て把握すると､もとは薪炭林や採草地として使われてきたアカマツあるいはコナラ ･クヌギ等の里山林から

なる林地､水田を中心とし畑および畦畔等からなる農地､ため池や農業用水路による水系､集落地や旧城下

町を中心とした中心市街地などの宅地､に分けることが出来る｡また､林地､農地､水系､宅地のそれぞれ

が面的にまとまって農村景域を構成するサブシステムとなっているだけでなく､林地と農地､林地と水系と

いった2つ以上の要素の接することによってつくられるシステムもまた重要である (図5-5)｡例えば､

モリアオガエルは､林地と農地 (とくに水田)の接するシステムに生息するが､林地に隣接する農地が耕作

放棄されるためにこのシステムが消失すると生息域が失われることが知られている｡

上のような面的なサブシステムは､一定の利用のもとに発展したものであり､土地利用の類型にほぼ対応

している｡同時に､ひとつの面的システムは､複数の土地形状が含まれることがあり､従って､これらのシ

ステムは､複数の景域環境体ユニットで構成されている｡
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SLOPEofWOODLANDHILL

里山斜面

TOPotWOODLANDHlLL
里山山頂

図5-4 津山市の里山 ･集落景域

農

図5-5 里山 ･集落景域を構成するサブシステム

2) 市全域の景域変化

1)で述べた､里山 ･集落景域に含まれる､林地､農地､水系､宅地の各システム､および､それらの接す

ることによってつくられるシステムが､津山市域において､どのように変化してきたかについて､国土地理

院の10万分の1地形図および､植生図により､最近約 100年間の変化を概観すると､次の2点をあげる
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ことができる｡

①林地システムの構造の変化

明治31年の林地を構成する土地形状は､市中央部の小さな丘陵群と集落の背後が樹林､山頂から斜面に

かけて広大な草 ･茂みが見られる｡この草 ･茂みは､昭和 25年にはすでに減少しつつあり､昭和 59年で

はほとんどみられない｡これらの草 ･茂みは､採草､薪炭採集､茅刈り等の利用が頻繁に行われるために､

ススキ草原､シバ草原往9が分布していたものである｡現在では､このような草 ･茂みの土地形状は､林地

にはまったく見られなくなり､ほとんどがアカマツ林またはクヌギ ･コナラ林､ヒノキ人工林になっている｡

(参林地一農地システムの減少

昭和 36年以降､急速に宅地が拡大しているCその主なものは､国道などの幹線道路沿道や､旧城下町の

北側の区画整理地区などである｡これらの宅地は､里山林の山麓に立地する部分も多く､結果として､林地

一農地システムの消失を生じている場所がみられるOとくに西苫田､東苫田､平福などに多いO

さらに､昭和 20年代と現在をくらべると､細長く入り組んだ谷地が､昭和 20年代には多くが水田など

の農地として使われているものが､現在では､雑草地あるいは､樹林になっている場合が多くみられる｡こ

れは､狭小で傾斜の急な圃場の多い谷地の農地が耕作放棄された結果､雑草のはえるままに放置されたり､

隣接する里山林の植生が侵入して樹林地となっているものである｡当地では里山林に隣接する水田が耕作放

棄されると約 10数年で若い樹林になる｡この結果､谷の入り組んだ地形にそって分布していた林地一農地

システムが短縮化され､延長が減少することになった｡

(2) 類型別住宅地開発の景域変化

津山市における人口の増加は 1970年以降に生じたものでありそれとともに宅地の占める面積が増加し

てきたが､ここでは､このような宅地の増加のもたらす景域変化の評価を行う｡

その方法としては､まず､住宅地開発を､第 2章において分類した開発の形式と,立地場所の対応から類

型を設定するoすなわち､公営住宅団地､民間開発住宅団地､区画整理地区､区画整理縁辺地区､スプロー

ル地区､の5つの開発形式の類型､平野部水田､山麓水田､里山斜面､里山山頂の4つの立地場所の類型を

対応させ､津山市内の開発事例があてはまるものを選ぶと､表 5-5に示す､10類型となるQ

表 5-5 住宅地開発の 10類型

平野部水田 山麓水田 里山斜面 里山山頂

公営住宅団地 ① ②

民間開発住宅団地 ③ ④ ⑤

区画整理地区 ⑥

区画整理地区緑辺 (∋ @

スプロール地区 ⑨ ⑬

性9津山市が属する西日本の暖温帯では､一般に伐採､採草､等の利用強度がますごとに､植生は､常緑広葉樹林(港
在植生)-落葉広葉樹林 (クヌギ･コナラ林)-常緑針葉樹林 (アカマツ林)-ススキ草原-シバ草原-無植

生地 (禿げ山)と遷移する｡逆に利用強度が弱まると､逆に潜在植主に戻る方向へ遷移する｡
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これらの10類型ごとに典型的な開発事例を抽出し､景域変化の評価を行う｡景域変化には､住宅地開発の

立地場所によって景域のシステムの連続性がどのように変化するか､という視点と､開発による土地形状の

変化に伴い､環境保全機能がどのように変化するか､という視点の2つの点から考察する｡

1) 住宅地開発の立地場所による景域変化

住宅地開発の立地場所による景域変化の評価を､図5-6のように､①平野部水田､②山麓水田､③里山

斜面､④里山山頂の4つに分類し整理した｡立地場所をこの4つの類型に分類すると､①､②は､開発前は

水田､一部の畑､畦畔等の農地サブシステムに属し､土地形状は､草 ･茂みに属するものであり､③､④は

林地システムに属し､土地形状は樹林に属する｡さらに､②と③は､里山システムと農地システムの境界に

接する｡当地では､里山と農地の境界に農業用水路の幹線が通っているのが一般的なため､林地システムと

農地システムの接する場所は､3つのシステムが連続する林地一水系一農地システムとなる｡このように､

立地場所による景域変化の違いは､土地形状の変更､既存のシステムの消失あるいは変更､によってまず把

握され､既存のシステムが有していた環境保全機能の低下や､外観の変化によって評価されるD

この類型別に津山市内に見られる住宅地開発の特徴をまとめると､次のようである｡

(∋平野部水田

水田を対象として開発が行なわれる｡規模が大きくなると里山と平野部の関係を分断し､また斜面開発を

誘発する｡一般に農業用水路のシステムは不変であり､区画整理地区においても流路が変更されるものの､

存続している｡水路や道路はコンクリー トや舗装などの不透水の材料に変更されがちである｡

図5-6 住宅地開発の立地場所による景域変化

景域のシ 七へ′.′一′､l

lL r/

_.ItAJluJJILLLL-

スフ~ J Lヽノ ､林地-水生-農地システ台 / ＼

ム ､ 農地サブシステム / ー 林地サブシステム ′/ しヽ

ー 水系システム ′

平野部水田 : 山麓水田 里山斜面 里山山頂

土地形状変更 革 .茂み (水田､畑､畦畔) 樹林
→砂 .土 .石､舗装､建ペい地 -ナ砂 .土 .石､舗装､建ペい地

シス <-農地サブシステムの消失 -> く- 林地サブシステムの消失 ->
テム ← 林地-水系-農地システムの切断→

変更 く- 水系サブシステムの変更 -.-ラ

唱鳩保全機能 .保水 .通水生低下､緑体積低下 保水 .透水性低下､緑体は非常に低下
水系に家庭雑排水が入り込む
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②山麓水田

