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１．はじめに

　街路樹に代表される道路の緑は、沿道環境や景観の
向上をはじめ、歩車分離等による交通安全機能、緑陰
の創出、季節感、心理的やすらぎなど多くの役割を担
っている１）－５）。
　しかし、街路樹の管理においては、街路樹に期待さ
れる機能を低下させるような管理もみられる。例えば、
本来、電線管理者等が鞘管の設置で対応するため、剪
定の必要ない街路樹が架空線を避けて過度に剪定され
ている事例や、剪定を要しない樹種であるナナカマド
やサクラなどが、通行の障害や標識等の視認性の阻害
となっていないにもかかわらず剪定されている事例も
みられる。さらに近年、維持管理コストの縮減が求め
られ、剪定回数を減らすために過度な剪定が実施され
るなど街路樹は厳しい状況に置かれている（図－１）。
　こうした剪定は、景観機能をはじめとする街路樹の
機能の喪失だけでなく、樹勢の衰退や枯死を招く原因
ともなり、コスト縮減が求められている状況において、
維持管理費の増大に繋がる。一方、街路樹は限られた
空間に植栽されるため、大半の樹木が何らかの剪定を
必要とされる場合が多いことから、街路樹の機能を保
持し、発揮させるためには、管理目標となる樹形を設
定し、剪定により適切な樹形を維持していくことが有
効となる。

　そこで本稿では、街路景観の主要な構成要素となる
街路樹の機能を維持、保全しつつ、効率的で適切な剪
定による管理方法を検討するための基礎資料を得るこ
とを目的に実施した、街路樹の管理状態と景観機能の
評価に関する印象評価実験の結果および、その考察に
ついて報告する。

２．街路樹の現状と課題

２．１　道路緑化の機能と現状

　近年、良好な景観形成や地球温暖化対策、ヒートア
イランド現象の抑制等の環境保全のため道路空間の緑
化が求められている６）－９）。道路緑化には大きく分類し
て図－２に示すような多様な機能があり、これらの機
能が総合的に発揮されることが必要とされる。このう
ち主要な機能の一つである景観向上機能においては、
多くの道路施設の中で街路樹の担う役割が大きく、そ
の街の印象となる道路景観の創出に大きく影響する（図

－３）。

図－１　街路樹管理の現状と課題

左／過度な剪定をされた街路樹、中央／架空線を避けて剪定さ
れた街路樹、右／鞘管の設置状況　　　　　　　　　　　　　

図－２　「道路緑化技術基準同解説１）」に示されてい

る道路緑化の機能　　　　　　　　
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図－３　街路樹が生み出す良好な道路景観

図－４　必要以上に強く剪定され街路樹本来の機能が

発揮されていない例　　　　　　　

　しかし、美しい道路景観が存在する一方で、枝葉を
伸ばす十分な空間があるにもかかわらず、極端に切り
詰められている状態もみられる（図－４）。これは、沿
道住民からの日照阻害や落葉等に対する苦情の他、道
路管理者の樹木に対する十分な知識の不足、剪定業者
の技術力不足、また、管理費縮減等の厳しい現状から、
過度な剪定が行われていることなどが考えられる５）10）。
こうした現状は市民の関心となり、度々報道され、街
路樹管理のあり方が地域から問われている。
　不適切な剪定が行われた街路樹では、総合的かつ十
分な機能の発揮が望めない。そのため、美しい街路樹
がいかに道路景観を向上させ、街の賑わいを生み出し、
環境を保全するかについて道路管理者や剪定業者だけ
でなく、住民の理解も得ることが必要である。

