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樹林景観に関する既往知見を活用した河道内樹林伐採手法の検討
Consideration of Riparian Forest Cutting Method Based on
Past Studies on Forest Landscapes
岩田

圭佑

松田

泰明

柏谷

和久

IWATA Keisuke，MATSUDA Yasuaki and KASHIWAYA Kazuhisa

河道内樹林の維持管理においては、河川の流下能力阻害や巡視活動の支障を防ぐ目的で“皆伐”
（対象地全ての
樹林伐採）が行われる事例も少なくない。一方、皆伐は景観や生態系に与える負荷や、伐採後の萌芽と再繁茂によ
り、結果的に治水、生態系、景観の各機能の持続可能性を低下させるなどの課題がある。そのため近年では、治水
上の支障が小さいことを前提に、景観や生態系に与える負荷を減じ良好な樹林環境への更新を目指した伐採事例も
みられ、管理者が目標とする河道内樹林の姿を共有して持続的に維持管理するための参考となる技術資料が求めら
れている。
本研究では、樹林景観に関する既往の知見を河道内樹林の伐採へ適用する可能性や方法を考察することを目的と
して、樹林景観に関する既往研究から、樹林景観の印象を構成する評価軸と、樹木・樹林の物理的特徴の関係を分
析した。
《キーワード：河道内樹林；伐採；景観；既往文献調査》
When riparian woods need to be removed for flood control or river patrol, it is often the case that all the
trees in the subject area are felled. However, clear cutting of riparian forests has some problems of landscape,
ecosystem and nearly simultaneous re-growing of the trees from the roots and stumps. In recent years, with the
premise of creating small obstructions in flood control, technological knowledge, which contributes to reducing
the load on the riparian landscape and ecosystem and promotes a good forest environment, has been called for.
Knowledge about the landscape impacts of various techniques for removing riparian woods from river channels
should be modeled so that to evaluate these techniques. However, accumulation of knowledge and insufficient
parts are not systematized between wood landscape and river landscape. This study aims at presenting some
physical indicators that contribute to the enhancement of the forest landscape and the possibilities for applying
qualitative knowledge to cutting riparian forests. To this end, we collected 69 papers on forest landscapes and
analyzed them. Through the analysis, we extracted indicators and findings related to the tree height, age and
type; the spaces between trees and tree density; the degree of coverage of the forest floor and grass height; and
the viewpoint field.
《Keywords：riparian woods；removing；landscape；paper survey》
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データベースJ-stageおよびCiniiを利用し、「景観」
「樹