山麓の棚田の一部が開発されるO耕作放棄地となっているものが開発される場合もあるo一般に､農業用

水路を変更することは少なく､水路を跨いで宅地化されることも少ないoこれは､山麓の水路は､基幹的な

水路であり､これに影響を与えることは下流の水系に大きな影響を与えることになるため土地改良区や水利

組合の同意が得難いためと考えられるO里山と農地の間に宅地が生じることにより､林地一水路一農地シス

テムが消失するo

③里山斜面

中規模 (戸建て住宅で 10数戸以上)の住宅地開発が､斜面を造成して行われる｡里山の地形を直接変容

させ､平野部からの外観が最も急激に変化する｡

④里山山頂

里山の山頂を平らに造成して比較的大規模な (戸建て住宅で約30戸以上)開発が行われるO学校､工場

団地等の公共施設や大きな住宅団地が多い｡斜面の山林が守られていれば､平野部からは外観の変化が比較

的緩和される｡

2) 類型別住宅地開発の評価

表5-5で示した10類型の住宅地開発の各類型にあてはまる住宅地開発の事例を現地観察によって抽出

し､その開発前後の土地利用及び土地形状の変化を､その面積配分については都市計画図 (縮尺2500分

の 1)をもとに､景域環境体ユニットごとの土地形状の様子については現地観察によって把握した｡これを

もとに､図5-4および5-5で設定した方法により､抽出した事例の環境保全機能の変化を評価する｡

･景域環境体ユニットの設定

まず､住宅地開発の前後にみられる土地利用は､ ｢道路｣､ ｢公園｣､ ｢空地｣､住宅と庭からなる住宅

の ｢建物敷地｣､ ｢農地｣､ ｢林地｣である｡これらの土地利用に対応する土地形状をみると､山林は ｢樹

林｣､農地が､水田や畑､畦畔からなる ｢草 ･茂み｣に分類されると考えられる｡道路は､アスファルトも

しくはコンクリー トの ｢舗装｣､住宅の建物敷地は､住宅の建物で覆われている ｢住宅建ぺい地｣と､住宅

の周囲の ｢庭｣に分けられ､前者は ｢建ぺい地｣､後者は駐車スペースや植栽等 ｢舗装｣｢砂 ･土 ･石｣｢草 ･

茂み｣ ｢樹林｣が様々な混じりあった土地形状となっている｡同様に､公園も ｢舗装｣ ｢砂 ･土 ･石†草 ･

茂み｣ ｢樹林｣が様々に混じりあった土地形状とみられる｡空地については､造成により生じた擁壁のよう

な ｢利用不可能空地｣と､土や雑草地のままの未利用地やグラウンドとして使われている ｢空地｣とがあり､

前者はコンクリー ト擁壁であるため ｢舗装｣に分類され､後者は公園や庭に準じる形状である (表5-6)C

･地表固有値の設定

次に､それぞれの景域環境体ユニットの土地形状に対応する地表固有値を設定する｡ここでは､景域環境

体ユニットの面積配分を都市計画図 (縮尺2500分の1)より把握するため､景域環境体ユニットを比較

的単純に設定している｡例えば､水臥 畑､畦畔､小水路などはひとまとめに ｢農地｣として扱っている｡

従って､地表固有値の設定についても､景域環境体ユニットに含まれる平均的な土地形状を考慮して行うこ

ととなる｡

｢道路｣はアスファル ト舗装がほとんどであるの一冊.1､ ｢住宅建ぺい地｣および ｢利用不可能空地｣は

完全に被覆された土地であるのでP.0とし､ ｢林地｣を1.0とする. ｢農地｣は､そのほとんどが水田であり､
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表5-6 住宅地開発における景域環境体ユニット (数字は地表固有値)

土地井乏状土地利用 樹林 辛.茂み 秒 .土 .石 舗装 i圭蔽地 水1.0 1.0-0.6 0.6-0.2 0.3-0.1 0.0

手和也 ⊂ = )

農地 -. ●●

水系.水面

宅地 漣物敷地 EE o0__唾0.5 庭0.3

通路 =.●皇●
'J,11度】

公園0.3

空地 .緑地 地0.0要地O.3 リ用不可能ノ

畑や畦畔､細かい水路網を含んでいるが､全体として地下水の供給 ･地表水の浄化 ･空気の浄化 ･気候緩和 ･

ビオトープとしての機能をもっており､土壌の形成機能をも備えている人工的に形成された緑地に近いと考

えられることから､0.9と設定する｡

｢公園｣ ｢空地｣ ｢庭｣は表5-6に示すように､ ｢舗装｣ ｢砂 ･土 ･石｣ ｢草 ･茂み｣ ｢樹林｣が様々

に混じりあった土地形状をもっている｡このうち ｢公園｣ ｢空地｣は一般に､わずかな植栽を除いて植生が

立地しておらず､踏み固められた ｢砂 ･土 ･石｣の面と､コンクリートやアスファル トの ｢舗装｣がしめる

面が多くなっているo ｢砂 ･土 ･石｣は､植生の立地がないため､空気の浄化や気候緩和､ビオトープとし

ての機能をほとんど有しておらず､地表固有値l劫.6未満とみなすことができるOそこで､ ｢大きく隙間を

あけた小さな敷石による舗装｣に類似したものととらえ､0.4とする｡ ｢舗装｣は0.1であるが､この面は､

駐車 ･駐輪スペースや歩路などに対応し､一部分をしめるものである｡そこで､ ｢砂 ･土 ･石｣と ｢舗装｣

からなる ｢公園｣ ｢空地｣に対応する平均的な地表固有値軸.3と設定する｡ ｢庭｣については､その広さ

により土地形状が大きく異なる傾向があるO一般に､駐車スペースおよび玄関周辺､テラス等の20-30

m2ほどが ｢舗装｣となり､それ以外が ｢砂 ･土 ･石｣ ｢草 ･茂み｣ ｢樹林｣が様々に混じりあった土地形状

となる｡住宅の敷地が40坪以下の小さいものでは､建ぺい率が約 50%であるとすれば､庭の面積は約6

6m2以下となり狭いためほとんど植栽が行われず､ ｢砂 ･土 ･石｣となるO住宅の敷地に余裕があるほど､

｢草 ･茂み｣が多くみられ大規模な農家住宅などでは部分的に ｢樹林｣もみられるようになるということで

ある｡また､これは､住宅開発から年数を経ることによって､ ｢草 ･茂み｣等が成長するという面もある｡

そこで､ ｢庭｣の地表固有値については､植生の立地しないものである場合､ ｢空地｣や ｢公園｣と同等と

みなし､0.3と設定し､植生が成長していることがみとめられるものの場合には､地表固有値).6の ｢草 ･茂
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み｣が部分的に立地していると考慮して0.5と設定することとするO

