


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表紙の写真：愛・地球博に登場した大規模緑化壁（バイオラング） 

 

バイオラングは、博覧会のテーマである「自然の叡智」を訴求・具現化し、

地球温暖化対策やヒートアイランド現象の緩和など、さまざまな環境圧を低減

する未来の都市装置を提案する一方、博覧会会場に潤いをもたらす花と緑の魅

力的なランドスケープを創出することを目的として登場しました。 

屋上緑化や壁面緑化などの特殊緑化には、身近な環境から都市全体の環境に

至るまで、様々な環境改善効果が期待されています。 
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概要 

 平成 17年度に緑化生態研究室が実施した、以下のテーマに基づく研究の成果報告である。  

   ・緑化技術に関する研究   

   ・公園・緑地等の計画に関する研究 

   ・生態系の保全や環境アセスメントに関する研究  

   ・緑豊かで良好な景観形成の支援に関する研究  

キーワード：緑化技術、公園緑地計画、生態系の保全、環境アセスメント、景観 
 
Synopsis 

The Landscape and Ecology Division conducted researches on the following technological 
themes, technologies for planting, planning of parks and open spaces, ecosystem conservation, 
environmental assessment and landscape. This annual report is the outcome of the Landscape 
and Ecology Division for fiscal 2005. 

Key words: technologies for planting, planning of parks and open spaces,  
ecosystem conservation, environmental assessment, landscape 



まえがき 

 

 本報告書は、緑化生態研究室が平成17年度に行った調査・研究の概要ならびに、当研究室のスタッフが

平成17年度に学会や雑誌などで発表した論文を収録したものです。 

 

平成17年度に実施した調査・研究課題は、大きく以下の4テーマに分類されます。 

① 緑化技術に関する研究 

② 公園・緑地等の計画に関する研究 

③ 生態系の保全や環境アセスメントに関する研究 

④ 緑豊かで良好な景観形成の支援に関する研究 

 

「① 緑化技術に関する研究」では、外来種による生態系への影響とその回避手法に関する研究、道路緑地

の設計手法に関する研究、公園施設等における壁面緑化技術開発等に関する調査、台風による倒木被害対策

に関する調査を実施しました。 

「② 公園・緑地等の計画に関する研究」では、中分解能衛星データによる緑地の変遷解析手法に関する研

究、都市公園の経済評価手法の確立に関する研究、少子・高齢化社会に対応した公園緑地基準の検討、自然

との触れ合いの場の整備技術の研究を実施しました。 

「③ 生態系の保全や環境アセスメントに関する研究」では、公園緑地における生態的環境評価手法に関す

る研究、動植物・生態系への事業影響予測と情報可視化手法の開発、動植物・生態系の環境保全措置と事後

調査手法に関する調査、囲繞景観の評価手法に関する調査、ミティゲーション整備技術の研究を実施しまし

た。 

「④ 緑豊かで良好な景観形成の支援に関する研究」では、景観形成事業推進費の対象事業に係る評価結果

検討調査、景観評価の高度化に関する調査、景観重要樹木の管理指針の策定に関する調査を実施しました。 

 

自然環境と人間生活の調和や共存が叫ばれているなか、道路、河川、公園、都市など公共事業のあらゆる

場面で自然環境への配慮が求められています。一方、公共の緑地には、快適性、美しさ、自然との触れ合い

など、さまざまな効果があり、これらの効果を正しく評価し、その効果をより発揮しやすくする技術の開発

が求められています。この時代のなかで、私たちは今後も研究成果に対する皆様からの評価やご意見を踏ま

えつつ、より効果的な政策提言の発信に向けて努力していきたいと考えています。 

末尾ながらこれまでの関係の皆様のご指導、ご協力に感謝するとともに、緑化生態研究室に対する変わら

ぬご支援をお願いする次第です。 

 

平成18年12月 

国土交通省国土技術政策総合研究所 

                                   環境研究部 緑化生態研究室長 

                                    松江 正彦 
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1. 平成１７年度の研究成果 



 

1.1 緑化技術に関する研究 

 

1) 外来種による生態系への影響とその回避手法に関する研究 

【行政部費】................................................................................................................... 5 

2) 道路緑地の設計手法に関する研究 

【道路調査費】 ............................................................................................................... 7 

3) 公園施設等における壁面緑化技術開発等に関する調査 

【地方整備局等依頼経費】 ............................................................................................. 9 

4) 台風による倒木被害対策に関する調査 

【地方整備局等依頼経費】 ............................................................................................15 

 



外来種による生態系への影響とその回避手法に関する研究 
Counter techniques for the adverse effects of invasive alien species on ecosystem 

 
（研究期間 平成 17～19 年度） 

 
環境研究部・緑化生態研究室    室  長  松江 正彦 
Environment Department     Head  Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division    研 究 官  細木 大輔 
       Researcher Daisuke HOSOGI 

 
We grasped of the situation of revegetation using alien species and considered about revegetation 

method using native species for conserving regional ecosystem. In this research, we conducted 
questionnaire survey concerning road slope revegetation and some experiments that are necessary 
for establishing revegetation method using native species. 
 
［研究目的及び経緯］ 

平成 17 年の「特定外来生物による生態系等に係る

被害の防止に関する法律」の施行により、外来生物が

日本の生態系等に与える被害の影響は、国民に広く認

識されるにいたっている。特定外来生物として一次、

二次合わせて 80 種の外来種が指定され、その中には緑

化でワイルドフラワープランツとして使用されるオオ

キンケイギクやオオハンゴンソウが含まれており、こ

れらの緑化利用が不可能となった。のり面等の早期緑

化で使用されている一部の外来種については、在来の

植物相に影響を与えていることが指摘されており、そ

の他の緑化用外来種についても自然環境等への悪影響

の可能性が懸念されている。しかし、地域生態系に配

慮した在来種利用型の緑化方法の開発は遅れており、

現状では外来種を用いないで緑化を行うことは経済性

等の点から困難である。また、緑化用外来種の自然環

境等への影響については未解明な点が多く、このよう

な点から、早期緑化に使用される外来種は二次指定か

らははずされた経緯がある。 
以上のことから、国土交通省として外来種問題に対

応して、国土の美しく良好な環境の保全と創造を図る

ためには、緑化における外来種利用の状況の把握と、

地域生態系に配慮した在来種利用型の緑化方法の開発

は急務であると言え、本研究ではこれらの課題につい

て取り組むこととした。 
［研究内容］ 

本研究では、緑化における外来種の利用状況を把握

し、在来種利用型緑化工法の確立に関する検討を行う

べく、以下の 4 項目について取り組んでいる。 
（1） 道路のり面緑化に関するアンケート調査 

国直轄の道路事業ののり面緑化工事に関するアンケ

ートを行い、道路のり面緑化における種の利用状況を、

施工場所や工法との関係を含めて把握することにした。 
（2） 緑化材料としての森林表土の保存実験 

表土利用工法のための埋土種子の生存に配慮した表

土の保存方法について、実際に表土を保存して保存後

の土壌シードバンク組成を調べることで把握すること

にした。表土は麻袋に入れて赤土の盛土中に保存し（写

真－1）、表土中の土壌シードバンク組成は実生出現法

で調べることとした。表土の保存期間は 6 ヶ月、1 年、

2 年、3 年以上に設定した。 
（3） 植生基材の耐候性実験 

植生基材吹付工で表土や在来種の種子を使用するた

めに必要な植生基材の耐候性について、野外で植生基

材吹付工を施工して侵食量を測定することで把握する

ことにした。植生基材のみを吹き付けた区画（植生基

材区）と、植生基材に表土を混入した区画（表土吹付

工区）と、緑化用種子を含む通常の植生基材吹付工の

区画（緑化用種子利用区）を設置した。吹付は 3 月に、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真－1 表土を保存した盛土（奥）と植生基材吹付

工を施した木箱（手前） 
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傾き 63°（5 分勾配）と 45°（1 割勾配）に設置した

木箱に厚さ 10cm で行い（写真－1）、侵食量は木箱内

に立てた棒の露出部分をもって測定した。また、施工

後 3 ヶ月目に 100mm/h の人工降雨を 1時間降らせる区

画を設け、水と共に流れ落ちた基材を回収して乾燥重

量を量ることで侵食量を測定した。 
（4） 在来種利用型緑化工法のモニタリング調査 

在来種利用型緑化工法の既存の施工現場をモニタリ

ング調査し、緑化目標の達成状況から課題を整理する

ことにした。 
［研究成果］ 

上記（1）に関して、道路のり面緑化に関するアンケ

ートで得られた事例件数は 688 件で、施工面積 210ha
分であった。91％において外来種が用いられており、

在来種のみで施工されていたのは全体の 6％であった

（図－1）。外来種を用いた事業において、クリーピン

グレッドフェスクが 75％の面積に使用されており、ト

ールフェスクは 67％、ケンタッキーブルーグラスは

47％の面積に使用されていた。また、生態系に対する

影響が特に問題視されているウィーピングラブグラス

は外来種使用面積の 4％で使用されていた。外来木本

種で使用量が多かったのはイタチハギで、全施工面積

の 5%で使用されていた。在来草本種はメドハギ、ヨ

モギ、ススキ、イタドリの使用量が多く、全施工面積

に対する使用割合はそれぞれ 40％、23％、20％、11％
であった。ただし、このアンケートでは外国産在来種

も在来種として取り扱っているため、それらを含む意

味で外来種を定義した場合には、より多くの面積で外

来種が使用されていたことになると推察される。 
（2）は、国総研構内で実験中である。現在のところ、

未保存表土と 6 ヶ月保存した表土中の土壌シードバン

ク組成を実生出現法で調べている。今後も定期的に保

存した表土を掘り出して土壌シードバンク組成を調べ、

未保存表土の土壌シードバンク組成と比較することで、

保存の影響について把握する予定である。 
（3）は、国総研構内で実験中である。条件の違う実 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

験区ごとの吹付直後の硬度は 4.9～7.3mm（山中式土壌

硬度計で測定）であった。植被率は、除草により 0％
を維持した植生基材区以外では 6 月に最高値を記録し、

表土利用区は 63％、緑化用種子利用区は 100％であっ

た。10 月の時点（施工後 7 ヶ月目）の侵食量は、63°
植生基材区が 0.8cm、63°表土利用区が 0.6cm、63°緑

化用種子利用区が 1.1cm であり、45°植生基材区が

0.8cm、45°表土利用区が 0.3cm、45°緑化用種子利用

区が 0.8cm であった（図－2）。また、施工後 3 ヶ月目

に 100mm/h の降雨を振らせた実験では、侵食した基材

の重量は 1～4g/㎡程度とわずかであり、いずれの区画

でも侵食はほとんど見られなかった。 
（4）に関しては、山梨県と栃木県ののり面において

継続してモニタリングを実施する予定である。 
［成果の発表］ 

1) Hosogi, D., Nakamura, K. & Kameyama, A. (2006) 
Cut slope revegetation using natural plant dispersal 
from above forest in Tochigi, Japan, East Asian 
Federation of Ecological Societies 2nd, 479. 