１．はじめに

林」
「評価」のキーワード検索を行い69編の論文を収
１．１

集した。本研究ではその中から、SD法や写真投影法

背景と目的

河道内樹林の維持管理においては、河川の流下能力

などの評価手法を用いて、樹木・樹林を含む景観の印

阻害や巡視活動の支障を防ぐ目的で“皆伐”
（対象地

象評価を実施し、景観の評価軸や、樹木・樹林の特徴

全ての樹林伐採）が行われる事例も少なくない。一方

が評価にどのような影響を与えるかを示している18

で、皆伐は景観や生態系に与える負荷が大きいほか、

編4)－21)を分析対象とした。収集した文献は、公園やオ

伐採後の樹木の根や株から一斉に再萌芽し繁茂するこ

ープンスペースの林外景観（林外を視点とした景観）

とで、結果的に治水、生態系、景観の各機能の持続可

を分析対象とした研究と、森林の林内景観（林内を視

能性を低下させるなどの課題がある（写真－1）
。

点とした景観）を分析対象とした研究に分けられる。

そのため近年では、治水上の支障が小さいことを前

この分類方法は、土木景観の分野においても、「外部

提として、景観や生態系に与える負荷を減じ、良好な

（視点）景観」
「内部（視点）景観」として定義されて

樹林環境への更新を目指した伐採手法について試験施

いる22）。

工やモニタリング調査も行われている。例えば、樹木

林外景観のイメージ例を写真－4に示す。林外景観

の種類や生育状況、密度を判断材料として、一定の本

は、「近景の樹木・樹林を含んだ眺め（近傍の樹木を

数を間引く伐採手法（以下、間引き伐採）や、特定の

主体とした緑空間など）」と「遠景の樹木・樹林を含

樹木を部分的に保全する伐採手法（以下、樹木の部分

んだ眺め（比較的遠方に樹木・樹林を眺めるような空

的保全）などである （写真－2、3）
。

間など）」に分類される。林外景観の場合、樹木・樹

1）

このような伐採手法により良好な景観や環境を創出

林と利用者の視距離や、樹木の物理的特徴が、利用者

するための考え方は、既に各種手引き2)にも述べられ

の受ける印象や利活用の傾向に影響すると考えられ

ている。しかし、河川管理者や伐採施工業者が、景観に

る。

着目して河道内樹林の伐採と維持管理手法を検討する

一方、林内景観のイメージ例を写真－5に示す。林

際に活用できる具体的な指標や知見が不足している。

内景観では、林外景観と比較して遠景や眺望を得られ

一方で、造園学や森林学の分野では、樹木・樹林を

ないため、特に視点近傍の樹林環境とその見通しが評

含む緑地や森林の景観から人が受ける印象や、そこに

価や利活用に影響すると考えられる。

樹木・樹林が有する物理的特徴がどのように影響を与

以上の観点から、２．では、近景と遠景の樹木・樹

えるのかについて定性的・定量的な知見が蓄積されて

林から利用者が受ける印象の評価軸（２．１、２．２）、

おり、著者ら はそれらの内容について報告している。

樹木・樹林を眺める視距離に応じた利用者の評価や空

そこで本研究では、それら既往研究の知見を河道内

間の利活用傾向の変化（２．３、２．４）、樹高や樹形、

3)

樹林の伐採へ適用することを目的に、緑地や樹林の景

樹齢、樹種、配植などの物理的特徴が利用者の印象評

観評価を行った文献を調査し、樹林景観の印象を構成

価に与える影響（２．５、２．６）について整理し、３．

する評価軸と、樹木・樹林の物理的特徴の関係を分析

でそれらを考慮した伐採手法について考察した。４．

した。

では、林内景観の印象の評価軸（４．１）、林内の物理
的特徴が利用者の印象評価に与える影響（４．２）、物

１．２

理的特徴が利活用傾向に与える影響（４．３）につい

収集した文献の概要

文献は、前出 で調査した日本国内の造園学および
3)

森林学の研究分野を対象とした。オンライン学術論文

写真－1

伐採後再繁茂した河道内樹林
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写真－2

て整理し、５．でそれらを考慮した伐採手法について
考察した。

樹木の部分的保全の事例

写真－3

間引き伐採の事例
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表－1 近傍の樹木・樹林景観の評価軸と評価指標
近傍の樹木・樹林景観の評価軸と評価指標
表－1
三浦・飛岡4)／緑空間の心理的機能と評価法に関する研究

遠景
近景
写真－4 本
 調査で対象とする部分的保全の林外景観のイ
メージ

空間

雰囲気

様 式

活 力

広々とした
雰囲気のある
親しみやすい
明るい
快適な
さわやかな
美しい
開放的な
平面的な
すっきりした
整然とした
軽快な

変化にとんだ
潤いのある
緑が豊かな
調和のとれた
生き生きした
力強い
神聖な

自然的な
洗練された
個性的な

にぎやかな
動的な
伝統的な

三浦・飛岡5)／フォトモンタージュ法による緑空間の評価
空間

雰囲気

様 式

広々とした
雰囲気のある
洗練された
親しみやすい
快適な
さわやかな
美しい
調和のとれた
整然とした
軽快な

変化にとんだ
潤いのある
緑が豊かな
立体感がある
力強い
神聖な

自然的な
個性的な
伝統的な

『空間』
（面的な広がりを基本として、植栽の密度や
大きさ、距離から感じる開放感と配植による美しさか
ら影響を受ける評価）、
『雰囲気』
（緑空間に潤いがあり、
生き生きした、緑の豊かさや力強さから影響を受ける
評価）、『活力』
（いろいろな樹種から構成され、賑や
かな様子から影響を受ける評価）、『様式』
（人工施設
の洗練さや配植のデザイン性、整然さや個性などの空
間の視覚的まとまりに影響を受ける評価）の4つであ
る。
三浦・飛岡 4)が実験に用いた25の評価指標のうち、
12が『空間』、7が『雰囲気』の評価に意味づけを与え、
三浦・飛岡5)が実験に用いた20の評価指標のうち、10
が『空間』、6が『雰囲気』の評価に意味づけを与えて
いる。
写真－5 本調査で対象とする林内景観のイメージ
（上：間引き伐採後の水際の様子 下：間引き伐採後の樹林
や林床の様子）

