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１．はじめに

　道路空間において街路樹は、図－1のように沿道環
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、季節感の演出、心理的やすらぎの
創出など多くの機能を有しており1）－5）、これらの機能
が総合的に発揮されることが必要となる。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を創出する（写真－1）。
　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
いわれ5）6）、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。

写真－1　街路樹の機能が適切に発揮されている

美しい街路樹景観の事例 　

写真－2　街路樹管理の現状

図－1　道路緑化の機能1）

樹形管理がされた美しい街路樹

架空線を避けせん定された

街路樹　　　　　　　　　

架空線を巻き込んだ

美しい街路樹

極端に切り詰められた街路樹

　しかし近年、台風や爆弾低気圧等の強風を伴う自然
災害による倒木が報道されている。また、一部には沿
道住民から落ち葉が歩道に溜まることなどで敬遠さ
れ、道路管理者への苦情に繋がっている。それに加え
街路樹の管理では、維持管理コストの縮減が求められ、
せん定回数を減らすために過度なせん定が実施される
事例も少なくない。また本来、電線管理者等が鞘管の
設置で対応するため、せん定の必要がない街路樹が架
空線を避けてせん定されている事例（写真－2 左）や、
せん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
いにもかかわらず過度なせん定がされている事例もみ
られる11）。
　このような過度なせん定方法は、景観機能等の街路
樹の機能の喪失だけでなく、樹勢の衰退や枯死を招く
原因ともなる。しかし、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せん定を必要とさ
れる場合が多い。そのため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、せ
ん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、北海道で植栽されている街路にお
ける景観の主要な街路樹の道路緑化機能を維持する、
効果的でかつ道路管理者が簡易にせん定の適切性を判
定する指標について整理を行ったので、その報告を行
う。
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２．街路樹の現状と課題

　道路空間において美しい街路樹は地域の価値を高め
る効果が期待できるが、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（写真－2 右）。これは、沿道住民からの日照阻
害や落葉等に対する苦情、過度なせん定がなされるこ
とで景観の悪化による苦情、道路管理者の樹木に対す
る認識不足、予算縮減による不十分な管理などが原因
と考えられる5）8）。
　そこで、街路樹の維持管理の現状を把握するために、
実際に街路樹のせん定に携わっている事業者に街路樹
の維持管理に関するアンケート調査（表－1）を実施し
た結果、街路樹のせん定は、夏と秋の年1～ 2回実施
しているが、せん定頻度が減少しているため強せん定
をしているということが挙げられた。
　強せん定を行うことのメリットとして、「せん定頻度
を減らすことができ、沿道住民や道路利用者からの苦
情が減る」との回答を得た（図－2）。反面、強せん定を
行うことのデメリットとしては、「街路樹の樹勢が落
ちたり、せん定コストが上がる」との回答も得ている
（図－3）。
　これらのアンケート結果から、せん定事業者の多く
は強せん定によるデメリットを認識しつつも、地域住
民などからの苦情への対応として、強せん定を行って
いるという回答を得た。
　このような過度なせん定がされた街路樹では、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住民の理解を得る必要があ
る。
　また、街路樹の管理費用や樹木の樹勢を考慮すると、
枝葉は自然樹形を生かした無せん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
なからずせん定による管理が必要となる。
　そこで樹形管理の有効性についても尋ねたところ、
樹形管理方法が確立し、それを実行することで樹勢が
上がり、せん定の作業手間が減るということが挙げら
れた（図－4）。
　このことから、街路樹の機能を保持し、発揮させる
ためには、適切なせん定により良好な樹形を形成する
ことが重要であることを、せん定に携わっている事業
者も認識していることを確認した。
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表－1　街路樹の維持管理に関するアンケート調査概要

図－2　強せん定によるメリット

図－3　強せん定によるデメリット

図－4　樹形管理の有効性
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表－2　被験者実験の属性

表－3　投影写真の樹種毎の樹冠の設定

表－4　形容詞対の設定

写真－3　スクリーンを使った被験者実験の様子

図－5　被験者実験に用いた投影写真の構図例

３．街路樹の印象実験について

　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。

３．１　被験者実験の概要

　本実験は、平成27年2月および平成28年2月に寒地土
木研究所（札幌市）内で実施した。実験サンプルの提示
は、写真をスクリーンに投影する方法で行った。実験
属性を表－2に示す。

３．２　投影写真の構図と提示方法

　可能な限り自動車の運転者視点を再現するため、視
野角60°になるように、スクリーンと中央の被験者を
距離を2.5m としスクリーンを中心に弧を描くように
一列に被験者を配置した（写真－3）。
　回答時間を合わせるため、投影写真の提示時間は、
1枚あたり１分程度とし、調査票に掲載された写真で
はなく、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。なお、構図は自動車の運転者
の視点として道路進行方向を眺めるものとした。実験
の写真は、図－5および表－3に示すように、6種類の
樹種に対しフォトモンタージュにより樹形の管理状態
や樹形を変えた計44枚を使用した。また、写真の提示
順はバイアスを極力避けるためランダムに提示した。
　また、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旨を伝え
た。ただし、評価の際には、街路樹だけに注目するの
ではなく、街路全体の印象についての評価をお願いし
た。

３．３　形容詞対の設定

　本実験では１枚の写真につき、表－4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9）。実際に用いた形容詞対は「美しい－美し
くない」といった一方を否定するものだけでなく、「豊
かな－貧弱な」のような程度の差を示すもの、また「自
然な－人工的な」のような地域性・個性の違いを示す
ものとした。
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図－6　印象評価の散布図