2) Hosogi, D., Yoshinaga C., Nakamura, K. & Kameyama, 
A. (2006) Revegetation of an artificial cut-slope by 
seeds dispersed from the surrounding vegetation. 
Landscape and Ecological Engineering 2 (1), 53-63. 

3) Hosogi, D., Nakamura, K. & Kameyama, A. (2006) 
Revegetation on an artificial cut slope using forest 
topsoil with growth material spraying method, 
International Conference on Ecological Restoration in 
East Asia 

4) 細木大輔・米村惣太郎・亀山 章（2006）盛土のり

面で森林表土利用緑化を行う際の撒き出し厚さ，

施肥量，マルチングに関する検討，日本緑化工学

会誌 31（3），385-390. 
［成果の活用］ 

今後も業務を継続して成果を得た上で、緑化業務に

おける外来種の影響を回避するための緑化方法に関す

る参考資料を提示する予定である。 

図－1 道路のり面緑化における植物の利用面積比率 図－2 侵食量 
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道路緑地の設計手法に関する研究 
Study on the road greening design for improvement of landscape  

and environment in roads 
（研究期間 平成 15 年度～） 

 
環境研究部 緑化生態研究室  室長  松江正彦 
Environment Department  Head  Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division 主任研究官  大塩俊雄 

Senior Researcher Toshio OSHIO 
 

Street trees are effective on improving landscape, environment, and human amenity. But, we do 
not have confirmed methods to evaluate the effects. So far we have aimed at developing the 
technique to evaluate them and making it reflect on the design of street trees. We investigated basic 
concepts on road greening in the present technical standard and its guidance (‘87)  through evaluation 
of our previous results, existing policies, and opinions and requests from the beneficiaries in order to 
set a prospect for revision of the standard and its guidance. 

 
［研究目的及び経緯］ 

道路の緑化は、街路樹、環境施設帯、のり面緑化な

どさまざまな所で行われ、安全かつ快適な道路交通環

境の整備、良好な道路景観の形成、沿道における良好

な生活環境の確保、生物の生育環境の確保等、多様な

機能を有し、良好な街並みの景観に寄与したり、緑陰

を形成し、温度の調整など環境の改善に寄与している。

国土交通省（建設省を含む。）では、平成 6年に「緑の

政策大綱」、平成 15 年に「美しい国づくり政策大綱」

を策定し、街路樹を大きく育てる、他事業（公園、河

川等）との緑のﾈｯﾄﾜｰｸ化、沿道住民との協働、等々緑

化を積極的に進めることとしている。これらの施策を

現実的に円滑に進めるためには、道路緑地の計画・設

計・施工・管理に対して効果的、効率的な指針が必要

となる。しかしながら、指針となるべき現行の道路緑

化技術基準及び同解説（以下基準等）は昭和 62 年以降

改正されておらず、近年の道路緑化施策や道路構造令

の改訂、緑化技術の進展、緑化に対する沿道住民等の

意識の変化等を反映されていないのが現状である。 
今年度は、現行の基準等を過年度の成果や近年の道

路緑化の施策、利用者の意見・要望等々より整理し、

基準等の改正に向けた方向性を整理した。 
［研究内容］ 

道路構造令改正等を含む近年の道路緑化施策と現行

基準等との整合性及び利用者アンケート・ヒアリング

による実態調査を実施し、現行基準等の課題・問題点

の抽出、分析を行い、基準等改正に向けた方向性を把

握した。 
（１）近年の道路緑化施策他との整合性 

 現行基準通達(S63.6.22)後さまざまな、道路緑化に

関連する施策が実施（図-1）されており、その中で特

に道路構造令の一部改正を契機に、約 20 年ぶりに道路

構造令の解説と運用が見直された。その中のポイント

として、４種２級での植樹帯設置の追加（以前は４種

１級のみ）、環境空間としての道路緑化の明確化（緑化

の推進）、地域に応じた道路設計の弾力的運用が示され

た。その他、緑陰道路プロジェクト（H15）,緑の回廊

構想(H15)、ボランティアサポートプログラム（H12）

等々の施策より、道路緑化の一層の推進、沿道空間と

の一体的緑化、住民との協働等が打ち出されている。

また、緑化技術の進歩も目覚ましく、除草効率化技術、

植栽基盤整備・土壌改良技術、リサイクル技術、樹木

診断技術等現在の道路緑化に欠かせない技術も施策同

様、基準等改正にあたり反映させる必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 近年の道路緑化施策等の動き 
（２）アンケート・ヒアリング調査 
調査は、国、都道府県、政令市、各種団体（道路調

査設計・景観、造園等）に対し、●現行基準等の利用
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実態、●現行基準等への意見・要望●新技術について、

それぞれ調査を行った。回答数は国、都道府県、政令

市で 130 件、各団体で 44 件の合計 174 件であった。そ

のうち 11 機関に対して直接面談方式でのヒアリング

を実施している。 
①アンケート調査 
 現行基準等の利用実態については図-2 のとおり、計

画から管理にいたる道路緑化の参考書として幅広く利

用されていることがわかる。 
    
 
 
 
 
 
 
 
    調査段階      計画段階     設計段階    監督・検査段階   管理段階       その他         無し 

図-2 現基準等の利用実態（複数回答） 

 次に改訂版への意見・要望点については図-3 に示す

とおり、「コスト縮減可能な管理手法」「地域連携」

「植樹帯の配置・幅員の決め方」「縮小幅員道路の緑

化」等の声が多いことがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 改訂版への意見・要望（複数回答） 
次に改訂版で特に取り上げて欲しい技術としては図

-4 に示すとおり、「植物発生材のリサイクル」「樹木管

理（樹木診断技術等）」「道路構造物の緑化」等の要望

が多いことがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4 改訂版への新技術の対応（複数回答） 

 アンケート調査結果における主な意見・要望等を整

理すると以下のとおりであった。 
○緑化管理におけるコスト縮減 
植物発生材のリサイクル等管理コストの縮減や、樹

木管理（剪定・植栽基盤整備・土壌改良）等の最新の技術、地域と

の協働管理についての補足（事例紹介含） 
○狭小幅員の道路緑化手法、植樹帯の配置、幅員の決

定根拠の明確化 
○街路樹リスク管理等安全・安心の視点の反映 
 倒木危険度のリスク管理、街路樹診断等、安全・安 
心の視点からの技術の補足 

②ヒアリング調査 
ヒアリング調査結果における主な意見・要望等は以

下のとおりであった。 
○緑のリサイクル技術の技術紹介 
維持管理におけるコスト縮減手法、植物発生材のリ

サイクル手法及び活用方法の紹介が求められている。 
○道路空間に見合った適正な樹種選定と将来管理目標

の設定  
狭い幅員での大木化した街路樹の根上がり等の問題

等より、計画段階において、道路空間に見合った樹

種の選定、将来管理目標の必要性が求められている。 
○地域特性・道路特性に応じた道路緑化 
道路緑化を今後進める上で、やみくもに緑化を行う

のではなく、シンボルロードやまちづくりの顔とな

る幹線道路での重点的な道路緑化を推進する反面、

その他の道路では必要に応じて緑化するなどメリハ

リある道路緑化を行う必要がある。 
（３）基準等改正の方向性 
 道路緑化施策他及び利用者アンケート・ヒアリング

調査結果を踏まえ、道路緑化技術基準及び同解説改正

の方向性、ポイントを以下に示す。 
①地域特性・道路特性等諸条件を踏まえて、将来目標 
樹形、植樹帯幅員等の設定・判断が容易にできるも

のとする。 
②参考事例、写真等をできるだけ掲載し、計画、設計、

管理の面で判断しやすいものとする。 
③コスト縮減技術や施策等の紹介を行い、新技術や関

連施策が積極的に現場で採用できるものとする。 
④安全・安心の面での街路樹診断、リスク管理が現場

で対応できるものとする。 
［成果の活用］ 

今後、今回の成果を踏まえ、道路緑化技術基準及

び同解説の改正素案の作成、それを踏まえた関係諸機

関との具体的な議論・検討を行い、最終的には基準の

通達及び同解説の発刊を目途に進める予定である。 
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公園施設等における壁面緑化技術開発等に関する調査 
Greening Techniques on Building Walls in Parks 

 
（研究期間 平成 16～17 年度） 

環境研究部 緑化生態研究室 室 長 松江 正彦 
Environment Department Head Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division 研究員 長濵 庸介 

Research Engineer Yosuke NAGAHAMA 
 

While greening techniques on rooftop have been developed and applied today, development of 
those on building wall is in its early stage. In order to establish effective techniques, it is necessary to 
clarify their standards, performance and effect. Therefore, we experimented on greening techniques 
on wall in the Aichi Expo. 

 
［研究目的及び経緯］ 

ヒートアイランド現象の緩和や景観の向上などを目

的として、都市における屋上・壁面緑化を普及させる

取り組みが政策的に行われており、都市の大規模な建

築物における屋上・壁面緑化への取り組みが重要視さ

れている。壁面緑化技術は多くの民間企業で開発が行

われているが、まだ開発途上の段階である。そのため、

公共事業への壁面緑化の導入には、壁面緑化技術に関

する規格や性能、環境改善効果等を明らかにし、効果

的・効率的な壁面緑化手法を確立することが課題とな

っている。 

本研究では、壁面緑化がもたらす様々な環境改善効

果を定量的に把握することを目的として、2005 年日本

国際博覧会（愛・地球博）に建設された大規模緑化壁

（バイオラング）を用いた壁面緑化実験を実施した。 

 

［バイオラングの概要］ 

 バイオラングは、博覧会のテーマである「自然の叡

智」を訴求・具現化し、地球温暖化対策やヒートアイ

ランド現象の緩和など、さまざまな環境圧を低減する

未来の都市装置を提案する一方、博覧会会場に潤いを

もたらす花と緑の魅力的なランドスケープを創出する

ことを目的として設置された（写真－1）。 

バイオラングの中央には、エキスポビジョンと高さ

25m の 2 つのタワーがあり、その両側に設けた 3 つの

自立型緑化壁（写真－2）で構成されている。バイオラ

ングの横幅は約 150m、自立型緑化壁の最大高さは約

15m である。自立型緑化壁には、1.35m×1.35m を基本

サイズとした複数タイプの緑化パネル（シート型、マ

ット型、プランター型、パネル型、ポケット型）が取

付けられており、導入された植物は野生草花や鑑賞草

花、地被、ツル植物、灌木など約 200 種、緑化総面積

は約 3,500m2という世界最大級の緑化壁である 1)。 

 

写真－1 バイオラング全景 

（バイオラングの手前は、愛・地球広場） 

 

写真－2 バイオラングの自立型緑化壁 

（愛・地球広場側から 2層目と 3層目の自立型緑化壁

に挟まれた空間は、来場者の通路となっていた） 
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[研究結果] 