２．２

遠景の樹木・樹林の評価軸

古谷ら6)、児島ら7)、高橋ら8)は、遠景の樹木・樹林
を含んだ景観の評価軸について分析している。古谷
ら 6)および児島ら 7)は、樹林を含んだ自然景観全体の

２．林外景観に関する既往研究の整理

各要素を対象としており、高橋ら8)は山腹の樹林のみ
を景観要素とした眺望を対象としている。

２．１

近景の樹木・樹林の評価軸

古谷ら6)は、自然景観地における眺望景観の画像を

三浦・飛岡4) 5)は、近傍の樹木・樹林の特性が把握

用いたSD法の被験者実験を実施した。その結果、眺

できる公園などの緑空間の写真画像を用いて、SD法

望景観の評価軸として『好ましさ』
『変化がある』
『力

の被験者実験を実施し、表－1の評価軸を示した。

強さ』
『スケール感』
『自然性』を示している。実験に

4
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用いた26の評価指標のうち、11が『好ましさ』、7が『変
化がある』に意味づけを与えている。
児島ら7)は、一対比較法により評価項目どうしの重
要性を比較した結果、自然景観の好ましさを認識する
評価軸を『美しさ』、『統一感』、『躍動感』、『開放感』、
『自然性』とした場合、『美しさ』と『自然性』が他の
評価軸と比較して重要であるという結果を示した。
高橋ら 8)は、広葉樹林、針葉樹林、分散型混交林、

図－1

樹木との視距離による印象の違い

図－2

樹木との視距離による印象の違い

集中型混交林の山容を眺望する景観を対象とした樹林
イメージの比較を行うことを目的として、画像を用い
たSD法と一対比較法による評価実験を行った。その
結果、評価軸として『親和性』や『整調性』、
『爽快性』、
『活況性』を示した。

示す通り樹林地から10～14m離れた芝生地への入り込
２．３

樹木への視距離と評価軸の関係

み数が多く、樹林地から20m以上離れている芝生地へ

横川ら は、樹木・樹林への視距離の変化に伴う見

の入り込み数は少ないことを示した。また、入り込み

え方や印象の変化点を分析するため現地での被験者実

数が多い芝生地の規模は半径15m（約700㎡）程度で

験を行い、視距離による印象の違いを図－1に示す5つ

あり、広大な芝生広場でも、周囲の樹林から20m程度

に区分した。近傍空間に関連する区分は以下の、①

までの利用頻度が高いという結果を示した。さらに、

360～60ｍ：1本の樹木としては意識されず、樹木を輪

芝生地と樹林地で構成される緑地の入り込み数の分析

郭として判断し、存在の有無が意味を持つ距離、②

から、7割程度の芝生地と3割程度の樹林地で構成され

120～36ｍ：樹木・樹林が『存在感』
（風景の一部から

た緑地は、利用者が利用しやすい空間になることを示

1本の樹木として意識される）を持ち始める距離、③

唆している。なお、これは100㎡あたり、30㎡が樹冠

36～12ｍ：樹木・樹林の『求心性』
（樹木を樹形など

で覆われている（直径5mの樹冠の樹木が約1.5本）状

の全体と葉や枝振りの部分的要素の両面から感じるこ

況である。

9)

とができる）が高まる距離、④12～2ｍ：樹木・樹林
の『迫力』や『親密さ』
（樹形よりも枝葉のつき方や

２．５

近景の樹木の物理的特徴と評価の関係

葉の色彩、光沢など）を感じるようになる距離、⑤2

三浦・飛岡4)の示した評価軸に対して影響度が強く

～0ｍ：樹冠を見上げ、樹形は判断しにくく、枝葉の

表れた物理的特徴を以下に示す。例えば樹種の多様性

細部まで観察できる距離に分類している。

は『活力』に対する影響度が大きく、1種の場合は逆

また三浦・飛岡

は、樹木・樹林への視距離が先

相関が強いものの、2種以上になると相関となり5種以

に示した評価軸にどの程度影響を与えるかを数量化理

上の場合は相関が強い。また、混植（配植）の状況は『雰

論I類で分析し、『雰囲気』の評価軸に対する影響度が

囲気』に対する影響度が大きく、高・中・低樹高の混

大きく、視距離が10m以内の場合は相関が強く、50m

植の場合は相関が強く、中木単独の場合では逆の相関

以上離れた場合は逆の相関が強いことを示した。

が強い。

4) 5)

また他にも、『親密さ』や『木の個性』を最も感じ

加えて三浦・飛岡5)は、樹高は『空間』の評価軸に

るのは20～6mであるとされている。『圧迫感』や『に

影響を与え、特に5m以下の樹高の緑空間は評価が比

ぎやかさ』などの評価軸は、6mよりも近いほど高い

較的低くなる一方、10mを超える樹高では評価が高く

評価を示すことも示されている。

なることを示した。立木密度も『空間』に与える影響
度が大きく、～1本／100㎡の場合は“空間”との相関

２．４

樹木への視距離と利活用の関係

が強く、10本／100㎡の場合は逆の相関が強かった。

吉田ら は、利用者の活動傾向と樹木・樹林との視

これは、２．４で吉田ら10)を引用し示した、樹木・樹

距離の関係について分析するため、都市内森林公園

林が1～1.5本／100㎡程度の密度である空間は利用者

10)