以上より､地表固有値の設定は､ ｢道路｣0,1､ ｢住宅建ぺい地｣および ｢利用不可能空地｣0.0､､ ｢林

地｣1.0､ ｢農地｣0.9, ｢公園｣ ｢空地｣0.3､植生の立地しない ｢庭｣0.3､植生の立地する ｢庭｣0.5､

とする｡

･類型別住宅地開発における環境保全機能の変化の評価

都市計画図により､開発地における景域環境体ユニットの面積配分を計算する｡まず､開発地の合計面積

をS､道路面積R､公園面積P､利用不可能空地､V､住宅敷地 (現在の建築面積と庭の合計)H､現在の

建築面積 (住宅建ぺい地に相当)K､現在も保たれている農地F､を地図上から測定する｡この測定された

面積に地表固有値を対応させ､開発前の土地形状 (農地または樹林)との比較による環境保全機能の変化を

次のように計算する｡

』E (環境保全機能の変化)- (開発後の環境保全機能)- (開発前の環境保全機能)

開発前の土地形状が樹林､ ｢庭｣が植生の立地しないものの場合 :

』E- (0.1R+0.3P+0,OV+0.0K+0.3(H-K)0.9F)-1.OS

開発前の土地形状が樹林､ ｢庭｣が植生の立地するものの場合 :

』E- (0.1R+0.3P+0.OV+0.0K+0,5 (H-K)0.9F)-1.OS

開発前の土地形状が農地､ ｢庭｣が植生の立地しないものの場合 :

』E- (0.1R+0.3P+0.OV+0.0K+0.3(H-K)0.9F)-0,9S

開発前の土地形状が農地､ ｢庭｣が植生の立地するものの場合 :

』E- (0.1R+0.3P+0.OV+0.0K+0.5(H-K)0.9F)-0.9S

さらに､現在 (都市計画図に示されている時点)では､開発が完了していないものや､区画整理地区のよう

に､将来住宅が増加する可能性の高い場合がある｡このような住宅地開発の事例については､建ぺい率の制

限の範囲内で､住宅数が増加した場合を想定した場合における環境保全機能の変化の算出が可能である｡法

定建ぺい率aとすると､この計算式は次のようになる｡

』E' (環境保全機能の変化)- (開発後の環境保全機能)- (開発前の環境保全機能)

開発前の土地形状が樹林､

』E'-

開発前の土地形状が樹林､

｣E'-

開発前の土地形状が農地､

』E'-

開発前の土地形状が農地､

zJE'-
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｢庭｣が植生の立地しないものの場合 :

(0.1R+0.3P+0.OV+0.OH･a+0.3H (1-a)0.9F)-1.OS

｢庭｣が植生の立地する可能性のあるものの場合 :

(0.1R+0.3P+0.OV+0.OH･a+0.5H (1-a)0.9F)-1.OS

｢庭｣が植生の立地しないものの場合 :

(0.1R+0.3P+0.OV+0.OH･a+0.3H (1-a)0.9F)-1.OS

｢庭｣が植生の立地する可能性のあるものの場合 :

(0,1R+0.3P+0.OV+0.OH･a+0.5H (1-a)0.9F)-1.OS

これらの計算式を用いて､以下に､類型別の住宅地開発における環境保全機能の変化を考察する｡



①公営住宅団地一平野部水田 (表 5-7(1))

公営住宅は一般に規模が大きく (およそ 50-200戸)､開発地の合計面積が大きい｡公営住宅では2

階建て以上の集合住宅群の場合は敷地計画は植栽も少なく､個々の住宅による緑化も進みにくい｡

規模が大きいので､農業用水路の一部が敷地内を通過することが多いが､一般には自然に近い水辺とはな

っていない､暗渠やRCの細い水路となっている｡

環境保全機能の変化については､表5-7(1)のようであり､公園や庭は0.3､開発前の土地形状は農地を

あてはめて算出すると､開発面積が大きいため∠Eの絶対値は大きい値となっている｡既に法定建ぺい率の

許容範囲に近い建築面積をつかっているので､』Eと』E'は近い値である｡

これをモデル化するために､単位面積あたりの環境保全機能変化AE/Sをもとめると､-勺.74--0.78

の値をとっている｡

②公営住宅団地一山頂開発 (表5-7(2))

最も開発規模が大きく (およそ50-200戸)里山を広範囲にわたって開発している｡市内の中心市街

地の東に接する里山に集中しているが､2階建て以下や戸建て住宅タイプの場合には個々の住宅による緑化

が比較的みられる｡そこで､表5-7(2)においては､戸建て住宅が多く建設以来 10年以上を経過して緑

化が比較的進んでいるので励 .5､公園0.3として算出している.開発面積が大きいためAEの絶対値は大き

い値となっているO既に法定建ぺい率の許容範匡削こ近い建築面積をつかっているので､AEとAE'は近い

値である｡

単位面積あたりの環境保全機能変化AE/Sをもとめると､-刀.75-10.80の値をとっているO開発前の

土地形状が樹林であるため､絶対値は大きい｡

③民間開発住宅団地一山麓水田開発 (表5-7(3))

山麓水田に立地する開発は､一般に山麓の農業用水路を超えて開発されることがなく､規模はあまり大き

くはない (10-数 10戸)｡住宅敷地の面積が小さいので庭の緑化は少なく､個々の住宅による緑化も進

みにくい｡公園は設けられていない｡用途地域の無指定地域や用途地域指定域内でも周辺部に多く開発され

ている｡

環境保全機能の変化については､表5-7(3)のようであり､公園や庭は0.3､開発前の土地形状は農地を

あてはめて算出すると､開発面積が小さいため』Eの絶対値は小さい値となっているが､住宅建設が完了し

ていない事例もあり､』Eと』E'は大きく異なる場合がある｡

従って､単位面積あたりの環境保全機能変化』E/S､』E'/Sをもとめると､』E/Sは

-0.70--0.75と､公営住宅団地よりも小さいが､AE'/SでkL0.75--0.81の値をとっており公営住宅

団地一平野部水田開発よりも大きい｡

④民間開発住宅団地一里山斜面開発 (表5-7(4))

比較的開発の規模が大きく (およそ20-70戸)､斜面開発であるから景観の外観の変化も大きい｡一

戸建て住宅が多く､個々の住宅による植栽や樹木の手入れがよくなされているところもあり､量的に開発が

コントロールされ敷地も十分に広く住宅の質が高ければ良好な開発になる可能性もあるo

表5-7(4)にあげた例では､事例Gは開発後 10年以上を経過し､住宅敷地の規模も比較的大きいので
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庭の緑化が進んでいるが､他の3事例は住宅建設も完了しておらず､緑化も進んでいないO公園は設けられ

ていない｡用途地域の無指定地域に多く開発されている｡

環境保全機能の変化については､表5-7(4)のようであり､事例Gにおいては庭は0.5､その他は0.3と

して算出しているC開発面積が大きいほどAEの絶対値は大きくなるが､住宅建設が完了していない事例で

は､∠Eと∠E'は大きく異なる場合がある｡

従って､単位面積あたりの環境保全機能変化』E/S､∠E'/Sをもとめると､∠E/Sは

-0.65--0.78と､公営住宅団地一里山山頂開発よりも小さいが､AE'/Sでトを0.85-10.91と非常に大

きい値をとっており公営住宅団地一里山山頂開発よりも大きい｡

⑤民間開発住宅団地一里山山頂開発 (表5-7(5))