(1)暑熱環境改善効果 

壁面緑化による熱環境改善効果や大規模壁面緑化の

面的な温熱分布を明らかにするため、緑化壁面ならび

に非緑化壁面の温度測定を実施した。 

1)測定方法 

温度測定は、緑化壁面 31 箇所ならびに非緑化壁面 2

箇所において、壁面から鉛直方向に約 10cm 離した位置

の温度（表面気温）と、壁面に接した部分の温度（地

温）を測定した（図－1および写真－3）。 

2)測定結果 

日射条件が同一である、愛・地球博広場側に設置し

た緑化壁面の測点（自立型緑化壁第 2層：No.2～No.8）

と、白色コンクリート板製の非緑化壁面の測点（自立

型緑化壁第 2層：No.32）の表面気温ならびに地温を比

較した（図－2）。なおバイオラングでは 10 分から 20

分間隔でミストが噴霧されていたため、ミストによる

温度低減の影響を受けない時間を抽出して温度を比較

した。 

8 月 4 日午前 10 時 8分における、非緑化壁面に設置

した測点 No.32 の表面気温は 38.3℃であった。一方、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真－3 自立型緑化壁における温度測定状況 

（左：緑化壁面 右：非緑化壁面） 

 

緑化壁面に設置した測点の表面気温は 31.0℃～

34.4℃であったため、非緑化壁面と緑化壁面の温度差

は最大で 7.3℃となり、会期中最大の温度差を記録し

た。また、同日同時刻における測点 No.32 の地温は

38.6℃であったが、緑化壁面に設置した測点の地温は、

No.8 を除き 26.8℃～29.1℃であったため、非緑化壁面

と緑化壁面の温度差は最大で 11.8℃となった。 

同日午前 10 時 10 分におけるエキスポアメダス注）の

気温は 32.9℃であったことや、バイオラングの赤外線

熱画像の撮影結果（図－3）からも、バイオラングの緑

化壁面は周囲より涼しい状態であったことが明らかと 

図－1 温度計測位置（No.33 は非緑化壁面となるバイオラング後方の建物壁面へ設置した） 

 
注）財団法人 2005 年日本国際博覧会協会が博覧会会場の気象データを取得するために会場内の 20 箇所に設けた自動気象観測装置のこと。ここでは、

バイオラングに隣接した場所における、日射を受けない芝生上の百葉箱内部で測定した気温を使用した。 
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図－2 8 月 4 日午前 10 時 8 分における自立型緑化壁

第 2 層温度測定結果（カッコ内温度は地温） 

 

 

温度測定箇所 温度 

A:緑化壁面 32.8℃ 

B:グローバルハウス屋根 41.3℃ 

C：愛・地球広場 56.1℃ 

 

図－3 8月 4日午前 10時 10分に撮影したバイオラン

グおよびその周辺の熱画像 

 

なり、壁面緑化には暑熱環境の改善効果があることが

示唆された。 

 

(2)騒音減衰効果 

1)測定方法 

バイオラングに使用されていた壁面緑化用植栽基

盤の騒音低減効果について把握するため、道路に用い

る吸音材の評価や道路騒音の予測計算に用いられて

いる、斜入射吸音率を測定することで、壁面緑化用植

栽基盤の吸音性能を評価した 2)。 

斜入射吸音率の測定は、建設省（現・国土交通省）

の平成 7年度建設技術評価制度の公募課題「騒音低減

効果の大きい吸音板の開発」で規定された方法に基づ

いて実施した 3)。斜入射吸音率の測定に用いた試験体

は、バイオラングに設置されていた壁面緑化用植栽基 

盤のうち、パネル型植栽基盤（試験体 A）、マット型植

栽基盤（試験体 B）の 2種類とした（表－1）。 

表－1 試験体の概要 

 

スピーカー
（音源）

3m

マイクロホン
（受音点）

試験体

3m θθ

床面

θ= 0°15°30°45°

スピーカー
（音源）

3m

マイクロホン
（受音点）

試験体

3m θθ

床面
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図－4 マイクロホンとスピーカーの配置 

 

斜入射吸音率の測定は、側壁および天井が吸音処理

された床面 7m×8m、高さ 6mの半無響室で実施した 4)。 

図－4 に示すように、初めに試験体を設置する中央の

位置から半径 3m の円周上において、音の入射角が 0

度（垂直入射）から 45 度まで 15 度間隔となるように

スピーカー（試験音の音源）を配置し、さらに入射角

と等しい反射角側にマイクロホン（試験音の受音点）

を配置した。ただし、入射角 0度では、スピーカーと

床面の距離を 3m、マイクロホンと床面の距離を 2.5m

とした。次に、設置面積が約 20m2となるよう試験体を

床面へ設置した。そして、TSP（Time Stretched Pulse）

法を用いてスピーカーから試験音を放射し、マイクロ

ホンで試験音を測定した後、スピーカーからの直接音

と、試験体からの反射音を分離した。試験体を設置し

ない状態（剛壁条件）でも同様の測定を実施し、その

測定結果から平均斜入射吸音率を算出した。 

 試験体 A 試験体 B 

基盤タイプ パネル型 マット型 

植栽植物 アメリカツルマサキ ユキノシタ、ショウジョウバカマ 他

タイプ 繊維系基盤 繊維系基盤 

厚 さ
108mm（ポリエステル不織布、

プラスチック製ユニット含む） 
80 ㎜ 

比 重 0.78（湿潤時） 0.4（湿潤時） 

配 合 ピートモス（ソッドピート）100％ 乾燥したミズゴケ 

植
栽
基
盤 

水分

状態

pF 値 1.9 

（斜入射吸音率測定時） 

pF 値 1.0 以下 

（斜入射吸音率測定時） 

試験体

寸法 

300mm×300mm×108mm 

（1 ユニット） 

1500mm×2500mm×80mm 

（1 ユニット） 

試験体写真
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2)測定結果 

 試験体 Aの平均斜入射吸音率は 0.70、試験体 B の平

均斜入射吸音率は 0.91 であった。 

 斜入射吸音率を測定した 2 種類の試験体の吸音性能

を評価するため、平成 7年度建設技術評価制度の公募

課題「騒音低減効果の大きい吸音板の開発」における

平均斜入射吸音率の評価基準 5)と比較した（表－2）。

試験体 Aの平均斜入射吸音率は、トンネル内壁面、橋

脚、植栽升の外壁面における平均斜入射吸音率の評価

基準と同一であった。また試験体 Bの平均斜入射吸音

率は、高い吸音性能が要求される高架道路の裏面にお

ける平均斜入射吸音率の評価基準を超えていた。 

以上の結果から、両試験体は吸音材としての性能を

有していることが明らかとなり、壁面緑化用植栽基盤

には騒音低減効果が期待されることが示唆された。 

 
表－2 平均斜入射吸音率の評価基準 5) 

条件 平均斜入射吸音率 

高架道路の裏面 0.90 以上 

掘割壁面 0.85 以上 

沿道建物の外壁面 0.75 以上 

トンネル内壁面 0.70 以上 

橋脚 0.70 以上 

植栽桝の外壁面 0.70 以上 

 

(3)生物誘引効果 

 壁面緑化による生物誘引効果を明らかにするため、

博覧会会期中の 6月および 9 月に生物調査を実施した

（6月の調査対象は昆虫類とし、9月の調査対象は昆虫

類ならびにクモ類とした）。 

1)調査方法 

①任意観察・採集 

 6 月 8 日（5:00～12:00）、9月 21 日（5:30～12:30）

にバイオラングを任意に踏査し、双眼鏡を使用して目

視確認を実施した。また必要に応じて捕虫網による採

集を実施した。採集は現地で同定が困難な種とし、1

種につき 1個体を捕獲した。 

②ライトトラップ 

バイオラングを利用する昆虫類の確認を目的として、

6月 7日～8 日（22:30～5:00）、9月 20 日～21 日（22:30

～5:30）に 6W のブラックライトを使用して、ライトト

ラップ調査を実施した。  

2)調査結果 

 バイオラングで確認された種数は 6月と 9月の調査

結果を合わせて、昆虫類が 8目 42 科 72 種、クモ類が

1目 4科 5種であった。目別では、チョウ目が 19 種で

最も多く、次いでハチ目 13 種、バッタ目 12 種、コウ

チュウ目 10 種、ハエ目 8 種、トンボ目 5種、カメムシ

目 3 種、カマキリ目 2種であった。クモ目は 5種であ

った（表－3および写真－4）。 

確認された昆虫類やクモ類は、①植栽された花卉類

への訪花を目的とした種（チョウ類、ハナアブ類、ハ

チ類など）、②植栽された植物を食草する種（バッタ類、

カメムシ類、ハムシ類、ハバチ類など）、③バイラング

に集まる昆虫類を捕食する種（クモ類、カマキリ類、

スズメバチ類など）、④休息・捕食する場所として利用

する種（隣接した池で羽化したトンボ）、⑤その他に分

類された。また、成虫だけでなく幼虫や蛹が確認され

た種もあった。 

本調査の結果、壁面緑化に導入する植物を工夫する

ことで、多くの生物が壁面緑化に集まり、繁殖する環

境を作り出すことが期待できるものと示唆された。 

 