（代々木公園）の芝生地における利用者の入り込み数
と樹林地までの距離を調査した。その結果、図－2に
寒地土木研究所月報

№794

2019年７月

が利用しやすいこととも合致する。
また三浦・飛岡11)、三浦ら12)は、樹木・樹林外観の


5

季節変化や樹勢、樹形、幹、枝葉などの活力度が景観
の印象に与える影響について、画像を用いた一対比較

また、遠景の樹林に対する『親和性』、『整調性』の
評価軸についても同様である。

法やSD法により分析した。その結果、春から夏にか

つまり、写真－4のような河道内樹林の空間を例に

けての活力度が高い樹木や、自然樹形の樹木は総合的

とると、近景では居心地に関する空間的な評価が、遠

な評価が高く、部分的に枯損したり樹形が乱れた樹木

景では美しさや自然性の評価が重要であることがわか

は総合的な評価が低いことを示した。

る。これは、近景では自身の安全性にもつながる居心
地の空間が重要視されることに対して、眺望として眺

２．６

遠景の樹木の物理的特徴と評価の関係

める先の景色は自身が直接いる場所ではないことから

古谷ら は、２．２で述べた『好ましさ』の評価軸に

開放感や居心地よりも美しさや自然性が重要視される

対して影響が強い要因をレパートリーグリッド法によ

ことなどが理由と考えられる。このように近傍に樹木

り抽出した。その結果、①構成要素の多様さ（「山、水、

と人が活動できる開放的な空間があり、遠景に河畔林

空、森林がある」
「樹種が多い」
「色彩が多様」）、②動

を含む多様な構成要素や川面を眺望するような構図は

的な印象（
「水の流れがある」
「水面にしぶきがある」）、

好まれると考えられる。

6)

③複雑さ（
「水際線が複雑」
「構成要素の形状が複雑」）、
④広々としている（「近景が開けている」
「遠くまで見

３．２

視距離と印象評価の関係の考察

渡せる」
「視界を遮るものがない」
「俯瞰景である」、
「周

横川ら 9)が示した図－1の区分のうち、近景に該当

りを取り囲むものがない」）、⑤明るさやわかりやすさ

する区分は、②、③、④である。これを三浦・飛岡4) 5)

（
「樹木の色が明るい」
「構成要素がはっきり見える」
「光

が示した結果と照らし合わせると、『雰囲気』の評価

が反射している」）、⑥シンボル要素がある（「興味対

軸に影響度が大きい距離は④の区分と、影響度が弱ま

象が中央にある」
）などを示した。

る距離は①の区分と、それぞれ合致する。また、『親

２で述べた評価軸に対して影響
児島ら でも、２．

密さ』や『木の個性』を感じる距離は、③や④の区分

を与える要素として、⑦構図の良さなどの影響が相対

と合致する。また、吉田ら10)で示された利活用の入り

的に重要であり、構成要素では森林・緑・水の存在が

込み数が多くなる傾向の距離も、③や④の区分と合致

山並みや空の存在よりも高い重みであることが示され

する。

7)

ている。

このことから、樹木・樹林近傍における利用者の活

また、高橋ら では、樹種は広葉樹の方が針葉樹よ

動には、樹木・樹林からの距離に伴う樹形、葉や枝振

り好まれることや、広葉樹は針葉樹と比較して自然的

り、枝葉のつき方や葉の色彩、光沢などの見え方、樹

な配置が好まれること、分散型の配置の方が集中型よ

林地と緑地の面積比が影響を与えていると考えられ

りも好まれる傾向にあることなどが示されている。

る。河道内樹林の伐採においても、利用者の主要な視

8)

点場や動線、利活用の傾向と河道内樹林の距離に基づ
３．林外景観を考慮した伐採手法の考察

いて、保全する樹木を選定する方法も考えられる。例
えば写真－6のように、高水敷の主要な散策路の近傍

３．１

近景と遠景の評価軸の比較と考察

近景の樹木・樹林の評価指標の数からは、
『空間』
『雰
囲気』が主な評価軸であり、特に『空間』の評価軸は
重みが大きいと考えられる。この評価軸に意味づけを
与える広々とした印象や快適さの印象は、樹木・樹林
の配植や周辺空間の状況、景観の奥行きなどから影響
を受けるといえる。一方で、『雰囲気』の評価に影響
を与える緑の豊かさなどは、利用者が樹木・樹林自体
から直接受ける印象といえる。
一方、自然景観の眺望による評価指標の数や重要性
の比較からは、
『好ましさ』、
『変化がある』、
『美しさ』、
『自然性』など、いずれも、利用者が樹木・樹林自体
から直接受ける印象が要因といえる。
6