最も開発の規模が大きい (数 10-100戸以上)o一戸建て住宅が多く住宅敷地の規模も大きく､個々

の住宅による植栽や樹木の手入れがよくなされているところも多い｡里山の山頂を大規模に造成するため､

大きな擁壁が生じるため利用不可能空地が非常に大きくなっている｡

表4-3-3(5)にあげた例では,住宅敷地の規模も比較的大きいので庭の緑化が進んでいるo公園は場

所が住宅団地の端部に偏っており利用しにくい立地になっているものの設けられている｡

環境保全機能の変化については､表5-7(5)のようであり､庭は0.5､公園は0.3として算出しているo

開発面積が大きいため』Eの絶対値は非常に大きく､住宅建設が完了していないN団地では､∠Eと∠E'

は大きく異なる｡

単位面積あたりの環境保全機能変化AE/S､AE'/Sをもとめると､AE/Siを0.72-10.78と､

公営住宅団地一里山山頂開発よりもわずかに小さいが､AE'/Sでは0.80--0.85と公営住宅団地一里

山山頂開発と同程度である｡

⑥区画整理地区一平野部水田開発 (表5-7(6))

津山市内の区画整理地区では､住宅の立地が比較的遅く農地が多く残っている｡公園は､区画整理地区内

に分散するよう配置されている｡区画の標準的な大きさは､50mX105mである｡農業用水路が通って

いるがほとんどがコンクリートの3面貼り水路で自然に近いものではない｡

表5-7(6)にあげた例は､標準的と思われる区画整理地区の部分を50m四方に切り取った部分を示し

ている｡30-40%が農地のままとなっている｡住宅敷地の規模は狭小なものが多く庭の緑化は進んでい

ないO

環境保全機能の変化については､表5-7(6)のようであり､庭､公園は0.3として算出している｡農地が

すべて住宅地かした場合と､現在とをくらべると』Eと∠E'は大きく異なる｡

単位面積あたりの環境保全機能変化AE/S､AE'/Sをもとめると､AE/Sは0･40--0･50と農

地が多く残っているため絶対値は小さいoAE'/Sでは1-0.82前後と他の住宅地開発の類型とはば同程度

であるQ

⑦区画整理地区縁辺-平野部水田開発､および⑧区画整理地区縁辺一山麓水田開発

区画整理地区の外側に按する場所でのスプロール開発であるが､住宅の質は高く､1戸ずつ個別に建てら

れる｡一般に､住宅敷地は200ml以上であるD
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一軒あたりの標準的な』E/Sを考えると､法定建ぺい率は50%である地区がほとんどであり庭は緑化

が進んでいる場合が多く見られることから0.5とすると､

AE/S- (0.0･0.5S+0.5･0.5S)/S-0.9-0.25-0.9--0.65

となる.これは､他の住宅地開発にくらべると､絶対値が小さい値であるo

⑨スプロール地区-平野部水田開発 (表5-7(7))

開発の規模は小さい (数戸～10数戸以)｡一戸建て住宅が多いが住宅敷地の規模は小さく､個々の住宅

による庭の緑化は進んでいない｡一般に農業用水路の変更を伴わず､圃場 1-3枚を宅地化するもので､公

園は設けられていない｡

用途地域の無指定地域にも多く分布して拡がっているO

環境保全機能の変化については､表5-7(7)のようであり､庭､公園は0.3として算出している｡開発面

積が小さいため』Eの絶対値は小さい｡住宅建設は完了しているが､建築可能面積に対しては少し余裕のあ

る現在の建築面積となっている｡

単位面積あたりの環境保全機能変化AE/S､AE'/Sをもとめると､AE/Sは0.71--0.79と､

平野部水田､および山麓水田開発に対応する公営住宅団地や民間開発住宅団地と同程度である｡∠]E'/S

では建ぺい率ほぼ対応して､およそ-0.81または-0.75ととなっている｡これは､スプロール地区の場合道

路面積と公園のしめる面積が小さいため､住宅と庭のみで開発地が構成されているため､法定建ぺい率aと

すると､

AE- (0.OaS十0.3(1-a)S)/S-0.9-0.3(1-a)-0.9-10.6-0.3a

となり､用途地域が一種住宅専用地域である場合はa==カ.5であるため､AE--0.6-0.15--0.75､用途

地域が無指定である地域ではa-0.7であるため､AE-10.6-0.21--0.81､となるO

⑲スプロール地区-山麓水田開発 (表5-7(8))

開発の規模は小さい (数戸～10数戸)｡一戸建て住宅が多いが住宅敷地の規模は小さく､個々の住宅に

よる庭の緑化は進んでいない｡一般に農業用水路の変更を伴わず､山麓の面積の小さい圃場数枚を宅地化す

るもので､公園は設けられていない｡

用途地域の無指定地域にも多く分布している｡

環境保全機能の変化については､表5-7(8)のようであり､庭､公園は0.3として算出している｡開発面

積が小さいため』Eの絶対値は小さい｡住宅建設が完了していない場所もあり､建築可能面積に対しては余

裕のある現在の建築面積となっている｡

単位面積あたりの環境保全機能変化AE/S､AE'/Sをもとめると､AE/Siを0.68--0.75と､

平野部水田､および山麓水田開発に対応する公営住宅団地や民間開発住宅Eil地よりわずかに小さいoAE'

/Sでは建ぺい率ほぼ対応して､⑨と同様に､およそ-0.81または-0.75ととなっている｡
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表 5- 7(1) 類型別住宅地開発の評価 :公営住宅EZ]地一平野部水田

国道大境 農道…･:拙:'='':i:::''o ① 公営住宅団地-平野部水田

l団地

-jJjd J臨 ,一 覧

lN㊨ .I;芯 n

⊥] 一 i =,I .-1! Ti千 - l+

0 20 40 60 80

J ,089 J- !l,A--.1.-,-J工_ ■l■ 『 ーt_｣

｣L_二 -専一■ ■ ■『r{ 『 山 一-
' ,/コ.態

ノ十三三三-i.F=1;

Aiu l -.塾 当 園 週 ui Ilo団地崩 - 軍 靴 ■ 転芸,.｢二 滴 歴 評議 粁100m

合計面積 道路面積 公園 利用不可能 住宅敷地 現建築面手 開発前 環境保全機能

S R P 空地 V H K 土地形状 変化 dE

l団地 16.900 3,150 983 0 12,767 6,027 農地 -12,578

0団地 16.900 5.488 500 0 10,912 5,344 農地 -12.841

用途地域 法定建ぺい率 建築可能面積 環境保全機能 Aと AE'
a H.a 変化dE' S S

住居 60 7,660 -13.068 -0.744 -0,773

-住､住居 50､-部60 5,456 -12.874 -0.760 -0.762

凡例 :地表固有値の分布 :

1 =0.0 [コ -0,3 田 =o_9

) =0.1 田 =0.5 田 =1.0
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表 5-7(2) 類型別住宅地開発の評価 :公営住宅団地一里山山頂