表－3 調査結果 
目名 科名 種名 6 月 9 月 

トンボ目 アオイトトンボ科 ホソミオツネントンボ ●  

  イトトンボ科 クロイトトンボ ● ● 

  モノサシトンボ科 モノサシトンボ ● ● 

  オニヤンマ科 オニヤンマ  ● 

  トンボ科 コシアキトンボ ●  

カマキリ目 カマキリ科 コカマキリ  ● 

    チョウセンカマキリ  ● 

バッタ目 キリギリス科 クダマキモドキ  ● 

    ツユムシ  ● 

  コオロギ科 シバスズ  ● 

    ハラオカメコオロギ  ● 

    クサヒバリ  ● 

    エンマコオロギ  ● 

    アオマツムシ  ● 

    ツヅレサセコオロギ  ● 

  バッタ科 ショウリョウバッタ  ● 

    クルマバッタモドキ  ● 

  オンブバッタ科 オンブバッタ  ● 

  ヒシバッタ科 ハネナガヒシバッタ  ● 

カメムシ目 マキバサシガメ科 ハネナガマキバサシガメ  ● 

  イトカメムシ科 イトカメムシ  ● 

  カメムシ科 アオクサカメムシ  ● 

チョウ目 ハマキガ科 チャノコカクモンハマキ  ● 

    ビロードハマキ  ● 

  セセリチョウ科 イチモンジセセリ  ● 

  シジミチョウ科 ヤマトシジミ ● ● 

  タテハチョウ科 ルリタテハ  ● 

  アゲハチョウ科 アオスジアゲハ  ● 

  シロチョウ科 モンキチョウ  ● 

    キチョウ  ● 

    モンシロチョウ ●  

  ツトガ科 コブノメイガ  ● 

    ホソスジツトガ  ● 

  シャクガ科 ツバメアオシャク ●  

    ハグルマエダシャク ●  

  スズメガ科 ホシホウジャク  ● 

    クロホウジャク  ● 

  ヤガ科 キシタバ  ● 

    エゾギクキンウワバ  ● 

    クロギシギシヤガ ●  

    スジキリヨトウ  ● 

ハエ目 ガガンボ科 ベッコウガガンボ ●  

    マドガガンボ ● ● 

  ムシヒキアブ科 オオイシアブ ●  

  ハナアブ科 ホソヒラタアブ ● ● 

    シマハナアブ  ● 

    アシブトハナアブ ●  

    コマバムツホシヒラタアブ  ● 

    キタヒメヒラタアブ ● ● 

コウチュウ目 オサムシ科 ウスアカクロゴモクムシ  ● 

  コガネムシ科 コアオハナムグリ  ● 

  テントウムシ科 ナミテントウ ●  

  キスイムシ科 マルガタキスイ ●  

  ホソヒラタムシ科 フタトゲホソヒラタムシ  ● 

  カミキリモドキ科 アオカミキリモドキ ●  

  カミキリムシ科 ベニカミキリ ●  

    クロカミキリ  ● 

  ハムシ科 ホタルハムシ  ● 

    ヨツボシハムシ ●  

ハチ目 ハバチ科 セグロカブラハバチ ●  

  アリ科 クロヤマアリ ● ● 

    トビイロケアリ  ● 

  ドロバチ科 ムモントックリバチ  ● 

  スズメバチ科 セグロアシナガバチ  ● 

    キアシナガバチ ●  

    コガタスズメバチ ● ● 

    オオスズメバチ  ● 

  アナバチ科 コクロアナバチ  ● 

  コシブトハナバチ科 クマバチ  ● 

  ミツバチ科 ニホンミツバチ ●  

    セイヨウミツバチ ●  

    コマルハナバチ ●  

クモ目 コガネグモ科 ゴミグモ  ● 

    ズグロオニグモ  ● 

  アシナガグモ科 アシナガグモ  ● 

  ヒメグモ科 オナガグモ  ● 

  ハエトリグモ科 ミスジハエトリ  ● 

９目 46 科 77 種 27 58 
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写真－4 バイオラングで確認された昆虫類・クモ類 

 

(4)ヒアリング調査 

バイオラングについて、一般の人々はどのような意

見・感想を抱いているかを把握し、今後壁面緑化を普

及する際の参考とするため、バイオラングを見学して

いた博覧会来場者を対象としてヒアリング調査を実施

した。 

1)調査方法 

 バイオラング内の通路において、6月 15 日と 8月 5

日に実施した。調査人数は、6月 15 日が 118 人、8月

5 日が 128 人の合計 246 人であった。 

2)調査結果 

 調査結果を図－5 に示す。問①のバイオラングの認

知度では「ほとんど知らなかった」「まったく知らなか

った」と回答した人が過半数を超えていた。しかし、

問②では「大変興味を持った」「ある程度興味を持っ

た」と回答した人が 8割を超えていた。問①において

「よく知っていた」「ある程度は知っていた」と回答し

た人が 3割程度であったことを踏まえると、知る・知

らないに関わらず、バイオラングを直接見ることによ

り、多くの人の興味が喚起されていたものと考えられ

た。 

問③の 6つのイメージのうち「とても」「まあまあ」

と回答した人の合計が過半数を超えたのは、「良い」

「楽しい」「親しみやすい」の 3 つのイメージであった。

したがって、バイオラングは見学者に良いイメージを

与えていたことが明らかとなった。 

問④の大規模壁面緑化に期待できる効果では、7 つ

の効果すべてにおいて「とても期待できる」「まあまあ

期待できる」が過半数を超えており、生物多様性の向

上を除く 6つの効果は 8割を超えていた。 

以上の結果から、見学者はバイオラングに良いイメ

ージを持ち、壁面緑化が持つ都市環境改善効果につい

て高い期待を寄せていることが明らかとなった。 

 

[まとめ] 

本研究の結果、壁面緑化には暑熱環境改善効果や騒

音低減効果、生物多様性効果といった都市環境の改善

効果が期待できることが明らかとなった。今後は、植

栽基盤材料や、施工・維持管理技術の開発、コスト縮

減等を進めることにより、都市環境の改善を目的とし

た壁面緑化を一層推進することが必要である。 
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図－5 ヒアリング調査結果 
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問①：会場にいらっしゃる前にバイオラングについて

ご存知でしたか？ 
問②：バイオラングを見て、こうした壁面緑化につい

て興味を持ちましたか？ 

問③：この大規模緑化壁面（バイオラング）について、あなたの直感的なイメージを教えてください 

問④：この大規模緑化壁面（バイオラング）は、下に示した効果についてどれほど期待できると思いますか？ 

その他
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台風による倒木被害対策に関する調査 
Research on countermeasures for damages by tree failure in typhoons 

 
（研究期間 平成 17～21 年度） 

環境研究部 緑化生態研究室 室 長 松江 正彦 
Environment Department Head Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division 主任研究官 飯塚 康雄 
 Senior Researcher Yasuo IIZUKA

 研究員 長濵 庸介 
  Research Engineer Yosuke NAGAHAMA 
 

Typhoons often hit Okinawa, and a lot of trees in Okinawa are damaged by typhoons. In this study, 
we investigated the causes why those trees had been damaged by the typhoons, and the growth of 
root system of planted trees in Okinawa. 

 
［研究概要］ 
沖縄地方は、上陸や接近する台風の数が本土に比べ

て多く、またその勢力も強いことから、台風が通過す

る度に樹木被害が数多く発生している。被害を軽減す

るためには、その実態解明や沖縄に植栽されている主

要な緑化樹木の生育特性等を把握して、有効な被害対

策を立てることが重要である。  
本研究は、台風による樹木被害の軽減を実現するこ

とを目的として実施しており、平成 17 年度は台風によ

る樹木の被害状況を調査し、その発生原因を整理した。

また、国営沖縄記念公園海洋博覧会地区に植栽されて

いる樹木を対象とした根系調査を実施し、根系の生育

特性を把握した。 
［研究成果］ 

1.台風被害の発生原因の整理 

平成 16 年度の国営沖縄記念公園海洋博覧会地区に

おける樹木被害記録、県内の国道および県道を対象と

した樹木被害に関するアンケート調査、平成 17 年 7

月に石垣島へ接近した台風 5 号による樹木被害調査か

ら、台風被害の発生原因を整理した（写真 1）。 

 その結果、移植する際の根切りにより、十分に根が

伸長せず、また小さい植栽桝のために根の伸長が抑え

られ、十分な支持力が得られずに倒木や傾木に至った

ケースが多く確認された。この被害は、浅根性の樹種

だけでなく、深根性の樹種で耐風性の強いフクギやリ

ュウキュウマツ 1)においても確認された。 

 被害は植栽後 10 年までの樹木に多く、年数の経過と

ともに被害が少なくなる傾向にあった。また、根の腐

朽による倒木や、幹の腐朽による幹折れが確認された。

支柱が幹に食い込んだ樹木や、支柱と幹が擦れて損傷

した樹木が確認されたため、これが幹の腐朽した原因

の一つとして考えられた。さらに、草刈機の刃によっ

て幹が損傷を受け、その後腐朽して倒木に至ったケー

スも確認された。 

 
写真 1 台風による樹木被害と支柱や草刈機により損

傷した樹木の例 

 
 
 

 

 

 

 

①倒木したフクギ（移植する際の根切りや小さい植栽桝により、

十分に根が伸長しなかった） 

②傾木したガジュマル（植栽桝が小さく、根の伸長が抑えられ

たため、根の支持力が弱い） 

③根の腐朽により傾木したアコウ 

④幹の腐朽により幹折れしたオオハマボウ 

⑤支柱との擦れによって損傷したブラシノキの幹 

⑥草刈機の刃によって損傷したヤエヤマヤシの根元 

― 15 ―



2.樹木根系調査 

 沖縄で多く植栽されている緑化樹木は、樹木を支持

する根系特性が明らかとなっていない。そこで、根系

の特性を明らかにし、倒伏しにくい樹種を把握するた

め、国営沖縄記念公園海洋博覧会地区に植栽されてい

る樹木を対象として樹木根系調査を実施した。 

(1)調査概要 

調査対象木は、沖縄に植栽されている代表的な緑化

樹木 20 種類からそれぞれ 1本ずつ選定した（表 1）。 

根系調査範囲は、写真 2に示したように樹木の根元

を中心として半径 3m、角度 90°の扇型とした。根系を

傷つけないよう、圧縮空気を噴射して土壌を粉砕する

エアースコップを使用して土壌を掘削した。まず、根

系の水平方向の分布を確認するため、根系が面的に広

く分布している場合には、根系調査範囲の全面を掘削

し、一部しか分布していない場合には、その部分のみ

掘削した。次に、垂直方向の分布を確認するため、根

系調査範囲の両端のうち（図 1の根系分布図に示した

A 方向もしくは B方向のこと）、根系分布が多い断面に

ついて 60cm の深さまで掘削した。掘削後、露出した根

系の写真撮影を行い、根系分布図を作成した。 

(2)調査結果 

調査対象木は、植栽時に主根及び太い側根が根切り

されていた。そのため、植栽時の根鉢部の周囲に合わ

せて切断された根から、側根や細根を発達させた樹木

が多く確認された。また、調査地は琉球石灰岩の基盤

上に赤土や砂を 30cm から 60cm 程度覆土した場所であ

った。そのため、フクギやリュウキュウマツ、ソウシ

ジュのような深根性の樹種であっても、下方向への根

の伸長は確認されず、今回の調査対象木は根鉢部の周 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

囲から発生させた側根や細根を面的に伸長させること

によって支持力を得ているものと考えられた。 

［まとめ］ 

 今年度は、台風被害の発生原因の整理と、植栽木の

根系調査を実施した。今後は、植栽木の根系分布につ

いてトレンチ法による詳細な調査を実施し、さらに自

然に近い状態で生育している樹木についても根系調査

を実施することで、沖縄で多く植栽されている緑化樹

木の根系特性について明らかにする予定である。 

［参考文献］ 

1)財団法人海洋博覧会記念公園管理財団：沖縄の都市

緑化植物図鑑，沖縄出版（1997）. 