写真－6

 要動線の近傍に樹木を保全する伐採手法のイ
主
メージ
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写真－8

図－3

樹種・樹高などの多様性を持つ伐採手法

隣り合う樹木の樹形に配慮した保全手法
（左：伐採前 右：伐採後）

れ、前述したほどの樹木・樹林への多様な印象は持た
写真－7

 形・樹高の多様性に配慮し複数の樹種を
樹
部分的に保全するイメージ
（上：春季 下：夏季）

れないとされている。一方で、木々を含めた景観構成
要素が多様であることは、風景の評価に影響すると考
えられる。

に平行する形で複数の樹木を保全することで、樹木と

景観構成要素が多様である空間（例えば写真－4や

利用者の距離の変化に伴う多様な印象をシークエンス

写真－8のように山や川、空、木々、橋など多様な構

で感じることができるといえる。

成要素が見え、水際の形状が複雑で、樹種が多い空間）
は、美しさ、面白さ、自然性の向上につながる。加え

３．３

林外景観の物理的特徴と評価の関係の考察

近景においては、写真－7のように樹種を2～5種以
上にすることで多様性の評価が向上し、それらが混植

て、水の流れやしぶきが見えることは面白さにつなが
り、複雑な水際や山肌が見えることは自然性の向上に
つながる。

であり高・中・低の樹高がある状況が、緑の豊かさや

つまり、写真－1の河道内樹林を写真－2や写真－3

力強さの向上につながると考えられる。また、写真－

のように伐採して川面を見せることは、美しさ、面白

4のように樹木・樹林が1～1.5本／100㎡程度の密度で

さ、自然性全ての向上に寄与し、特に面白さや自然性

あれば『空間』の評価が向上し利用者が利用しやすい

には他の物理的特徴よりも大きく寄与すると考えられ

空間であると考えられる。

る。他にも、木々が風になびく様子なども面白さや自

さらに、密生した河道内樹林を伐採し樹木を部分的

然性の評価につながることが考えられる。

に保全する際は、樹形のバランスや樹木の生育環境の
急変を抑えるため、図－3のように複数本まとめて残

４．林内景観に関する既往研究の整理

すことが望ましい場合も少なくないと考える。写真－
8では、中央の樹木が単体で残されており、両側の樹
木と比較して弱々しい印象であることがみてとれる。
遠景においては、横川ら の図－1の区分によれば、
9)

樹木・樹林自体は景観構成要素の一部として評価さ
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４．１

林内景観の評価軸

藤本 は、林内画像を用いて『好き－嫌い』を問う
13)

評価実験により、林内景観の評価軸として『審美性』
（林内景観を審美的に評価する軸）、『活動性』
（林内を


7

ある活動のための空間として評価する軸）、
『連想』
（林

然性』に影響を与える多様な評価軸、林内の利活用に

内景観から惹き起こされた連想に基づいて評価する

ついて、林内の特徴が評価に与える影響を分析する。

軸）の評価軸を示している。また、『活動性』につい

４．２．１ 『林内感』の評価に与える影響

ては、①レクリエーション活動に適しているかの評価

藤本13)によれば、『林内感』
（林内にいる感じ）がす

軸と、②特定の研究・調査活動（例えば生態系）にと

ると判断する人は、樹林の奥行きが増すにつれて増え、

って望ましい空間かどうかの評価軸を区分し、『連想』

立木密度が高くなるにしたがっても増える。『林内感』

については、③利用者の過去の体験から惹き起こされ

をイメージした人が50％に達したところを目安にする

る場合の評価軸と、④将来やすぐ近い未来への期待や

と、奥行き15m以上で立木密度800本／ha以上の樹林、

不安から惹き起こされる場合の評価軸に区分した。

奥行きが30mに及ぶなら立木密度600本／ha、立木密

鈴木・堀14)は、『好き－嫌い』と『自然性が高い－
低い』の2軸で印象評価を実施し、林外景観と林内景
観の画像で比較した結果、林外景観では『自然性』が

度1400～1500本／haなら、奥行10m程の樹林でも林内
感に近い印象をイメージさせ得ると示している。
また金ら18)は、立木密度が200本／ha以下になると、