合計面積 道路面積 公園 利用不可能 住宅敷地 現建築面積 開発前 環境保全機能

S R P 要地 ∨ H K 土地形状 変化 dE
N団地 35.000 5,145 150 3000 26,705 13,025 樹林 -27,601

HK団地 36,000 9.030 613 0 26.358 13,775 樹林 -28.622

H団地 47.500 8,275 1550 500 37,175 16,275 樹林 -35.758

用途地域 法定建ぺい率 建築可能面積 環境保全機能

a H.a 変化dE'
一任 50 13,353 -27.764

一任 50 13,179 -28,324

∠_旦 ∠∈'
S S

-0.789 -0.793

-0.795 -0.787

-0_753 -0.777
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表 5-7(3) 類型別住宅地開発の評価 :民間開発住宅団地一山麓水田

一

一

合計面積 道路面積 公園 利用不可能 住宅敷地 現建築面〒 開発前 環境保全機能

S R P 要地 ∨ H K 土地利用 変化 』E
事例Å 3.100 0.469 0 0 2,631 875 農地 -2,216

事例B 2.800 0.375 0 0 2.425 938 農地 -2.036

事例C 3.300 0.519 0 0 2,781 1,375 農地 -2.496

事例D 8,500 1,625 0 0 6.875 1,875 農地 -5.988

用途地域 法定建ぺい率 建築可能面積 環境保全機能

a H.a 変化dE'

無指定 70(現40) 1,842 -2.506

無指定 70(現40) 1.698 -2.264

-住 50 1.391 -2,501

無指定 70(現40) 4,813 -6.869

4_巨_ AE'

S S

-0_715 -0.808

-0.727 -0.809

-0.756 -0.758

-0.704 -0,808
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表 5-7(4) 類型別住宅地開発の評価 :民間開発住宅団地一里山斜面

合計面積 道路面積 公園 利用不可能 住宅敷地 現建築面キ 開発前 環境保全機能

S R P 空地 ∨ H K 土地利用 変化 dE
事例∈ 7,975 978 0 0 6,998 1.53l 樹林 -6.237

事例F ll.750 1,630 0 0 10,120 513 樹林 -8.705

事例G 29.475 4,385 0 488 24,603 5,750 樹林 -19,610

用途地域 法定建ぺい率 建築可能面積 環境保全機能

a H.a 変化dE'
無指定 70(現40) 4,898 -7,247

無指定 70(現40) 7.084 -10,676

無指定 70(現40) 17,222 -25,346

4土 』E'

S S

-0.782 -0.909

-0_741 -0.909

-0.665 -0.860

-0.758 -0.909
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表 5- 7(5) 類型別住宅地開発の評価 :民間開発住宅団地一里山山頂

合計面積 道路面積 公園 利用不可能 住宅敷地 現建築面積 開発前 環境保全機能

S R P 要地 ∨ H K 土地利用 変化 』E

T囲地 35,000 6,480 981 2,225 25,314 ll,806 樹林 -27,304

用途地域 法定建ぺい率 建築可能面積 環境保全機能

a H.a 変化』E'

二住､住居 60 15,188 -31,020
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表 5- 7(6) 類型別住宅地開発の評価 :区画整理地区一平野部水田

合計面積 道路面積 公園 利用不可能 住宅敷地 現建築面積 現農地 開発前

S R P 要地 ∨ H K F 土地利用

事例 ｣ 40.000 6.912 0 0 20,013 8.775 13.075 農地

珊塊保全機能 用途地域 法定建ぺい率 建築可能面積 環境保全機能

変化 dE a H.a 変化dE'

-20.170 二住 60 12,008 -32.907

Ai dE'
S S

-0.504 -0,823

-0.424 -0_820
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表 5- 7(7) 類型別住宅地開発の評価 :スプロール地区一平野部水田

国道大規 農導‥::qi‥‥:::皇Q● ⑨ スプロール地区-平野部水田

罪tI, 喜IIi..′0--h -_I Lj TJjL .ILS′f≡ ‖･ft ..JI■ヽ 冨 J_I_I..1.._チ_｢--リー-"…~-lllHl .I～.事例MJ巴■':= 二)it;′′~■㌔ Iヽn l't 一I Ill■■ .ll I_■ヽ-I..こ--. ､.- .l t l l l l~ー l I〟 / ∫ . 2 .㌔_l - ∴ ( ,. . .∫ll 怠 事例N
NN㊨ .I;7 Tm t■1 ■i . - .. 曹一 一 ■ ､ ー ●二 間 : ラ T

I′/0 20 40 60 8

4 '."ニ ラ '.II ____一 基-I h =塾 空 霊 . . -B - - J ー1 5 - I 禦 N : I.i :: iぎ 上 'tl とI;216k LL/章,- ; ㌻ 事 例 R_:i鼠■ ー■ 十 日 ltl…l

(し0100m

合計面積 道路面積 公園 利用不可能 住宅敷地 現建築面手 開発前 環境保全機能

S R P 空地 ∨ H K 土地利用 変化 dE
事例 L 2,475 284 0 0 2.191 1,400 農地 -1962

事例M 3,313 413 0 0 2,900 1,544 農地 -2533

事例 N 2,938 681 0 0 2.256 1,141 農地 -2241

事例 p 2,167 214 0 0 1,953 781 農地 -1578

事例0 1,625 0 0 0 1,625 897 農地 -1244

事例 R 1,119 0 0 0 1,119 438 農地 -803

用途地域 法定建ぺい率 建築可能面積 環境保全機能 AE AE'

a H.a 変化∠∈' S S-0.793 -0.809-0_765 -0_809-0.763 -0.808-0.728 -0.809-0_766 -0,810-0_717 -0,750

無指定 70 (現40) 1,533 -2,002

無指定 70(現40) 2,030 -2,679

無指定 70 (現40) 1,579 -2,373

無指定 70(現40) 1,367 -1,753

無指定 70(競40) 一,138 -1,316

一任 50 560 -839

凡例 :地表固有値の分布 :

} =0.0 □ -o_3 E]-0.9

『 =0.1 日‥!=o_5 Eヨ =10
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表 5- 7(8) 類型別住宅地開発の評価 :スプロール地区一山麓水田

合計面積 道路面積 公園 利用不可能 住宅敷地 現建築面積 開発前 環境保全機能

S R P 空地 ∨ H K 土地利用 変化 dE

事例 S 2,344 0 0 0 2,344 794 農地 -1644

事例∪ 2,994 148 0 0 2.846 731 農地 -2045

事例∨ 5.225 763 0 0 4,463 906 農地 -3559

事例W 3,875 706 0 0 3,169 1,150 農地 -2811

事例× 2,988 386 0 0 2,602 1,075 農地 -2192

用途地域 法定建ぺい率 建築可能面積 環境保全機能

a H.a 変化dEt

無指定 70(現40) 1,641 -1,898

一任､無 50､-部70 1,426 -2,254

無指定 70(現40) 3,124 -4.225
無指定 70(現40) 2,218 -3,132

Aと dE'
S S

-0.702 -0.810

-0.683 -0.753

-0.681 -0.809

-0.725 -0.808

-0.734 -0,756
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(3) 住宅地開発による景域変化の考察