図－7　緑視率の算定方法

図－8　緑視率算定のための測定例

３．４　印象評価実験の結果

　全写真について快適性（好き／嫌い）と豊かさ因子
（こじんまりした／堂々とした）の評価（スコア）を比較
するために、図－6の散布図に示した。
　実験結果から、豊かさ（こじんまりした／堂々とし
た）と快適性（好き／嫌い）に着目して、管理状態と評
価との関係を整理すると図－6に示す結果が得られた。
この散布図からは、概ね強せん定や、弱せん定でも樹
冠が小さいものなど、緑量が少ないケースでは、評価
が下がる傾向がみられた。

４．緑視率と印象評価の関連性

　印象評価実験で使用する構図の緑量を定量的に捉え
ることを目的として、緑視率を用いて各構図の緑量を
算定し印象実験との関係を確認した。

４．１　緑視率とは

　緑視率とは、直接視覚で認識できる樹木（幹、枝な
ども含む）や草地、壁面緑化、芝生などの緑を対象と
して、人の視界における緑、すなわち撮影範囲の道路
空間に対する緑の視覚的なボリュームの割合を算出し
たものである（図－7）。
　印象評価実験で使用した投影写真を画像処理ソフト
を用いて図－8のように2階調化し、緑の部分（黒色領
域）とその他の領域（白色領域）の比率を算出した。

４．２　緑視率と印象評価の関連性について

　緑視率と投影写真の印象評価との関連を確認するた
め、縦軸に快適性（好き／嫌い）をとり、横軸に緑視率
をおいた散布図を作成した（図－9）。
　この結果から、緑視率が高いほど、快適性の評価も
高くなる傾向にあることを確認した。
　因みに“好き嫌い”という概念は、日常生活をはじ
めとして、対人関係、経済活動、政策決定に大きな影
響を与えるものであり、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10）、既往の SD法による調査での使用事
例も少なくない。
　次に、快適性「好き／嫌い」の評価のピークおよび
評価の正負が入れ替わる閾値に対する緑視率の範囲に
ついて確認した。ここでは図－9のとおり多項式近似（2
次式）を用いて検証した。緑視率は、15 ～ 20％で快適
性のピークを示し、緑視率が20％を超えると、逆に評

価が下がる傾向が見られた。また、緑視率5～ 10％以
下で快適性の評価が負になることを確認した。各範囲
に該当するフォトモンタージュは図－10のとおりとな
った。
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高・枝張り比の目安が、樹種タイプ別に図－11のとお
り整理されている4）。この目安を参考に図－12に基づ
いて樹高・枝張り比を算出することで、樹種と樹高ご
とに有効な枝張りの程度を算出することができる。

５．街路樹の樹形管理の考え方

５．１　望ましい樹高と枝張りの関係

　街路樹による印象の評価や緑視率の関連性に関する
検証から、適切な緑視率となるように樹種に合わせた
樹形管理が必要であることを確認した。
　現在道路で利用されている街路樹では、望ましい樹

²

2

6)

図－9　快適性の印象評価と緑視率に関する範囲

図－10　快適性の印象評価と緑化率に関する投影写真

図－12　樹高・枝張り比の算出方法4）

図－11　樹形タイプ別望ましい樹高・枝張り比4）
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道路空間における街路樹の景観機能が守られることを
確認した。
　本研究にて、樹種ごとに望ましい樹形があることや
道路空間の景観に良い影響を与える樹形管理の考え方
を示した。この結果は、北海道開発局、北海道、札幌
市、東日本高速道路株式会社などの道路行政担当者や
有識者からなる「北海道の道路緑化指針（案）」7）の改
訂検討会で改訂項目として取り上げられるとともに、
「北海道の道路緑化指針（案）」の改訂に反映され公表
された。
　今後は道路緑化の設計、施工、管理において、道路
行政担当者や設計コンサルタントおよび道路緑化に携
わる事業者などに活用されることを期待する。
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５．２　北海道の道路緑化指針（案）への提案

　本研究で得られた成果である望ましい樹高・枝張り
比の最良値について提案した。
　具体的には、幅値として示されている望ましい樹高・
枝張り比について、景観機能上最も有効な維持管理目
標値は、緑視率と印象評価実験の結果から、緑量が多
すぎても評価が下がり、図－11の中間値で最も良い評
価となる傾向がみられることを確認した。
　この成果は改訂の際に、「北海道の道路緑化指針（案）
第5章施工・管理」で反映された（図－13）。

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
せん定による管理方法を検討するための基礎資料とし
て、快適性に関する評価の高い街路樹の管理状態を明
らかにするため、緑のボリュームと印象評価の関連を
検証した。
　主な結果は以下の通りである。
・緑量が多い街路樹がある街路空間では好印象となる
傾向がみられた。
・しかし、緑量が多い場合でも好評価に緑視率のピー
ク値（15 ～ 20％）が存在し、緑量がそれ以上になる
と逆に評価が下がる傾向があることを確認した。
・また、緑量が少ない場合は評価の正負の転換点とな
る緑視率の値（5～ 10％）があることも確認した。
　このことから、樹種と樹高や枝張りなどの生育状態
ごとに、適正なせん定を行い樹形管理を行うことが必
要であるとともに、過度なせん定を行わないことで、

図－13　今回改訂を行った北海道の道路緑化指針（案）
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