高い樹林の方がより好まれる傾向にあった一方、林内

広場型のオープンスペースという印象になることを示

景観で最も好まれる画像は『自然性』評価が高くも低

している。このことから、『林内感』が減ずる目安は

くもない半自然的な樹林であることを示した。

200本／haであると捉えることもできる。

また、堀 は、針葉樹人工林、照葉樹林、落葉樹林、
15)

４．２．２ 『自然性』の評価軸に与える影響

針葉樹林、混交林、里山林の森林タイプの風景の意味

樹林の姿が人にとって好ましいかどうかを判断する

的理解について『聖と俗』、『清と汚』の2軸で明らか

基本の評価指標の一つには、明るさや緑の豊かさがあ

にすることを目的として、画像を用いたSD法の実験

げられる。例えば、緑の豊かさを感じるためには明る

を行った。その結果、天然林は『聖』のイメージ、針

さが必要であるように、これらの評価指標はそれぞれ

葉樹の人工林は『俗』なイメージがあり、落葉樹林や

独立ではない。それから、明るさや緑の質が総合して、

手入れされた里山林、竹林は『清』のイメージが相対

『美しさ』や『自然性』の評価につながる。

的に高いこと、天然林の場合、同じ樹林タイプでも林

藤本13)は、『審美性』の評価については、樹林と林

外と比較して林内では『聖』のイメージが高まること

床の明瞭な階層構造、高さの揃った林床植生、林内の

を示した。

奥まで見通せる見通し感が好まれ、活動性については、

梶返・須崎 は、林内景観のイメージに対する評価

安心して活動できるような林床、立木密度の状況を上

軸を調査するため、画像を用いたSD法による実験を

げている。連想については、自然に近い樹林などが該

行い、ブナ林や照葉樹林、黒松防風林、スギ人工林な

当し、何か怖い物が出てきそうだという好ましくない

どの林内の環境の評価軸として『好感性』
（気持ちの

評価と、おもしろいものがありそうだという期待感に

16)

良さ）や『活動性』
（空間の広さ）、『自然性』
（自然ら
しさ）
、
『力量性』
（力強さ）の評価軸を示した。
また、井川原・香川17)は、常緑広葉樹林、落葉広葉
樹林、針葉樹人工林の樹林タイプごとに、画像を用い
たSD法と一対比較法により、樹林タイプごとの評価
軸の関係性と物理的特徴の重要さについて分析した。
その結果、どの樹林タイプにも共通する『快適性』
（快
適さやすがすがしさ）の評価軸に加え、特に落葉広葉
樹林では、『自然性』
（自然らしさ、鮮やかさ）や『親
近性』
（親しみやすさ、風格）、『開放性』
（明るさ、開
放感）、『涼しさ』が評価軸になること、『自然性』の
評価軸が他の評価軸と比較して高い重みであることを
示した。
４．２

林内の物理的特徴が評価に与える影響

本節では、樹林らしさの目安となる『林内感』や、
『自
8

図－4

立木密度と樹林内の明るさの関係
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よる好ましい評価に分離する特徴があげられた。
真鍋ら は、樹林内の樹種や立木密度、林床の状況
19)

を変えた画像を用いたSD法による実験を行った。そ

活動は立木密度や林床植生高さに関わらずに分布（た
だし林床植生高さが約50cm以上になる林内では歩道
のような施設が必要）することを示している。

の結果、図－4に示す通り、樹林内の明るさや軽やか
さといった空間的広がりに関する評価は立木密度に強

５．林内景観を考慮した伐採手法の考察

く影響され、2～5本／100㎡であれば評価が高いが、7
本～／100㎡で低いことを示している。また、落ち着
きといった樹林内の雰囲気に関する評価は、高木の被

５．１

林内景観の評価軸の特徴に関する考察

以上について整理すると、①林内景観の『好き嫌い』

度と樹高に強く影響され、被度が5で樹高が10m以上

の評価には、林外景観と比較して利用者の経験や価値

の樹林では高く、被度が3で樹高が6.5mの樹林では評

観の属性に依存することが推測される。林外景観はあ

価が低くなっていることを示している。加えて、親し

る程度日常的な空間であるため評価にある程度共通の

みやのどかさといった空間の好感度には林床の状況と

規範があると考えられるが、一方で林内という非日常

樹林構成に強く影響され、林床が芝生型で一斉林の樹

な空間では、多様で主観的な評価軸があると考えられ

林では評価が高く、林床の草丈が50cmの草本型で多

る。②『自然性』が『好き嫌い』の評価に与える影響

種混合林の樹林では評価が低いことを示している。

をみると、林外景観では『自然性』の高い樹林が好ま

さらに井川原・横井 は、現地における聞き取り調
20)