景域変化を､住宅地開発の立地による､里山 ･集落景域のシステムの連続性の変化､さらに､土地形状の

変化による環境保全機能の変化の2つの側面から評価した｡

住宅地開発の立地による相違は､各立地場所とも農地や林地のサブシステムを一部失うが､そのなかでも

里山斜面と山麓水田における立地は､林地一水系一農地の接することによって成立するシステムの切断とな

り､近年このシステムが減少しつつあることを考慮すると､景域変化に対する影響が大きいと評価できる｡

開発に際してはこれらのシステムの連続性を保つような計画が望まれる｡

次に､土地形状の変化による環境保全機能の変化については､単位面積当たりの環境保全機能の変化を比

較すると表5-8のように､現在の土地形状については住宅団地のほうがスプロール開発などよりも若干大

きくなっており､法定建ぺい率の許容範囲の建築面積を活用した場合は､民間開発住宅団地一里山斜面と､

スプロール開発が大きくなる.住宅団地は､一般にひとつの開発地の面積が大きいため､一回の開発による

環境保全機能の変化は､非常に大きくなる｡スプロール開発の場合は､開発地の面積は小規模であるが､こ

れが集積して広範囲にスプロール地域をつくるようになる傾向がある0

表5-8 住宅地開発の類型別にみた環境保全機能の変化

住宅地開発 △E/S -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9

(D公営住宅団地-平野部水田 H

②公営住宅団地一里山山頂 一●-●
(卦民間開発住宅団地-山麓水田 ト●-l

④民間開発住宅団地一里山斜面 一十

(9民間開発住宅団地一里山山頂 )●ーl l--.●I

⑥区画整理地区-平野部水田 - I十--●

⑦区画整理地区縁辺-平野部水田 ト●

⑧区画整理地区-山雀水田 ト●

⑨スプロール地区-平野部水田 T TH ●ll

』E/ S ●一● dE'/S ●-●

このような農村東城を構成するサブシステム (農地システム､林地システム､水系システム､宅地システ

ム､およびその連結するシステム)が直接住宅地に開発される場合には､環境保全機能は大きく失われるた

め､開発敷地内で開発以前の環境保全機能を維持することは困難である｡隣接するサブシステムのうちに､

失われたサブシステム､あるいは景域環境体ユニットのセットを新たに創出するなど､複数のサブシステム

内での補償措置を確保する工夫が必要となると思われる｡サブシステムの空間的配置関係については､特定

の配置関係 (例えば､林地一水系一農地システム)が減少してしまわないように､開発地の立地場所の誘導

を行う必要があるo
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5-4 香里ニュータウンの建て替え事業における景域保全

(1) 初期ニュータウンの建て替え事業における課題

1950年代半ばから60年代にかけて建設された､一般にrニュータウンjという名称で呼ばれる大規模

な計画的住宅地を､とくに ｢初期ニュータウン｣として定義するとその特徴は､従前の地形を比較的維持し､

緑地 ･オープンスペースがゆとりをもって確保されており､さらに､建設後数十年をかけた樹木や自然の成

長の結果､一般的な市街地に比べ優れた緑地環境を有していることである｡さらに一方､集合住宅の住戸面

積の狭小さ､共同設備の老朽化等のため､近い将来に次々に建て替えの時期を迎えることが予想され､ほと

んどの場合､住戸面積および住戸数の増加､駐車スペースの増大が伴い､街区単位での緑地面積が極端に減

少することになると思われる｡周辺の市街化が進んだ現在にあって､初期ニュータウンのもつ緑地の美観や

エコロジー性は重要なものとなっており､建て替え事業を通じても､いかに維持 ･増進するべきかという点

は､目下の大きな課題だと言える｡ニュータウン内の土地利用は計画によってその存続が保証され､従って､

公共緑地や一般のオープンスペースも一定の面積やグリーンベル トを保つことが可能であり､地域のエコロ

ジー性に見合った設計を行えば､住宅ストックとしてだけでなく､良好な環境ストックとなるものである｡

(2) 香里ニュータウンの現在の景域評価

1955年から60年にかけて建設された､大阪府枚方市の香里ニュータウン (約 15αla､6,72

4戸､人口約2万人)では､現在､住宅 ･都市整備公団の賃貸集合住宅4,881戸を建替える計画が進行

中である｡公団では､現居住者とも協力しつつ､みどりや景観の保全を図った事業を進める方針は明示して

いるが､実際の設計はまだ完了していなかった｡そこでここでは､前章で得られたガイドラインに即し､香

里ニュータウンを事例に､現在の景域の評価ならびに建て替え事業に伴う景域変化､景域保全方法について､

地表固有値による環境保全機能の分析を行う｡

1) 香里ニュータウンの建設の経過

香里ニュータウンは､戦後復興が一段落して経済発展が始動し､農村から都市への人口移動や核家族化に

よる住宅不足が深刻な状況を背景として､大阪市への通勤者のためのベットタウンとして､住宅供給を目的

に､1955年日本住宅公団 (現､住宅都市整備公Ei])による建設が決定されたoそれ以前は､戦前､19

42年から45年まで陸軍によって土地が買収され､火薬工場 ･倉庫 (東京第二陸軍造兵廠香里製造所)に

利用されていたoこれはこの地域の地形が､細い谷の入り組んだ丘陵地形であり､火薬工場で事故があった

場合の爆風よけの土塁として地形が利用できることなどからであった｡戦後､この地域は工場が閉鎖された

まま放置されていた｡

1955年に住宅地としてのニュータウン開発が計画された当時は､周辺は市街化がまだ生じていない地

域であり､ニュータウン開発に際しては､中小規模の住宅団地開発では建設できないコミュニティ施設等も

設ける､自然環境のよい住宅地を望む人の需要に応えること等を開発主旨としていた｡計画人口は約2万2

千人､面積約150haであった｡入居開始は1958年で､1962年にはほぼ完成した｡現在では､人口約

2万人､公団の管理する賃貸集合住宅4,881戸､その他 (戸建て住宅､社宅などの分譲された集合住宅)
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1,843戸､総戸数6,724戸である｡

2)香里ニュータウンにおける緑の豊かな住宅地形成の背景

香里ニュータウンは､周辺のスプロール開発が進んだ現在では､むしろオープンスペースや緑の豊かなオ

アシス的な地域となっている｡その背景としては､①建築密度が低く､空間的にゆとりがある､②一体的 ･

計画的開発である､③造成による地形改変が小さい､ことの3点がある｡

(D建築密度が低く､空間的にゆとりがある

初期ニュータウンに共通する点であるが､地価がそれほど高くなかった時期に建設されたため､全 般的

に建築の密度が低いo集合住宅地区では､建ぺい率約 12%､容積率約 50%であるo戸建て 住宅におい

ても､ほとんどの敷地が300m2程度の広さをもっている｡このため､屋外のオープ ンスペースが十分

に確保され､ニュータウン建設以降の､樹木や植栽が成長し､枚方市のなかでも 重要な､緑の豊かな住宅

地となったOニュータウン内の幹線道路に沿って植えられたけやき並木は､ 現在では枚方市百景に選ばれ

るなど重要な緑の景観となっている｡

②一体的 ･計画的開発である

ニュータウンは､一体的 ･計画的に開発されるため､開発後に､内部でさらなるスプロール開発が 生じ

る可能性が極めて低い.従って､計画的に配置された公園や､オープンスペース､開発時にの こされた自

然緑地の一部が､現在まで維持され､豊かな緑を形成することが可能であった.