２．２　街路樹管理の課題

　街路樹の管理は、剪定費用や健全な樹勢を考えるの
であれば、枝葉を自然のまま伸ばす無剪定での管理が
望ましいが、限られた空間に植栽される街路樹の多く
は、少なからず剪定による管理が必要である。したが
って街路樹の機能を保持し、発揮させるためには、適
切な樹形や剪定量を踏まえた剪定を行うことが重要と
なる。
　しかし、現状の道路においては、剪定により大きく
樹形が崩れ、乱れている街路樹が多くみられる。その
要因として、（社）日本造園建設業協会の「街路樹の樹
形悪化に関するアンケート」（2005年３月）では、“沿
道住民からのクレーム”、“剪定技術上の問題”に次い

で、“剪定の出来映えの評価が不適切”、“監督員の無
理解”といった管理上の問題があげられている５）。
　樹木に対する専門的な知識を有する道路管理者は少
ないため、街路樹を「剪定の有無」で判断し、「剪定
の適切さ」での評価はあまり行われていない。そのた
め、剪定の度合いが少ない場合は手直しを求められる
可能性があることから、手直しを避けて切り過ぎが多
くなる状況も指摘されている５）。このような現状から、
道路管理者が簡易に評価できる管理目標樹形を設定す
ることが望まれる。
　街路樹が目標樹形で管理されることで、より緑豊か
で快適な道路空間が創出されると考えられる。美しい
街路樹や住民に親しまれる街路樹のある街は、街路樹
を含めた周囲の景観も美しい場合が多いとされ５）11）、
主な視点場である道路からの美しい景観を創出するた
めに、街路樹の適切な管理がいかに重要であるかを理
解し、実行することが求められている。

３．被験者実験の概要

　現状の道路において、街路樹の量や管理状態が景観
にどのような影響を与えるか調査するため、街路空間
の写真を用いてSD法（Semantic differential technique）
による印象評価実験を行った。実験の実施にあたって
は、自動車に乗車、または歩道を歩行している状況を
設定した80枚の写真を大型スクリーンに投影し、配布
した調査票に回答を求めた。
　なお、SD法とは、事物の印象を定量的に把握する
手法である。反対の意味を持つ形容詞または形容動詞
の間にスケールを配し、被験者は対象の印象のどちら
の形容詞（形容動詞）に近いかをその程度を含めてスケ
ール上に印をつけ表現する12）。景観の印象を評価する
ために多く用いられる手法であり、本実験においても
適用した。

３．１　被験者実験の条件および被験者の属性

　本実験は、平成25年12月20日に寒地土木研究所（札
幌市）内で実施した。実験状況を図－５に、実験条件
を表－１に示す。被験者の属性は女性17名、男性が13
名と女性が多く、年代別では60代の回答者が３名とや
や少ない構成であった（図－６）。
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３．２　投影写真の構図

　実験に使用した写真は、一般に美しいといわれる黄
金比（1：1.618）とし、表－２の自動車の運転者視点お
よび歩行者視点の４つの構図とした。

３．３　形容詞対の設定

　本実験では先行研究13）を参照して１枚の写真につき、
表－３に示す13個の形容詞対を設定し、どちらの印象
がより強いか評価してもらった。
　用いた形容詞対は「美しい－美しくない」といった
一方を否定するもの、「緑の少ない－緑の多い」のよ
うな程度の差を示すもの、また「にぎやかな－静かな」
のような異なる形容表現とし、快適性、空間、個性、
デザイン性について、最初に見た印象を被験者の主観
で判断を求めた。
　調査票の作成にあたっては、中央値への集中を避け

表－３　形容詞対の設定

表－２　被験者実験に用いた投影写真の構図

図－５　スクリーンを使った被験者実験の様子

表－１　被験者実験の条件

るため６段階評価とし、片方に形容詞対の好印象、ま
たは悪印象が偏らぬようランダムに配置した。さらに、
形容詞対の意味が理解できない、あるいは写真の印象
として適切な表現でない場合を想定し、「わからない」
を選択肢として設けた。ここでの「わからない」は、
提示した形容詞の重みを付けることのできない「どち
らでもない」ではなく、あくまでその写真を評価でき
ない形容表現である場合に選択するものとした。
　実験に用いた調査票の例を図－７に示す。