れ、
『聖』のイメージを期待する傾向があるのに対して、

査に基づき、樹林内の景観の好ましさと樹木の姿、樹

林内景観では半自然の状況が好まれ、河畔林のような

林内の色合い、見通しの関係について分析した。その

落葉広葉樹林や手入れされた樹林では『清』のイメー

結果、落葉広葉樹林では樹木の姿が景観の『好ましさ』

ジを期待する傾向が読み取れる。加えて、③林内景観

と相関が強く、色合いはどの落葉広葉樹林でも好まれ

では、林外景観と比べて利用者が樹木・樹林や林床な

ることを示した。そこから、単純に見通しの良さを確

どから受ける印象が評価に占める割合が大きいと考え

保することだけではなく、樹木の姿が好まれる林分に

られる。林内景観の評価軸の中でも『自然性』の重み

おいて、適切な立木密度と見通し距離を確保すること

が比較的高いことから、『自然性』を損なわずに伐採

が景観の好ましさを高めることにつながると考察し、

するための目安を示す必要がある。

木の太さ（胸高直径）と見通し（立木密度）を考慮で
きる「胸高直径合計」を定量的な管理指標として用い
ることを提案している。

５．２

林内景観の印象と利活用の影響の考察

樹林らしさを検討する一つの評価軸として、『林内

高山ら も、SD法の評価において視認性と『好ま

感』を挙げることができる。『林内感』を損なわない

しさ』には相関を確認したものの、視認性の物理的指

ような立木密度と林帯幅を、間引き伐採や千鳥状の伐

標となる相対照度や胸高断面積合計の二つは、視認性

採において検討することで、樹林らしさを大きく損な

評価と相関が確認されず、好ましさには、樹冠のつく

わずに伐採できる。

21)

りや地形条件による影響が関係していると考察してい

『自然性』の評価には、立木密度や見通し、照度、
被度など、定量的な評価が可能な指標に加え、樹齢や

る。

樹種、高木と低木、林床の状況などからも評価される
４．３

利活用に与える影響

と考えられる。写真－5のように、林床の状況は、林

藤本 は、海岸林と内陸林の観察調査とアンケート

外からの見通しへの影響や林内の利活用に与える影響

調査を通じ、どのような樹林の立木密度や林床植生高

が大きい。保存木の樹形や枝振り、樹冠がはっきりと

さでどのような活動や印象評価が生じるかを分析し

認識できる立木密度で見通しを確保するように伐採す

た。その結果、休息型活動が集中しやすい林内状況は

ることが、自然性を損なわない林内景観の条件といえ

立木密度300～600本／ha、林床植生高さ10cm前後（約

る。これにより、低層木や林床の視認性も向上すると

4～6m間隔に樹木が存在し、足首のあたりまで林床植

考えられる。

13)

生が生えている林内）、運動型活動が集中しやすい林

また、樹木が均一に並ばないようにすることで樹冠

内状況は、立木密度300本／ha以下、林床植生高さ5

や林床への日の当たり方が変化し、樹林の多様な環境

～20cm（約6m以上の間隔で樹木が存在し、踝から足

形成にも寄与できる可能性がある。河道内樹林の柳類

首の少し上まで林床植生が生えている林内）、散策型

や広葉樹は、針葉樹と比較して自然的な配植が好まれ

寒地土木研究所月報

№794

2019年７月



9

発技術研究発表会、環13、2011.
2） 財団法人北海道建設技術センター：川づくりのた
めの河畔林ガイド―北海道の川づくりに役立つ河
畔林の機能と保全の手引き、p.131、2007.
3） 岩田圭佑、松田泰明、柏谷和久：樹林景観に関す
る既往研究知見の河道内樹林伐採への適用性に関
する考察：ランドスケープ研究オンライン論文
集、Vol.11、pp.82-85、2018.
4） 三浦利夫、飛岡次郎：緑空間の心理的機能と評価
法に関する研究、造園雑誌、Vol. 56(5)、pp.235240、1993.
5） 三浦利夫、飛岡次郎：フォトモンタージュ法に
よる緑空間の評価、日本緑化工学会誌、Vol.19、
No.2、pp.103-112、1993.
6） 古谷勝則、裴重南、油井正昭、石井弘、児島隆政、
沼本健司：自然景観地における眺望景観の認識特
性に関する研究、造園雑誌、Vol.57(5)、pp.283図－5

多様な視点場を想定した伐採手法の検討イメージ
（林外景観の事例）

288、1994.
7） 児島隆政、古谷勝則、油井正昭：自然景観におけ
る好ましさの評価構造に関する研究、ランドスケ

ると考えられ、列状ではなく千鳥状の間引き伐採が好
ましいといえる。

ープ研究、Vol.58(5)、pp.177-180、1995.
8） 高橋教夫、菅野智美、野堀嘉裕：針広混交林の景
観評価における混交型・混交率の影響、日本森林
計画学会誌、Vol.40、No.2、pp.191-201、2006.