③造成による地形改変が小さい

従来香里ニュータウンの立地する地域は､複雑に入り組んだ丘陵地形であったが､ニュータウンの 建設

に際する造成においては､比較的地形改変が小さく､結果として､もとの丘陵にあった樹林が､ 小山 ･法

面として残存し､また､造成後に生じた法面も比較的細かく分散的になっているため､擁 壁化せずに､芝

生や樹木などで緑化されている｡

(3) 建て替え事業に伴う景域変化

1) 建て替え事業の内容

住宅都市整備公団は､1986年度から､1955年から65年 (昭和30年代)に建設された賃貸住宅

の建て替え事業を行っている｡香里ニュータウンの賃貸集合住宅も建て替え事業の対象となっているが､こ

れをAからEの5つの地区にわけ､建設時期の古いものから事業を進めつつあり､現在A地区の建て替え事

業が進められている｡建て替えに際して､住戸面積は､一戸あたりの床面積を従来の平均約44mlから約6

omlへと増床する､駐車場率を現在の約40%から100%へと拡充する､ことを条件としている｡これら

は公団が実施した現在の入居者への意向調査の結果をも反映しているとのことである｡A地区全体では､容

積率を現在の平均約 50%から平均 120%に拡大､戸数を現在の4,881戸から6,500戸に増やす

ことが決定されている｡

2) 建て替え事業に伴う景域変化のシミュレーション

上のように､建て替えを通じては､住戸の拡大､駐車場面積の拡大により､オープンスペースの縮小が必

至である｡そこで､上記の建て替え条件を踏まえて､建て替え前後のA地区の景域変化を､地表固有値を用
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いて評価し､建て替え後のオープンスペース設計をどのようにすれば､景域の保全を図ることが出来るか､

シミュレーションする｡

まず､A地区にみられる現在の土地形状の種類と分布 ･面積､さらにそれぞれの土地形状に対応する地表

固有値を設定し､A地区全体の環境保全機能を算定する｡さらに､建て替え条件を満たすような建て替え計

画案を設定し､オープンスペースの土地形状の設定を替え､それぞれの場合の環境保全機能を計算し､景域

変化を評価する｡

①現在のA地区の環境保全機能の算出

A地区の現在の土地形状を､現地調査により把握した｡その結果､土地形状は､住宅建ぺい地､アスファ

ル トおよびコンクリー トによる舗装､芝生の草地の3つの種類が兄いだされた｡芝生の草地は､一部､生け

垣や植え込み､樹木を含んでおり､外観上は､これらの緑がもつ重要性は小さくはないが､一般に疎らであ

図5-7 A地区の位置

表 5-9 A地区の現在の環境保全機能
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地表固有値-0.0 地表固有値-0.1 地表固有値-0.6 面積合計 単位面積当たり環境保全機能

面積 (ha) 1.31 1.90 5.60 8_81 0.403

内訳 団地の建物1.12ha 駐車場0.405ha 全面積から建物､駐車場､



ったり､面積が小さいものが多く､表土土壌の形成力には乏しいとみられるため､これらを含めて､全体と

して芝生の草地としている｡これらに対応する地表固有値は､住宅建ぺい地⇒).0､舗装-0.1､芝生の草地

-0･6と設定することが出来る｡それぞれの地表固有値に対応する土地の面積､A地区全体の環境保全機能

の単位面積あたりの数値を計算すると表5-8のようである｡

②建て替え計画案の設定と環境保全機能の計算

A地区の建て替え事業の条件として､

･戸数を1,240戸とする

･一戸当たりの平均床面積を約60miとする

･駐車場率を100%とする

を満たすように､建て替え計画案を設定する｡これによれば､住宅の床面積の合計は､一般に､一戸当たり

の床面積の2割程度の共用床を必要とすると考えて､1240×60×1.2-89280-約8.93haと

なるOまた､駐車場の面積は､現在のA地区の駐車場が一台あたり14.Omlであるので､これに準じて､

1240×14.0-17360-約 1.74haとなる｡従って､床面積合計約8.93haの住宅棟と合計約

1.74haの駐車場を､8.81haのA地区の中に配置することになる｡

そこで､ここでは､まず現在の建築面積とほぼ同じ建築面積となる､8階建て住宅棟を建設する案を第 1

案､より高層の住宅を建設する案として､現在公団が香里ニュータウンにおける最高限度の高さと考えてい

る13-14階建ての場合を想定して､全ての住宅棟が 14階建てになる場合を第Ⅰ案､さらに､高層棟と

低層棟を混合して建設する案として､14階建てと5階建て (エレベーター設置を必要としない高さ)が混

合する案を第ⅠⅠⅠ案として､それぞれの場合の環境保全機能を算定した｡

住宅棟の位置の設定に際しては､既存の道路は変更しないものとし､また､既存の緑をできるだけ保全す

るよう､法面を保存することとした｡

図5-8は､第 Ⅰ案から第ⅠⅠⅠ案までの住宅棟の配置と､それぞれの案に対応する環境保全機能の計算値を

示したものである｡

これによれば､駐車場の面積増加､第ⅠⅠ案においていは住宅建ぺい地の増加によって､環境保全機能は低

下する｡そこで､環境保全機能を回復するための補償措置として､次に示すようないくつかの措置を想定し

た｡これらの補償措置をひとつだけ実施した合と､2つを組み合わせて実施した場合､それぞれの建て替え

計画案の環境保全機能の値を計算したCその結果を図5-9に示したO

(補償措置)

①住宅棟を全て屋上緑化する - 団地の建物の地表固有値 :0.0-0.2

②駐車場を目地をあけた石で舗装 したものにする - 駐車場の地表固有値 :0.1-0.3

③駐車場を最小限の部分石で舗装 したものにする - 駐車場の地表固有値 :0.1-0.4

④駐車場を2層にする - 駐車場の面積を2分の 1にする

⑤区画内道路 (住宅棟へのアクセス道路)を目地をあけた石で舗装したものにする

- 区画内道路の地表固有値 :0.1-0.3

⑥区画内道路 (住宅棟へのアクセス道路)を最小限の部分石で舗装したものにする

- 区画内道路の地表固有値 :0.1-→0.4
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第 Ⅰ案

____J

地表固有値-0.0 地表固有値-0.1 地表固有値-0.6 面積合計 単位面積当たり環境保全機能

面積 (ha) 1.31 3.23 4.27 8.81 0.328

内訳 団地の建物1.12ha 駐車場1,74ha 全面積から建物､駐車場､

地表固有値-0.0 地表固有値-0.1 地表固有値-0.6 面積合計 単位面積当たり環境保全機能

面積 (ha) 0.838 3.23 4.74 8.81 0.360

内訳 団地の建物0,648ha 駐車場1.74ha 全面積から建物､駐車場､

地表固有値-0.0 地表固有値-0.1 地表固有値-0.6 面積合計 単位面積当たり環境保全機能

面積 (ha) 1.14 3.23 4.44 8.81 0.339

内訳 団地の建物0.95ha 駐車場1,74ha 全面積から建物､駐車場､

図5-8 建て替え計画案ごとの環境保全機能の算出
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図5-9 各計画案の補償措置後の環境保全機能