 

表 1 根系調査対象木 
形状 形状 

 樹種 
樹高（m）幹周（cm）

  樹種 
樹高（m）幹周（cm）

1 リュウキュウマツ 8 118  11 テリハボク 6 72 

2 フクギ 6.5 68  12 ソウシジュ 7 142 

3 ガジュマル 8 97  13 クロヨナ 5 52 

4 アカギ 6 99  14 リュウキュウコクタン 5 52 

5 モクマオウ 10 83  15 オキナワキョウチクトウ 6 71 

6 オオハマボウ 4.5 96  16 アコウ 6 133 

7 コバテイシ 7 91  17 ヤエヤマヤシ 2.5 67 

8 デイゴ 8 230  18 ホウオウボク 7 120 

9 ヒカンザクラ 4.5 66  19 ヨウテイボク 9 82 

10 トックリキワタ 6 127  20 ビロウ 3 73 

 

 

写真 2 根系調査範囲（左）とエアースコップを使用

した掘削状況（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 土壌掘削により露出したリュウキュウマツの根系とその分布図 

全景 掘削後 
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中分解能衛星データによる緑地の変遷解析手法に関する研究 
 

A study on the change analysis method of urban green coverage using middle-resolution satellite data 
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環境研究部 緑化生態研究室     室 長       松江 正彦 
Environment Department                      Head              Masahiko  MATSUE 
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Senior Researcher  Nobuaki  KAGEMOTO 
 

In this study, we aimed to develop the change extraction technique of urban green coverage using 
middle-resolution satellite data. The middle-resolution satellite data cover national area, and it is expected to 
contribute to the efficient and effective technique. For the purpose, we tested some classification methods, 
and accuracy and workload were evaluated. As a result, the net value of green change was approximately 
good accuracy. But it tended to overestimate each value of increase and decrease, and it remained as a 
problem. 

 
［研究の目的及び経緯］ 

地球温暖化問題は現代社会が直面する最も深刻な環境

問題の一つである。2005 年 2月 16 日には京都議定書が発

効し、第一約束期間（2008 年～2012 年）に向けて各国が

温室効果ガス削減に取り組んでいる。 

京都議定書では森林等の吸収源（シンク）による温室

効果ガスの吸収量を削減目標の達成に用いることが認め

られており、都市緑地にも吸収源としての期待が寄せら

れている。 

都市緑地は、2001 年の COP7（マラケシュ）で国際的に

合意された京都議定書の運用細則において、3条 4項に示

された「追加的人為的活動」の一つの「植生回復

（revegetation）」に位置づけられる。植生回復は、

「0.05ha 以上の植生回復を行うことによって炭素蓄積量

を増加させる直接人為的な活動。ただし当該活動は、1990

年 1 月 1 日以降に開始され、新規植林、再植林の定義に

当てはまらないもののみ限定される」と定義されている。 

また、第一約束期間に提出する温室効果ガス排出・吸

収目録（以下、「インベントリ」）を作成するためには、

IPCC ガイドライン及び「土地利用、土地利用変化及び林

業に係るグッドプラクティスガイダンス」（以下、

「LULUCF-GPG」）で定められた方法に従う必要があり、透

明で検証性のある算定方法やデータが要求されている。

また、LULUCF-GPG では、森林（Forest land）、農地

（Cropland）、草地（Grassland）、湿地（Wetland）、開発

地（Settlements）、その他の土地（other land）の 6 つ

の土地利用カテゴリーが定義されており、都市緑地は開

発地に属している。 

植生回復の基準年が 1990 年であること、透明で検証性

のある算定方法やデータが求められていることなどを鑑

みると、地球観測衛星データや各種地理情報の利用性は

高いと考えられる。しかしながら、具体的な算定方法や

データの解析方法については現在検討段階であり、第一

約束期間に向けて早急にとりまとめていく必要がある。 

そこで本研究では、全国でのデータ入手が可能な

LANDSAT など中分解能衛星データに着目し、効率的・効果

的に緑地の変遷を把握する技術手法を精度、作業量を確

認しながら開発・整理することを目的として研究を実施

した。 

 
［研究の内容］  

本研究では、全国でのデータ入手が可能な中分解能衛

星データを用いて、効率的・効果的に緑地の変遷を把握

する技術手法を精度、作業量を確認しながら開発・整理

することを目的として、以下の項目を実施した。なお、

ここではこのうち①、②、④の結果について、その概要

を報告することとする。 

① LANDSAT データによる緑地、樹林地の判別 

② 異なる年の LANDSAT データによる緑地、樹林地の変

遷の解析 

③ 異なる中分解能衛星データ（Terra/ASTER を比較対

象）を用いた緑地、樹林地の変遷の解析 

④ 衛星データと行政データ等との重ね合わせ 

⑤ 緑地、樹林地の変遷解析に必要な作業手順の整理 

研究対象地域は、神奈川県全域（約 2,415km2）とした。

また、研究には以下のデータを使用した。 

・LANDSAT/TM データ  

    1990 年 11月 5日・2004 年 11月 27日観測 

・ LANDSAT/ETM+データ  

  2005 年 4 月 28日観測 

・ カラー空中写真 

   1990 年 8 月～12月撮影 
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・ デジタル空中写真 

  2004 年 4 月～ 6 月撮影 

・ 土地利用区分データ 

・ 地域制緑地及び都市計画公園等

の GIS データ 

 
［研究の成果］ 
１．LANDSAT データによる緑地、樹林地

の判別 

中分解能衛星データによる緑地、樹林

地の判別の検証用に、神奈川県内に

1.5km×1.5km を標準とする 12 箇所の検

証エリアを設定し、1990 年、2004 年の 2

時期の空中写真の判読によって検証用

データを作成した。  

また LANDSAT データによる緑地、樹林

地の判別は、以下の流れで実施した。 

①前処理（幾何補正、反射率変換、地   

形補正） 

②緑地、樹林地抽出手法の選定 

③神奈川県全域への適用 

(1)前処理 

LANDSAT 画像のオリジナルデータには、

地理的な歪みが生じているために、この

歪みを除去する必要がある。幾何補正処

理は、LANDSAT の画像上で取得した GCP

（地上基準点）における画像座標と、国

土地理院発行の数値地図 25000（地図画

像）より得られる地図座標との RMSE（平

均 2 乗平方根誤差）が 1 画素未満になるように GCP を調

整し、さらに、元の画素値を保持する最近隣内挿法によ

り画素の再配列を行った。また LANDSAT データに記録さ

れる DN値には、観測時期によって異なるセンサの感受特

性が含まれており、経年変化や異なるセンサ間の比較に

おいては感受特性を補正する必要がある。そこで、入手

した LANDSAT データについて受信局、観測時期に応じた

変換式を用いて、DN 値から放射輝度値を計算し、その値

を用いて、反射率へ変換する補正を行った。 

さらに異なる時期の衛星データ間で比較を実施する場

合には、対象物の斜面と太陽との相対的な位置関係に由

来する観測値のばらつき（「地形効果」）が生じるため、

これを補正する必要がある。ここでは、Minnaert 定数を

用いた非ランベルトモデルの地形補正を行い、陰などの

地形効果を補正した。 

(2)緑地、樹林地抽出手法の選定 

LANDSAT 等のリモートセンシングデータから緑地、樹林

地といった目的とする情報を抽出するためには、画像分 

図－1検討手法選定の流れ 

 

類処理を適用する必要がある。今回は単に緑地だけでな

く樹林地と草地を判別する必要があるため、判別の可能

性のある手法として、まず 1 画素が分類単位となるピク

セルベースから図－１の①～④の手法を選定した。また、

LANDSAT は分解能が 30×30m と粗いため、ピクセルベース

では都市部の樹林地の把握には限界があることが予想さ

れた。そこで、１画素に含まれる各カテゴリーの占有面

積比率を求めるミクセル分解から図－１の⑤～⑧の手法

を選定した（「ミクセルベース」）。               

次に2004年 11月27日観測LANDSATデータの中から12

箇所の検証エリアを対象に、先の８手法のそれぞれを用

いて緑地、樹林地を抽出し、その結果を空中写真判読に

よる検証データと比較し、定性的、定量的な判別精度の

検討を試みた。その結果、ピクセルベースでは②NDVI+最

尤法が、またミクセルベースでは⑧TGR-W 分解（ただし樹

林地のみ）が、それぞれ良好な手法として選定された。(表

－１) 
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表－１ 各手法の特徴と精度のまとめ 

 
(3)神奈川県全域への適用 

(2)の結果をふまえて、神奈川県全域に NDVI+最尤法

と TGR-W 分解を適用したところ、大規模な公園や西部

の箱根・丹沢などの特徴的な樹林は概ね適切に抽出さ

れていることが確認された。（図－２参照） 

 
図－２ TGR-W 分解によって抽出した樹林地 

 

２．異なる年の LANDSAT データによる緑地、樹林地の変

遷の解析 

異なる年の LANDSAT データによる緑地、樹林地の変遷

の解析は、以下の流れで実施した。 

① 期初の LANDSAT データ（1990 年 11月 5日観測）に

よる 1990 年時点の緑地、樹林地の抽出 

② 最新の LANDSAT データ（2004 年 11 月 27 日観測）

による最新の緑地、樹林地の抽出 

③ 両者の差分による緑地、樹林地の変遷の抽出 

緑地、樹林地の変遷の解析に適用する手法としては、

先に選定した NDVI+最尤法（ピクセルベース分類）と 

   TGR-W 分解（ミクセルベース分類）の 2種の

手法を用いてそれぞれ実施した。 

神奈川県全体でみると、１時期の樹林地

抽出精度は、1990 年では NDVI+最尤法が

110.9%、TGR-W 分解が 97.6%、2004 年では

NDVI+最尤法が 105.6%、TGR-W 分解が 95.5%

となり、両手法を比較すると NDVI+最尤法

ではやや多めに、TGR-W 分解はやや少なめ

に樹林地を抽出する傾向が認められたが、

ともに年度間の精度の差は少なく樹林地

の抽出には十分な精度が得られることが

わかった。 

しかし、2時期の変遷の抽出精度は、樹林

地の増加箇所については NDVI+最尤法が約

4 倍、TGR-W 分解が約 6 倍の過大抽出とな

った。また逆に減少箇所については NDVI+最尤法、TGR-W

分解とも約 1.8 倍の過大抽出となった。増加と減少を差

し引きしたネットについては、NDVI+最尤法が 123.3%、

TGR-W 分解が 101.7%となった。これより、2時期の変遷の

抽出精度は、NDVI+最尤法、TGR-W 分解ともに、増加・減

少のそれぞれについては過大に抽出する傾向があるが、

ネットでは概ね良好な精度であると考察された。 

 

 

    図－３樹林地抽出精度の確認結果 

     (上段：単時期、下段：２時期の変遷) 
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なお、今回の誤差が生じた原因としては以下のことが考

