
表1 仙台地区モデル調査成異国の全体構成と利活用例  

調査項 目  表現しようする環境要素  主な成果図   成 果 図 の 利 活 用 例   

1）気温と植物季節  より体感的な暖かさ、寒さ  植物季節気候環境図   

2）土地の潜在的  土地の潜在的乾湿区  各種成果図  

乾湿区分   植生への影響  分図   

空気、地表面の乾湿  

3）土地被覆   空気、地表面の乾湿  土地被覆分類図  
幅射熟、緑の量  土地被覆分類解析図  
雨水流出  （都市化量、緑量、  各種成果図の組合せ  

風の通りやすさ（粗度）  水量）   

4）リモートセンシ  画素内緑被率及び細  
ング応用調査   排熱の状況  分類縁故分布図  

トトアイランドポテンシャル  トトアイランドポテンシャル図  都市化の深度図  
住環境分級図  
産業立地分級図   

5）年降水量平年値  雨   年降水量分布図  緑被分級図  

6）地表風の特性  風向・風速ベクトル  その他の条件 
（気流の数値シミュレ   及び気温分布図   

ーション）   清浄な空気の供給   広瀬通り付近風向・  
風速ベクトル図   （利用例）  

夏期の1日の海風の   土地利用計画、都市施設配置計画、住宅  

吹く時刻図   団地計画、工場誘致計画、緑地計画など  
●■●   

7）水文環境   植生への影響  比流量及び導電率分  

良好な水辺環境  布図  
水質汚商、臭気  河川水水質分類図  
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植物季節気候環境図  

圏震嚢が早い   
－2．5日以下  

田やや早い   
－2．5～0日  

□やや遅い   
0～＋2．5日  

匿遜遅い   
＋2．5～＋5．0日  

国非常に遅い   
＋5．0田以上  
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土地］責境モデル事業「仙台地区」  

土地の潜在的乾湿区分図  
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土地環境モデル事業「仙台地区」  

土地被覆分類解析図  

都市化量  

啓置換間閑tま、】．000   

この膠折Ⅰヨ忘、土地遊牧£暫隠宅もと⊂して、  

認の手立て作成した・bのてある．  

0 田上】平方中旬こ、モの陣門のr水J亡¢D   

る竣軍チーク（寵瑠／Fl川l）喝のウェイト℡ら、   

迫虚空塔出する．  

0 犀出とれた】逸足琶因上】平方qの中心拉致の   

冤亡（DT協とし、琴塵取雪由勘種畜亡甘と．   

1：5玖戒佗闇  
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土地環境モデル事業「仙台地区」  

土地被覆分類解析国  

緑量  

啓盈奴間隔は、3．000   

この屏折包個、土地劇牒ほ川緋鋸計らと⊂して、  

よのチ立て作劇した匂のてある．  

0 空】上】平方日毎に、モの障内のr勘⊂広口   

る披電テ一夕（西野／pll■り喝のつエイト℡う、   

始盈宅露出する．  

0 露出これ七地史モ母上l平方ウの中心乾℡の   

芯亡（0†叩とし、啓旦岨蟹缶勤路面こせモ．  
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土地環境モデル事業「仙台地区」  

土地被覆分類解析図  

水量  

啓蟄凌間隔は、1．000   

この好鎖国抜、土地捻夜分鞄句をもと⊂して、  

，大の字泣て作喧し二巳ものてある．  

D 田上1平方一喝⊂、モ¢静内の「償市化jIこ   

傷むる披哩チ一夕（畜愈／p】▲●l）喝のウェイト   

分う、独立竜野出する．  

0 犀出これた隆史モ雪上1平方ロの中心立正①   

布こゆTWとし、噂見境菅℡勤惰革亡電た．   

1：5玖沌佗佗  
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平成6年度土地環境モデル峯莫  

仙台地域モデル調査成果図   
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【：50．000地方き田 N、j－S小㍉三巨」  

せんだい  （血合3号）  
一 」  

〔：コ   イ山  夏期の1日の  

海風の吹く時刻  
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平成6年度土地環境モデル審集  

仙台地域モデル調査成果図   
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比流露及び導電率分布図   

比流量  
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0地形周 土地環境モデル事業「仙台地区」   
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凡   例   

閻 フジタイーワブコつソ寧異  

コ ＝γう辞異  

題 シイ▲刀シ謂芳声  

詔 アワニーシラ刀シ辟葛  

＿⊥ アズマネプ7－スス手許異  

」スス＝－ティつ軍馬  

‾一 考調確這㌍雪  

忽 三シフラス  

溺 マッ憎杯  （ア刀マ 

■ニ‥ ブコマッ・アイプニ丁ッ確林：  

スギ・⊂ノ＝・ナウラ櫓市  

1T叩   
（≡つノつテ？・マタ丁・ハテワぢと〕  

溺 薄宗罫智慧二アシ忘と）  

3一 言遡・頚項一文芸界  

‾j 溜巧箱屋群渚こシコザフラス）  

園 オオアレチノギクーヒメ山刀ショ苦手詳写   
（ヒメム乃ショ空事一打オアレチノゴク詳澤  休稀玉   

（瑠窄柁詳馬ぶと）   

二
 
り
 
 

つ質還顎（人工雷電）  

ゴルフ場（人工三璽屯）  

不日花笠詳習  

▲了1年稀忘確空辟渾  

‾ 
l市街屯  

遜r 盟の多い∈≡巧（公選卜忍選書）  

匿 工囁軍琴  

瑠 湿成巧（人コ環童）  

＿ 開成水軍  
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植生図  

平成6年度土地環境モデル事業  

千葉西部地区モデル調査成果図   
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