また､地表固有値の値が大きいオープンスペースを広くとることができると､環境保全機能は保全される

ということになるが､これは一見すると､住宅棟をより高層化するほど､建築面積が減少し､環境保全機能

は確保されると思われる｡そこで､A地区内の住宅棟を全て同じ階数とすることと仮定し､住宅棟の階数と､

環境保全機能の値の対応を､図5-10に示した｡

住宅棟の階数をⅩとし､建築面積をBとすると､Bx-8.93となる｡従って､

B-8.93/ x ･･･････く1'

となる0-万､地表固有値が0.0､0.1､0.6となる土地の面積をそれぞれSl､S2､S3とすると､

S1-B+0.19

S2-1.74+1.49-3.23

S3-8.81- (S1+S2)-8.81- (B+0.19+3.23)-5.39-B

となり､従ってこのときの単位面積当たりの環境保全機能の値Zとすると､

Z- (0.os1+0.1S2+0.6S3)/8.81

- (0.1X3.23+0.6 (5.39-B))/8.81

-0.404-0.0681B ･･･････く2〉

となる｡<2>式に<1>を代入すると､

Z-0.404-0.608/ ×

となるoこれをグラフに示したものが図4-4-5である｡さらに､駐車場を2層にした場合には､駐車場

は､建物の一種となるため､地表固有値).0の土地に含まれるようになる｡従って､

s1-B+0.19+1.74×1/2-B+1.06

S2-1.49

S3-8.81- (Sl+S2)-6.26-B

となり､同様にして､
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Z-0.443-0.608/x

となる｡これも図5110に示した｡
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図5-10 階数と環境保全機能の関係

これらのグラフからわかるように､階数が増すほど環境保全機能は増すものの､より高層になるほど､増

加率は緩やかになる｡従って､高層化することによる環境保全機能の増加は､5-10階程度までが効果的

であるとみなすことができ､それ以上は､補償措置の導入のほうが効果的であると考えることが出来るO

5-5 本章のまとめと考察

(1) 景域変化の評価方法に関する考察

農村景域は､土地利用のまとまりとほぼ対応するサブシステム､サブシステムを構成する空間単位の構成

によってその特徴をとらえることができる｡そこで本章では､サブシステムを構成する空間単位として土地

利用と土地形状の対応による分類を用いて､景域環境体ユニットを設定し､それらの配置関係､環境保全機

能の増減によって､土地利用の変更を評価する方法を試行した｡

市街化進行地域における土地利用の変更を評価する場合､一般に､林地や農地などの緑地が宅地に変更さ

れる (サブシステムの消失および複数サブシステムの相互の位置関係の変化)､あるいは宅地が別の宅地に

再開発される (単一サブシステム内における景域環境体ユニットの配置の変化)事例が該当するO宅地が別

の宅地になる事例においては､サブシステムの配置の変化と景域環境体ユニットごとの環境保全機能の変化

によって評価し､宅地が別の宅地になる事例においては環境保全機能の変化を主眼にして評価を試みた｡
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宅地においては､普通､土地形状は比較的単純である｡従って､土地形状のみの分類によって環境保全機

能をはかることは､宅地がほとんどを占める場所については､このような方法が適用しやすい｡林地､農地､

水面､その他の緑地が優越する地域におけるより詳しい植生の分析や､ビオトープの評価など､動植物相の

複雑な自然に近い地域においては､より複雑な構成に対応できるような景域環境体ユニットの設定が必要で

ある｡

また､本章においては､環境保全機能を算定する係数として､土地表面の状態に着目した地表固有値をも

ちいたDこれは､とくに市街地においては舗装や建築物に覆われ､環境保全の機能を失っている地表が多い

ことから適していると思われるが､これ以外にも､例えば､緑の容積に注目するなど､環境のどの分野に着

目するかによって､別の係数の設定が考えられるべきである｡地表固有値についても､本章で設定した数値

以外に､新しいタイプの土地形状が兄いだされる場合にはそれに応じた固有値を設定するなどの方法が工夫

されるべきであるo

また､ここで試行した景域評価の方法は､開発事業や土地利用の変更の際の景域変化を評価する方法とし

て用いるほか､ドイツの景域プランにみられるように土地利用計画あるいは環境管理のための計画として､

宅地が備えるべき土地形状の種頬を指定したり,サブシステムの配置関係の維持などの指針 ･指導基準とし

て利用応用する可能性があると考えられる｡

(2) 市街化進行地域における景域保全の課題

津山市の市街化において生じている住宅地開発の評価においては､これが土地利用の変化すなわち､サブ

システムの置き替えとして把握される｡まず､景域環境体ユニットの配置をみると､林地一水系一農地がが

接することによって形成されるシステムが減少する傾向にある｡また､住宅の敷地の広さによって庭の緑化

が進んでいるかどうかによって､環境保全機能評価に相違がみられた｡開発前の土地形状が､樹林または農

地であるため､開発地内だけでもとの環境保全機能を維持することは非常に難しい｡従って､サブシステム

の消失や配置変化を補う形で自然に近い空間を新たに設ける補償措置を､開発地の外であるが同じサブシス

テム内や隣接するサブシステムの内でとる工夫が必要となると考えられる (図5-ll)｡

一方､宅地サブシステム内における建て替え事業である香里ニュータウンの場合は.駐車場や一部の道路 ･

通路などの舗装の工夫などの補償措置によって､従前の環境保全機能は維持が可能である (図5ll)0

また､高層化してオープンスペースを増やすことによって環境保全機能はより大きくなるが､それが効果的

であるのは､香里ニュータウンの建て替え事業においては5-10階程度であり､高層化の効果は､一定の

限界がある｡

香里ニュータウンの事例においては､植え込みや植栽がある芝生の草地を､一般の芝生の草地と同等にあ

つかっているが､これについても､ビオトープとしての評価､緑の容積の観点からみると､決して同等では

なく､異なった重みづけがなされるべきであるO従って､これらの観点から見た別の係数を設定し､地表固

有値による評価と同時に､別の観点からの評価をも行い､複数の観点からの景域変化の評価を行うことがよ

り､望ましいと思われるC
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津 山 市 に お ける住宅地開発

(土地利用変更を伴う新境開発)

サブシステム
の置き換え
1

サブシステム
の配置関係

景域環境体
ユニットの

配置関係
環境保全機能

の維持
1

農村景域の
範Bil内での
補償措置

香里ニ ュ ータウンにおける

建て替え事業
(同一土地利用内での再開発)

宅地サブシステム内での

景域単位の置き換え

1

景域環境体ユニットの配置関係

環境保全機能の維持
1

サブシステムの

範Bil内での補償措置

図 5-11 農村景域の構造からみた景域変化と補償措置
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