えられ、その対応が次年度の研究課題となった。 

① 位置ずれの問題 

本研究では、LANDSAT 画像の地理的な歪みを除去するた

め、幾何補正処理を行っており、補正後の誤差が 1.0 画

素未満になるように実施している。この 1.0 画素未満と

いう誤差は、通常の中分解能衛星データの処理の限界で

あり、許容される誤差であるが、都市の樹林地の増減を

考えた場合、1.0 画素のずれは、30m のずれを意味し、そ

の影響は大きい。このような「位置ずれの問題」は、増

加・減少のそれぞれの面積誤差に大きく影響しているも

のと考えられた。 

② 誤差の伝播 

 本研究では、最初に 2 時期の樹林地を抽出し、その結

果を用いて増減を求めた。それぞれの時期の樹林地抽出

結果には誤差は含まれていたものの、概ね良好な精度で

あったといえる。しかし増減を求めるにあたっては、そ

れぞれ誤差を含んだ抽出結果を元にして差を求めたため

に、「誤差の伝播」が生じ、増加、減少それぞれの面積誤

差に影響したものと考えられた。  

③ 建物の影の影響 

本研究では、Minnaert 法によって地形効果の補正を行

ったが、DEM を用いた補正であるため、建物の影響は除去

されていない。通常の中分解能衛星データの処理では、

建物の影響は無視することができるが、高層建物の影は

画素値に影響を及ぼし、増加・減少のそれぞれの面積誤

差に少なからず影響しているものと考えられた。 

 

３．衛星データと行政データ等との重ね合わせ 

LULUCF-GPG では、森林、農地、草地、湿地、開発地、

その他の土地の 6 つの土地利用カテゴリーが定義されて

おり、この研究で目指しているところは都市緑地の含ま

れる開発地の樹林地の抽出である。そこでまず全国の樹

林地データから開発地内のデータのみを残す作業が必要

となる。今回は国土交通省都市・地域整備局の公園緑地

課が、神奈川県を対象に調査で作成した植生図に基づく

６つの土地利用区分の GIS データを借用し、それを重ね

合わせることにより開発地内の樹林地を抽出した。 

この作業により、県西部のまとまった樹林地（丹沢、

箱根など）などが除去され、小規模な樹林地が残った。

また、両手法を比較すると比較的面積の広い樹林地の残

る郊外では、全体の傾向と同様に、ピクセルベースの

NDVI+最尤法の方がミクセルベースのTGR-W分解より多く

樹林地を抽出した。一方、都心部（川崎、横浜など）で

は、NDVI+最尤法で抽出された樹林地はほぼ皆無であるの

に対し、ミクセル分解ベースの TGR-W 分解のほうでは、

わずかではあるが抽出していることがわかった。このこ

とは、ミクセルベースの方が１画素に満たない小面積の

樹林も抽出しているためと考えられた。 

また、京都議定書の報告などに当たり、都市公園関係

については、別途台帳等、行政上の資料から拾うことで

準備が進められている。そこで、報告段階では、それら

のデータでカウントされる緑地との重複が生じることの

無いようにする必要がある。神奈川県では、都市計画関

連のデータを GIS で整備しているため、そのデータを借

用し、衛星データとこの行政データ(今回は、「風致地区」、

「緑地保全地区」、「生産緑地地区」、「都市公園」、「緑地」、

「墓園」、「運動場」)の重ねあわせを行い、重複の回避を

試みた。 

 

 

  図－４ 衛星データと行政データの重ね合わせ 

(上段：開発地、下段：開発地+公園緑地等行政データ) 

この衛星データと行政データを重ね合わせにより、重

複の解消を容易に行うことができ、開発地内に位置する

公園緑地等以外の樹林地を抽出することができた。 

ただし、全国的には都市計画関連のデータを GIS 化さ

れていないところもなく、先の６つの土地利用区分に分

ける GIS データの整備と合わせて、今後、早急に整備さ

れることが必要となる。 
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都市公園の経済評価手法の確立に関する研究 
Establishment of an economical evaluation method of city parks 

 
（研究期間 平成 17 年度） 

環境研究部 緑化生態研究室 室 長 松江 正彦 
Environment Department Head Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division 研究員 長濵 庸介 

Research Engineer Yosuke NAGAHAMA 
 

When the public works including the city parks are carried out, the benefit-cost analysis is needed 
to secure their propriety. Then, we did research on economical evaluation method of city parks using 
conjoint analysis. 

 
［研究目的及び経緯］ 

全国の自治体で活用されている、小規模公園費用対

効果分析マニュアル 1)（以下「マニュアル」という）

では、街区公園、近隣公園、地区公園といった小規模

公園の持つ一般的な価値を表-1に示す3項目に分類し

ている。そして、費用対効果の算出に当たっては、こ

れらの一般的な価値について、公園の規模（面積）と、

公園までの距離を説明変数として求めるモデル（効用

関数やそのパラメータ）を提示している。 

しかし、一般的な公園とは整備レベルが異なり、よ

り効果が大きいと考えられる場合（他の周辺施設との

一体整備が計画されており、利用形態が通常公園と異

なるような公園）や、計測対象外の項目がある場合（遺

跡・史跡の保存・保護を視野に入れた公園や、災害時

の貯蔵機能が拡充された公園）には、別途 CVM 等の手

法を用いて効果を算出することとしている。また昨今

では小規模公園に対して防災機能の強化などが求めら

れており、本研究は現行のマニュアルで示されている

モデルを改良し、より的確な費用対効果の算出を可能

にすることを目的としている。 

 

表-1 小規模公園の持つ一般的な価値 1) 
価値 概要 

利用価値 

実際に公園を利用する、または将来の利用を担保する価値

・子どもたちの安全な遊び場の提供 

・周辺住民の語らいの場の提供 

・レクリエーションの場の提供 

・地域の人々の交流の場の提供 

環境価値 

都市景観の向上、都市環境を維持・改善する価値 

・緑地の提供 

・動植物の生息の場の提供 

・うるおいのある町並みの提供  

災害価値 

震災等災害時に有効に機能する価値（災害価値） 

・災害、延焼防止の役割の提供 

・一時的な避難場所の提供 

・炊き出しの場の提供 

・情報交換の場の提供 

 [研究結果] 

(1)モデル作成方針の検討 

モデルを改良するにあたり、昨今の小規模公園の整

備状況を整理し、モデルの作成方針を検討した。  

その結果、防災設備では備蓄倉庫や耐震性貯水槽、

非常用トイレといった施設の整備が見られた。そこで、

モデルには防災施設の整備を説明変数として盛り込む

こととし、防災施設として多く整備されている「備蓄

倉庫」「耐震性貯水槽」「非常用トイレ」の 3つの施設

を便益の評価対象とした。さらに、従来のモデルに説

明変数として盛り込まれている公園の規模（面積）に

ついて、運動や遊び場のような利用価値として便益対

象となる「オープンスペース面積」と、景観の向上や

動植物の生息場所のような環境価値として便益対象と

なる「緑地面積」に区分することとした。 

(2)アンケートの実施 

前項の検討結果を踏まえ、コンジョイント分析に基

づき、公園の価値を経済的な尺度で計測するためのア

ンケートを実施した。アンケートは 7つの質問で構成

されている（表-2）。初めに質問 1では、公園整備によ

って生じる価値を具体的にかつ適切にイメージしても

らうよう導入質問を設けた。次に、質問 2から 4では、

公園の持つ「利用価値」「環境価値」「災害価値」を評 

価するため、表-3で示した属性を持つ整備計画案 Aと 

 

質問 質問内容 

1 公園が整備されることによって生じる価値についての認識 

2 
実際に公園を利用する、または将来の利用を担保する価値 

（利用価値） 

3 都市景観の向上、都市環境を維持・改善する価値（環境価値）

4 震災等災害時に有効に機能する価値（災害価値） 

5 防災施設（備蓄倉庫、耐水性貯水槽、非常用トイレ）の重要度

6 
市民参加型の公園整備事業（ワークショップ等）への参加経験

の有無 

7 世帯情報等 

表-2 アンケートの質問構成 
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※質問項目 4（災害価値）の場合のみ使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B を設定し、この整備計画案 A、B それぞれについて属

性の水準を変えて回答者へ提示し、望ましいと考える

整備計画案の方を選択する質問を設けた（図-1）。 

(3)モデルの構築 

 従来は 1つの効用関数を用いて利用価値および環境

価値を算出していたが、より的確に便益を算出するた

め、改良した効用関数では利用価値、環境価値、災害

価値それぞれに効用関数を構築した。さらに、公園面

積について、利用価値の効用関数では、公園面積をオ

ープンスペース面積と緑地面積に分割し、環境価値と

災害価値では、公園全体面積とした（図-2）。 

そして、アンケートにより収集したデータを用いて、

効用関数のパラメータを推定した（表-4）。 

[まとめ] 

本研究の結果、より的確な費用対効果の算出を可能

にするモデルを作成することができた。 

[参考文献] 

1)社団法人日本公園緑地協会：小規模公園費用対効果

分析マニュアル（2000）． 

 

属性 
整備 

計画 

案 

水準 
全体 

面積 

（ha） 

緑地とオープン

スペースの面積

比率 

自宅から 

の距離 

（km） 

※防災 

施設 

負担額

（円/月）

1 0.25 50:30 0.5 あり 300 

2 2.0 30:50 1.0 なし 1,000A 

3 4.0 10:70 1.5 － 2,000

1 4 50:30 0.2 なし 3,000

2 4 30:50 0.2 なし 3,000B 

3 4 10:70 0.2 なし 3,000

パラメータ 利用 環境 災害 

a0 － 0.005409 0.003331 

a1 0.007496 － － 

a2 0.002495 － － 

a3 -0.001684 -0.001014 -0.001246 

a4 － － 0.525036 

a5 -0.000813 -0.000700 -0.000352 

【質問】 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

都市公園を整備することによって、「実際に公園を利用する、ま

たは将来の利用を担保する価値」が、あなたの世代から子孫の世代

にわたって生じます。以下公園整備計画案「A」「B」のうち、あな

た及びご家族にとってどちらが望ましい案ですか。（1）～（3）そ

れぞれについて全て「A」「B」どちらか 1 つお選び下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑地面積とは、樹林・花壇・水面面積を指します。また、オープ

ンスペース面積とは、園路・広場、運動広場等を指します。なお、

面積の大きさをイメージする際には、一般的な 25m プール（25m×

15m）が約 0.4ha（4,000m2）、野球グラウンドが約 1ha（10,000m2）

程度であることを参考にしてください。 

「実際に公園を利用する、または将来の利用を担保する価値」

についてお伺いいたします。 

ここでは、この価値についてのみお伺いするものです。他の

価値、例えば「都市景観の向上、都市環境を維持・改善する

価値」、「震災等災害時に有効に機能する価値」についてはい

っさい考えずにお答え下さい。なお、回答に際して、負担し

た金額分だけあなたの世帯で使うことのできるお金が少なく

なるとして、お答え下さい。 

図-1 アンケート質問例（表-2 の質問 2） 

【従来のモデル】 

 
 
 

 
 