図－６　被験者の属性

左／性別、右／年代別
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３．４　投影写真の提示方法

　写真の投影は、可能な限り自動車の運転者および歩
行者視点を再現するため、スクリーンと中央の被験者
の距離を2.5m とし、スクリーンを中心に僅かに弧を
描くように被験者を配置した。
　写真の提示順は、運転時および歩行時の場面別にラ
ンダムとし、提示時間は１枚あたり、回答時間を合わ
せ１分程度とした。なお、調査票に掲載された写真で
評価されないよう、これを小さくし（図－７）、スクリ
ーンに投影された写真を見て直感的に回答するように
促した。
　実験にあたっては、事前に街路樹が道路景観に与え
る影響について調査するものである主旨を伝えた。た
だし、各写真の評価の際には、街路樹だけに注目する
のではなく、街路全体の印象を評価し、空の評価（青
空であるから良い、空の割合が多いから良い等）は行
わないよう求めた。

４．印象評価実験の結果

　実験結果は、各写真について SD評価結果の平均値
や標準偏差等により整理した。図－８に整理例を示す。
なお、この図は、自動車からの視点（構図A）において、
「緑が多い」「美しい」「調和のとれた」「雰囲気のある」
「好き」「通ってみたい」「安心」の項目で最も評価が
高かった写真である。

４．１　緑量と「好き－嫌い」の関係

　“好き嫌い”という概念は、ある種の総合的評価の
指標とも考えられ、直感的で素直な評価ともいえる。
こうした“好き嫌い”を測定することは大きな意味を
持つと考えられており14）、既往の SD法による調査で

図－９　「好き－嫌い」「美しい－美しくない」と評価

　された上位および下位の写真（構図 A）

図－８　実験結果の整理例（構図 A）

図－７　調査票の例
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４．２　管理状態と評価の関係

　形容詞対「手が入っている－手が入っていない」は、
人工的か自然かを問うものではなく、管理が行き届い
た印象があるか否かを尋ねたものである。この形容詞
対は街路全体の印象について回答を求めたものである
が、路面の状態は評価に含めないよう事前に伝えてあ
る。図－12は、街路の管理状態と「好き－嫌い」「そ
ばに住みたい－住みたくない」「通ってみたい（歩きた
い）－通りたくない（歩きたくない）」「洗練された－野
暮な」の各形容詞対との関係を図示したものである。
管理が行き届いている印象が強いほど「好き」と評価
され、「洗練された」イメージとなる傾向がみられた。
また、管理が行き届いた印象がある街路は、「そばに
住みたい」「通ってみたい（歩きたい）」と回答する傾
向もみられ、街の賑わいに繋がる可能性が窺えた。

の使用事例も少なくない。そこで、印象評価に用いた
形容詞対のうち「好き－嫌い」および「美しい－美し
くない」「緑の多い－緑の少ない」の３つに着目し、
関係を調べた。その結果、緑量が多い方が「好き」「美
しい」と評価される傾向がみられた。図－９に構図
Aの「好き－嫌い」および「美しい－美しくない」と
評価された上位および下位の写真を示す。「好き－嫌
い」と「美しい－美しくない」は、高い相関があり、
ほぼ同一の傾向を示した。
　図－10は各構図における「緑量」と「好き－嫌い」
および「美しい－美しくない」の関係を示したもので
ある。いずれの構図においても高い相関が確認される
が、歩行者視点（構図 B, C, D：図－10中、下）におい
ては、自動車からの視点（構図A：図－10上）に比べ、
ばらつきが大きく表れており、歩行者視点の場合、緑
量以外の因子（沿道の建物や看板など）に強く影響され
るためと推察される（図－11）。