６．まとめ

9） 横川洋也、鈴木誠、進士五十八：視距離による樹
本報文では河道内樹林の部分的保全や間引き伐採な
どの伐採手法に適用する樹林景観の知見を整理した。
今後は、これらの知見を活用し、図－5に示すよう
な多様な視点場を想定した伐採手法の検討を行う。
最後に、本研究の今後に向けた課題を以下に示す。
例えば、本研究で河道内樹林の伐採における知見や指

木の見え方・感じ方に関する研究、ランドスケー
プ研究、Vol. 61(5)、1998.
10）吉田直隆、難波良平、片谷克也：都市内森林公園
の植生の形態と利用者の行動に関する調査研究、
造園雑誌、Vol.54(2)、pp.123-133、1990.
11）三浦利夫、飛岡次郎：樹木外観の季節変化と活

標の端緒を示すことはできたが、既往文献の評価サン

力度の関係、ランドスケープ研究、Vol.58(3)、

プル樹林の特徴や分析方法はそれぞれ異なるため、そ

pp.328-333、1995.

れらを直接用いることには慎重になるべきである。樹

12）三浦利夫、森本幸裕、飛岡次郎：樹木の活力度

林景観に関する実践的な知見 や景観工学の知見 も

の景観評価に与える影響、日本緑化工学会誌、

加味して本研究の精度を高める必要がある。また、河

Vol.20 No.4、pp.234-240、1995.

22)

23)

道内樹林の伐採においては、本分析では対象とされて
いない樹種の生育環境や河川の攪乱作用も考慮が必要
である。

13）藤 本 和 弘 ： 樹 林 の レ ク リ エ ー シ ョ ン 利 用 と そ
のイメージに関する基礎的研究、造園雑誌、
Vol.42(2)、pp.23-29、1978.
14) 鈴木修二、堀繁：森林風景における自然性評価

参考文献

と好ましさに関する研究、造園雑誌、Vol.52(5)、
pp.211-216、1989.

1） 竹ヶ原一郎、春木勝敏：天塩川上流における河畔
林環境の保全・再生・管理―河畔林の切り株移
植、河道内樹木の間引き伐採―：第54回北海道開
10

15）堀繁：
「聖」と「清」による森林風景の意味的分類、
造園雑誌、Vol.51(5)、pp.281-286、1988.
16）梶返恭彦、須崎民雄：樹林におけるイメージ評
寒地土木研究所月報

№794

2019年７月

価と空間処理に関する研究(4)、九大農学芸誌、

象評価による森林内の雰囲気と景観の好ましさ

No.38-4, pp.153-173、1984.

を決定する因子の解析、ランドスケープ研究、
Vol.67(5)、pp.611-614、2004.

17）井川原弘一、香川隆英：日本の代表的森林タイプ
におけるアメニティの比較考察、ランドスケープ

21）高山範理、川口哲也、綛谷珠美、朴範鎭、香川

研究、Vol.63(5)、pp.583-586、2000.

隆英：オンサイトにおける森林環境の評価因子
の抽出と環境要因の関係、ランドスケープ研究、

18）金範洙、安部大就、増田昇、下村泰彦：大規模公

Vol.72(5)、pp.669-672、2009.

園・緑地内のオープンスペース評価に関する研
究、造園雑誌、Vol.54(5)、pp.251-256、1991.

22）由田幸雄著、堀繁監修：森林景観づくり―その考

19）真鍋靖司、増田昇、安部大就、金範洙：大規模公
園・緑地内の樹林評価に関する研究、造園雑誌、

え方と実践―：日本林業調査会、2017.
23）篠原修編：景観用語事典 増補改訂版、彰国社、

Vol.53(5)、pp.359-364、1990.

2007.

20）井川原弘一、横井秀一：大学生を対象とした心

寒地土木研究所月報

岩田 圭佑
IWATA Keisuke

松田 泰明
MATSUDA Yasuaki

寒地土木研究所
特別研究監付
地域景観チーム
研究員
博士（工学）

寒地土木研究所
特別研究監付
地域景観チーム
上席研究員

№794

2019年７月

柏谷 和久
KASHIWAYA Kazuhisa
北海道開発局
帯広開発建設部
特定治水事業対策官
（前 寒地土木研究所
寒地水圏研究グループ
水環境保全チーム
主任研究員）



11