 
【改良したモデル】 

U :効用 V :効用関数の確定項 ε :効用関数の確率項 

0A :オープンスペース面積（m2） 
1A :緑地面積（m2） 

A :緑地面積（m2）＋オープンスペース面積（m2）＋その他面積※1（m2） 

※1 全体供用面積のうち、緑地面積とオープンスペース面積以外の部分

d :公園からの時間距離（分） 

δ :防災施設の有無（あり※2=1、なし=0） 

※2 備蓄倉庫、耐震性貯水槽、非常用トイレ、3 つあれば「1」 

I :所得 x :世帯の負担額（円/月） 
ia :パラメータ 

※1 全体面積に対して、緑地とオープンスペースの面積比率

が概ね 50:30 の場合に相当します 

※2 徒歩で約 6 分程度です 

※3 徒歩で約 3 分程度です 
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図-2 効用関数の形 

表-4 パラメータ推定結果 

表-3 公園整備計画案の属性と水準 

( )xIadaAaV −++= 3
2

21

ε+= VU

ε+=VU
( )xIadaAaAaV −+++= 5

2
31201利用

( )xIadaAaV −++= 5
2

30環境

災害 ( )xIaadaAaV −+++= 54
2

30 δ
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少子・高齢化社会に対応した公園緑地基準の検討 
The examination of the park and open space standard  

corresponding to declining birthrate and aging 
 

（研究期間 平成 14～17 年度） 
環境研究部 緑化生態研究室 室 長 松江 正彦 
Environment Department Head Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division 研究員 長濵 庸介 

Research Engineer     Yosuke NAGAHAMA 
 

It is said that the activity of a child's mind and body is falling rapidly. It is considered as a cause that 
many problems in connection with growth environment, such as aggravation of play environment, loss 
of natural experience, and a physical strength fall, are aggravating this with social change, such as 
urbanization, natural destruction, and a decrease in the birthrate. Although a city park is considered 
that the role which came for mind-and-body activation sure enough as a child's familiar playground is 
large, the state of the park based on the above social situations fully needs to be examined. Then, it 
inquires for the purpose of performing grasp and analysis of the use actual conditions, such as a basic 
park for neighborhood a child's familiar playground, and performing arrangement of the park for a child, 
and the proposal of an institution indicator. 

 
［研究目的及び経緯］ 

子どもの心身の活性が急激に低下しつつあるといわ

れている。これは、都市化や自然破壊、少子化などの

社会的変化に伴い、遊び環境の悪化や自然体験の喪失

など、生育環境に関わる諸問題が深刻化していること

に起因すると考えられる。都市公園が子どもの身近な

遊び場として心身活性化に果たしてきた役割は大きい

と考えられるが、今後は上記のような社会状況を踏ま

えた公園のあり方が十分に検討される必要がある。 

本研究では、子どものための公園の配置、施設指針

の提案を行うことを目的として、住区基幹公園の利用

実態の把握・分析を実施した。 
 

[研究内容] 

都市部の調査地として杉並区立杉並第十小学校区域、

地方都市部の調査地として茨城県つくば市の東小学校

区域を選定し、各学区域内にある住区基幹公園の利用

実態調査を実施した。また、ビオトープ的な整備がさ

れている公園においても同様の調査を実施した。そし

て、調査結果を踏まえて、子どもの遊び場としての公

園の現状について整理した。なお、本研究では、子ど

もたちを小学生以下と定義した。 

 

［調査内容］ 

(1)調査対象公園 

調査対象公園は、杉並区立杉並第十小学校区域内に

ある 6公園、つくば市立東小学校区域内にある 8 公園

とした（図－1 および表－1）。また、ビオトープ的な

整備がされている公園として、世田谷区の岡本公園、

横浜市の新井町公園を調査対象公園とした（表－1）。 

(2)調査内容 

調査対象公園の利用実態を把握するため、入退園調

査、活動内容調査、利用者追跡調査、アンケート調査

を実施し、調査対象公園の利用実態を把握した。 

 

［調査結果と考察］ 

 調査結果を踏まえて、子どもの遊び場としての公園

の現状について以下のように整理した。 

(1)子どもたちのコミュニティ形成の場としての公園 

 週 2～3 回以上の公園利用者をヘビーユーザーと考

えた場合、平日の和田北公園では、子どもたちのヘビ

ーユーザー率は 80%程度と高い割合を示していた。さ

らに、公園へ来園した理由として「友達が集まるから」

と回答した子どもが半数を占めていたことから、住区

基幹公園が身近な遊び場として子どもたちに利用され

ているだけでなく、公園に行けば友達に会えるという

事で、子どもたちのコミュニティ形成の場として重要

な役割があるものと考えられた。 

(2)多様な遊びが可能な公園 

ビオトープ的な整備がされた岡本公園や新井町公園

では、ドングリ拾いやザリガニ釣りといった自然遊び 
や、遊具遊びの割合が高かった。利用者による各公園 
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図－1 調査対象公園の位置 

（上図：杉並第十小学校区域、下図：東小学校区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の評価を見ると「非常によい」、「良い」という意見が

岡本公園と新井町公園で平均 82％程度と高い割合を

示した。一方、都市部や地方都市部の近隣公園では平

均 74％程度であった。以上から、自然遊びや遊具遊び

などといった、多様な遊びが子どもたちの満足度に繋

がっている可能性が考えられた。 

(3)公園の安全性確保の必要性 

街区公園のなかで利用者の多かった梅里公園や堀之

内東公園では、公園を訪れた理由として「安全だから」

という意見が平均 20%程度を占めていた。しかし、利

用者の少ない街区公園では「安全だから」という意見

が無い公園も見受けられ、一部の公園では「暗いため

不安」という意見が挙げられていた。また、ビオトー

プ的な整備がなされた公園では「緑が多いのは良いが、

鬱蒼として危険」、「死角を無くして欲しい」という意

見が挙げられた。自然が豊かで多様な遊びが可能であ

り、公園としての評価が高い反面、それが危険な場所

であるというイメージにも繋がっているものと考えら

れた。以上から、子どもたちが安心して遊べるよう、

地域ぐるみによる公園の巡視やプレイリーダーの常駐

など、子どもたちが安心して遊べるような対策を講じ

ることが重要であること考えられた。 
 

[まとめ] 

本研究により子どもの遊び場としての公園の現状と

課題点を抽出し、子どものための公園整備のあり方に

ついて示すことができた。 
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自然との触れ合いの場の整備技術 

Development of techniques for designing areas to promote better man-nature interaction 
 

（研究期間 平成 13～17 年度） 
 
環境研究部 緑化生態研究室                         室 長       松江 正彦 
Environment Department                Head        Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division              主任研究官     小栗ひとみ 

Senior Researcher   Hitomi OGURI  
招聘研究員     畠瀬 頼子 
Visiting Researcher  Yoriko HATASE 

 
National Government Parks are asked for the function in which people can contact living things 

efficiently. Then, we do this research towards the proposal of the biotope maintenance plan technique 
for hills covered with forest. As the last result of research, we created the manual on environmental 
evaluation and improvement of park woods.  

 
［研究目的及び経緯］ 

国営公園等の大規模公園には、利用者が生きものを

主とした自然と触れ合う場としての機能が、強く求め

られるようになっている。本研究は、特に樹林の優占

する丘陵地において、敷地の持つ環境ポテンシャルを

生かしてビオトープの保全と創出を図り、利用者が効

果的に自然と触れ合うことができる場の整備技術を開

発するものである。 
本研究では、宮城県川崎町にある国営みちのく杜の

湖畔公園の未開園部（Ⅲ期地区）を事例地として選定

し、平成 13 年度～16 年度にかけて、樹林の間伐と下

草刈りを内容とした環境管理実験を実施するとともに、

GIS を用いた環境評価手法の開発を行った。17 年度に

おいては、これまでの環境管理実験の結果等をもとに、

多様な条件下にある国営公園での里山の樹林管理手法

をとりまとめるとともに、樹林地の環境評価・計画手

法の適用性および汎用性を検証するためのモデルスタ

ディを実施し、最終成果である「生物の多様性を高め

るための樹林地の環境評価・整備マニュアル案」を作

成した。 

 

［研究内容］ 

１．樹林管理手法とりまとめ 
環境管理実験における物理的環境（光、温度、土壌

水分）および林床植物（種数、開花数、等）の経年変

化データから、樹林管理が林床環境および林床植物に

及ぼす影響を整理し、本実験における管理手法の妥当

性と今後の課題について検討を行った。また、里山型

樹林を有する国営公園を対象としたアンケートおよび

ヒアリング調査ならびに先進的事例としての三田方式

（兵庫県三田市で行われている住民参加による里山管

理）に関するヒアリング調査を実施し、生物や生態系

の保全育成を目標とした樹林管理の取り組みや、住民

参加による管理の方法などに関する現況の把握と課題

の抽出を行った。さらに、これらの結果を踏まえ、生

物との関わりの観点から効果的な管理方法についてと

りまとめを行った。 
２．樹林環境評価・計画手法の検証 
事例地とは地理的条件の異なる国営武蔵丘陵森林公

園、国営讃岐まんのう公園の 2 カ所を対象として、こ

れまでに開発した樹林地の自然環境および自然資源の

解析・評価・計画手法を適用し、手順の妥当性を確認

するとともに、解析評価における留意点や課題の整理

を行った。 
 

［研究成果］ 

１．樹林管理手法とりまとめ 

樹林管理にあたっては、現況を把握した上で、地域

の自然環境に応じた樹林の将来像を設定し、整備計

画・管理計画を決定する必要がある。広い樹林を持つ

公園では、間伐、下草刈りなどの管理を継続できるエ

リアは限られるため、効果的な計画が立案できるよう、

景観や自然とのふれあいの場として重点的に管理すべ

き場所はどこか、明るい樹林を好む生物が生息してい
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る場所はどこか等に留意して検討を行う。樹林の将来