図－10　緑量と「好き－嫌い」および「美しい－美し

くない」の関係　　　　　　　　　
図－12　街路の管理状態と４つの形容詞対との関係

（全構図）　　　　　　　　　　　

図－11　沿道の建物や看板、電柱などが評価に影響を

及ぼしていると考えられる例　　　
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６．まとめ

　街路樹の機能を維持、保全しつつ、効率的で適切な
剪定による管理を検討するための基礎資料として、評
価の高い街路の構成要素や、街路樹の管理状態と評価
の関係を明らかにするため、印象評価実験を行った。
　その結果、緑量が多く、管理の行き届いた街路樹の
ある街路空間では好印象となる傾向がみられた。また、
街路樹の管理状態に着目すると、街路樹のない街路空

５．街路樹の樹形に着目した分析

　本実験の結果から街路樹の管理状態が街路景観の評
価に影響すると推察された。そこで、街路樹の管理状
態の異なる道路景観について、自動車から進行方向を
眺める視点（A構図）のフォトモンタージュの比較を
行った。
　比較対象は、街路樹のない道路（図－15の写真①）、
強剪定された街路樹のある道路（図－15の写真②）、街
路樹が自然樹形に近い状態に管理された道路（図－15

の写真③）の３種類である。印象評価の結果を図－15

下に示す。街路樹のない道路（写真①）と強剪定された
街路樹のある道路（写真②）では、殆ど同一印象であり、
「美しくない」「そばに住みたくない」「嫌い」と否定

的な評価の傾向が強い。
　一方で、自然樹形に近い状態に管理された街路樹の
ある道路（写真③）では、街路樹がない、あるいは強剪
定された街路樹のある道路に比べ、「美しい」「そばに
住みたい」「好き」といった肯定的な評価の傾向が強
く表れ、その他、空間、個性、デザイン性、安心・安
全のすべてにおいても好意的な印象へと変化が確認さ
れた。
　これらの結果から街路空間においては、樹形の美し
い街路樹が存在することで、より評価の高い空間へと
変化させることが可能である。一方で、過度に剪定さ
れた街路樹が存在しても評価は街路樹がない状態と同
じであり、景観向上等の機能の発揮は望めないと考え
られる。

　街路の管理状態の印象を決めるのは、街路樹だけで
はないが、評価に影響を与える主な要因の一つと考え
られる。そこで街路樹の管理状態に着目した。図－13

は、構図Dにおける樹木の管理状態が異なる２枚の
写真である。図－13左も評価は決して高いわけではな
いが、図－13右はほぼ全ての項目においてより評価が
低い。また、図－14左は最も「手が入っている」、図

－14右は最も「手が入っていない」と評価された写真
（構図A）である。図－14左は全体的に高評価であり、
図－14右は低評価である。これらの結果から樹木の管
理状態が街路全体の印象評価に影響しているものと考
えられる。

図－13　街路樹の管理状態が異なる写真（構図 D）

図－15　街路樹の樹形の違いによる評価の比較

図－14　「手が入っている－手が入っていない」の評

価例　　　　　　　　　　　　　

左／最も「手が入っている」と評価された写真（構図A、
フォトモンタージュ）、右／最も「手が入っていない」
と評価された写真（構図A）
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間は評価の低い傾向にあるが、樹形が整えられた街路
樹が存在することで好ましい印象へと変化し、過度な
剪定を行った街路樹が存在する場合は街路樹がない場
合と印象評価に殆ど変化は生じなかった。
　このように街路樹は、景観機能を保持した管理が望
まれている。そのためには、一部の自治体で導入され
ている樹形による管理が有効といえる。
　今後はさらに街路樹の管理状態に着目し、剪定状態
が景観に与える影響について、フォトモンタージュ写
真や動画を用いて被験者実験を行い、街路樹の適切な
剪定方法や管理目標樹形について検討を行う予定であ
る。そして、これらの結果が今後の道路の景観向上と
維持管理の両立に繋がることを期待したい。
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