像については、(1)林床が明るく背の高い樹林をめざす、

(2) 昔ながらの萌芽更新による背の低い樹林をめざす、

(3)樹林を天然林の遷移させる、(4)生物多様性の高いス

ギ・ヒノキ植林をめざす、といった目標設定が想定さ

れることから、それぞれに応じた整備・管理手法と効

果について、整備マニュアル案に整理した。 
 
２．樹林地環境評価・計画手法の検証 
モデルスタディでは、事例地と同様の手法、手順に

沿って、生物保全と公園利用の観点からの総合評価お

よび樹林管理適性評価を行い、これらの結果から公園

のゾーニングならびに管理方針の設定が適切に行える

ことを確認した（図-1）。検証を通じて、データ整備の

課題および評価単位の考え方を以下のように整理した。 

１）データ整備の課題 
GIS を用いた解析においては、地形、土壌、水系等

の基盤情報に加え、植生、植物、動物等の生物分布情

報が利用可能なデジタルデータとして整備されている

必要がある。しかし、国営公園におけるデータの整備

状況を見ると、基盤情報については CAD や GIS デー

タの整備がある程度行われているものの、生物の分布

情報については紙地図が中心で、デジタルデータは未

整備のところが多い。国営武蔵丘陵森林公園では動植

物の分布についての GIS データが存在したが、各種と

も地点数が少なく、また一定のルートやエリアにおけ

る均一な調査データではなかったため、評価対象種の

分布データとして用いることを断念した。国営讃岐ま

んのう公園についても、使用可能な既存 GIS データが

存在せず、紙地図データを GIS 化して使用した。評価

対象種として取り上げ、樹林環境における環境選択性

を検討するためには、少なくとも数十地点以上のデー

タが必要と考えられ、また一定の調査方法に則って取

得された均一な精度のデータであることが必要である。 
２）評価単位の考え方 

評価の単位となる区域区分の考え方としては、集水

域を単位として考える方法と、微地形と植生を組み合

わせたエコトープ単位を使用する方法の２つが考えら

れる。それぞれの区分方法には、表－１のような特徴

があることから、対象地の特質（面積、地形の特色等）

や計画目的にあわせて、それぞれのメリット・デメリ

ットを生かした最も適切な方法を選択する必要がある。 
 なお、既に何らかのゾーンが設定されている公園に

おいては、現状との整合を考慮して既定のゾーン区分

を評価単位とすることも考えられる。 
 
［成果の発表］ 
1)畠瀬頼子・小栗ひとみ・松江正彦・井本郁子・大江

栄三・名取睦，GIS を利用した丘陵地雑木林の利用

と保全のための環境評価，日本景観生態学会第 15
回東京大会講演要旨集，pp29，2005.6 

2)畠瀬頼子・大江栄三・小栗ひとみ・松江正彦・宇津

木栄津子・井本郁子，国営みちのく杜の湖畔公園に

おける森林管理と林床植生の変化，ランドスケープ 
研究 Vol.69(5)，2006.3（印刷中） 

区分方法 メリット デメリット 

集水域単位にもとづく区分 

・区分がわかりやすい(区分しやすい)。 
・谷部の重要な環境を評価しやすい。 
・丘陵地の大規模な公園では適当な区域区

分となりやすい。 

・尾根部の環境が分割される。 
・複数の環境ユニットから構成されることか

ら、総合的な評価基準が難しく結果がわか

りにくい（客観性の確保が難しい）。 
・計画単位としては有る程度の統合が必要。

微地形・植生（エコトープ）

にもとづく区分 

・生態的に比較的均一なユニットとして、

評価結果がわかりやすい。 
・地形の区分を詳細にすることで、基本設

計、実施設計段階における大スケールで

の細かい対応が可能。 

・必要に応じて隣接し互いに密接にかかわる

単位との統合が必要。 
・まとまった形状や、計画しやすい面積や形

状となるような統合が必要。 

表－１ 評価の単位としての区域区分方法とその特徴 

図－１ 生物保全と公園利用の観点からの総合評価 

― 28 ―



 

1.3 生態系の保全や環境アセスメント 

に関する研究 

 

9) 公園緑地における生態的環境評価手法に関する研究 

【都市公園事業調査費】................................................................................................31 

10) 動植物・生態系への事業影響予測と情報可視化手法の開発 

【河川総合開発事業調査費】 ........................................................................................37 

11) 動植物・生態系の環境保全措置と事後調査手法に関する調査 

【地方整備局等依頼経費】 ............................................................................................41 

12) 囲繞景観の評価手法に関する調査 

【地方整備局等依頼経費】 ............................................................................................43 

13) ミティゲーション整備技術 

【地方整備局等依頼経費】 ............................................................................................45 

 

 



公園緑地における生態的環境評価手法に関する研究 
Study on Habitat Evaluation of Parks and Open space for Wildlife 

 
（研究期間 平成 16～19 年度） 

環境研究部 緑化生態研究室  室長  松江 正彦 
Environment Department  Head  Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division 主任研究官  飯塚 康雄 

Senior Researcher Yasuo IIZUKA 
研究官  佐伯 緑 
Researcher Midori SAEKI 

  
We surveyed mammalian wildlife in parks and open spaces in Mito Area within a framework of 

ecological network planning. This year, 9 raccoon dogs were radio-tracked to detect habitat use within 
and around a Prefectural forest park. We found that the raccoon dogs were used green belts and bush 
to move and rest and that park spaces were not large enough to maintain local population. 
 
［研究目的及び経緯］ 

近年、生物の生息地の減少、生息環境の汚染、生息地

の分断化・孤立化等により生物多様性の低下が問題とな

るなかで、生物の生息・生育空間の保全・創出を目的と

したエコロジカルネットワークの創出が重要な課題とな

っている。このような状況において、公園緑地は、身近

にある生物の生息地であり、都市の緑を恒久的に担保す

る貴重な空間である。特に大規模な公園緑地はエコロジ

カルネットワークにおける生息地としてのコアエリアに

位置づけられる。そのため、公園緑地において、野生生

物が共存できる環境を備えることも重要な要素となって

いる。そこで、本研究では、エコロジカルネットワーク

において重要な役割を果たすと考えられる公園緑地につ

いて、野生中・小型哺乳類の利用実態とその地点及び周

辺の環境を調査し、野生動物の環境選好性等を把握する

とともに、公園利用者との関係を把握した上で、野生動

物と共存できる公園緑地の整備手法をとりまとめること

を目的としている。 

［研究内容］ 
初年度である平成16年度は、公園緑地における生態的

環境機能を整理し対象公園の抽出及び分類を行い（図１）、

カメラトラップを仕掛けて公園ごとに野生哺乳類の生息

種を確認した。平成17年度は、食肉目を対象に捕獲を行

い、捕獲されたホンドタヌキをテレメトリ追跡し、公園

図１ 調査対象として抽出した公園緑地
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緑地の利用と生息地環境との関係を調査した。今後は、

利用実態調査及び環境調査を続け、公園緑地において生

息地環境評価モデルの構築を検討し、生態的環境評価手

法とコアエリア整備指針案をとりまとめる。 

［研究成果］ 

１． 公園緑地における行動調査 
捕獲は茨城県県民の森と水戸市森林公園において

2005年 10月から12月に捕獲を行った。捕獲された個体

は、外部計測と発信器装着後放逐した。1 回のテレメト

リ追跡は1個体を3泊 4日かけて連続で行い、活動時に

は30分に 1回、非活動時には1時間に 1回の三角測量法

による位置確認を行った。各個体で 11～12 月の秋に 1

回と1～2月の冬に1回の最低2回の追跡を行うようにし

た。行動圏には固定カーネル法を用いて、95％と 50％を

算出し、それぞれ行動圏とコアエリアとした 1)。固定カ

ーネル法で使用するデータは活動点のみの位置データと

した。また、位置データを基に30分あたりの移動距離を

算出し、個体ごとに日周期による移動距離を求めた。さ

らに、2000年 12月 4日に撮影されたIKONOS画像を用い

て、パソコン画面上から判読できる緑地部分を読み取り、

それを基にポリゴンを作成した。 
捕獲されたホンドタヌキはオスが8頭、メスが3頭で

あった（表１)。また、推定された年齢区分ではオスの当

歳が3頭、オスの1歳以上が5頭、メスの当歳が2頭、

メスの1歳以上が1頭であり、11頭中 5頭が 1年未満の

個体で、平均体重は 4.5kg（n=11）であった。連続追跡

ができたのは8頭であり、うち 5個体については秋と冬

の 2回の連続追跡ができた（表２）。固定カーネル法によ

り算出した各個体の行動圏及び、各個体の行動圏に占め

る県民の森の割合を表３に示す。なお、今回の調査中で

生存不明を除いた8頭中6頭は疥癬により死亡している

ことから、その死亡率は75％に達することになる。 
秋季の各個体の行動圏は大きく重複していた（図２）。

個体Aと個体Bと個体 Kはコアエリアが重複していた。

また、個体Eと個体Gと個体Hのコアエリアも重なり合

うように形成されていた。個体 Cは少し西側にはずれた

形で形成されていた。個体Iは個体Jと重なっている可

能性もあるが、個体Jの位置データが少ないため詳細は

不明である。冬季の行動圏配置は多くの個体が死亡した

ため、重複を確認されたのは個体Gと個体Hのみであっ

た。それ以外の個体は行動圏同士が離れる形で配置して

いた。 

移動については、全個体のデータから薄明薄暮の傾向

を示した。特に、秋でその傾向が強く、冬になると日中

にも小さなピークが現れていた。全体的にみると夕方の

移動は時間ごとで距離にばらつきがあるが、明け方の移

動は徐々に距離が伸び、段々収束する様子が見て取れた

（図３）。 
今回捕獲された個体には、県民の森を中心に使う個体、

県民の森と周辺環境を利用する個体、県民の森を使わず 

 
 

個

体
捕獲日 捕獲場所 

性

別 
年齢 

体重

(kg)

A 2005/10/22 県民の森 ♀ 当歳 3.56

B 2005/10/22 県民の森 ♀ 1～2歳 4.38

C 2005/10/23 県民の森 ♂ 当歳 3.1 

D 2005/10/27 県民の森 ♂ 1歳以上 4.22

E 2005/10/27 県民の森 ♂ 2歳以上 4.78

F 2005/11/4 森林公園 ♀ 当歳 3.22

G 2005/12/11 県民の森 ♂ 1歳以上 5.6 

H 2005/12/11 県民の森 ♂ 当歳 5.2 

I 2005/12/14 県民の森 ♂ 1～2歳 5.06

J 2005/12/14 県民の森 ♂ 1～2歳 5.2 

K 2005/12/15 県民の森 ♂ 当歳 5.04

 

秋 冬 

個体
50% 95% 

占め

る割

合

（％） 

50% 95% 

占め

る割

合

（％）

A 57.9 232.5 69.1 11.4 66.2 52.5

B 18.2 67.4 11.2 - - -

C 17.4 68.4 72.3 10.1 49.1 1.7

D - - - - - -

E 48.8 214.3 4.4 - - -

F - - - - - -

G 30.6 118.5 21.2 7.6 33.0 0

H 24.1 134.2 14.1 10.5 37.9 0

I 18.3 77.6 0 92.7 365.7 0

J - - - - - -

K 2.8 12.6 50.4 - - -

秋 冬 
個

体
活

動 

非 

活動
集計

活

動 

非 

活動 
集計

総計 

A 83 56 139 94 99 193 332

B 76 53 129   0 129

C 77 28 105 80 40 120 225

D 1 1   0 1

E 94 101 195   0 195

F 0   0 0

G 57 53 110 84 137 221 331

H 97 36 133 85 154 239 372

I 76 43 119 73 76 149 258

J 1 1 1 8 9 10

K 66 62 128   0 128

計 627 433 1060 417 514 931 1991

表２ 各個体の位置確認数

表３ 各個体の行動圏面積 (ha) 

及び行動圏に占める県民の森の割合 

固定カーネル法による。50％をコアエリアとする。 

表１ 捕獲されたタヌキの概要
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に、周辺環境のみを使う個体など様々な行動圏を持つ個 
体が確認された。すなわち、県民の森のような90ha程度

の比較的大きな公園緑地でもその環境だけでは個体群を

維持することはできず、周辺環境との連続性が重要であ

ることが確かめられた。また、集落周辺ではパッチ状に

ある緑地を飛び地的に利用していることが確認された

（図４）。このように小さい樹林でも連続性を保っていれ

ば、タヌキが生息できることがわかった。追跡期間中、

一部の個体では国道のような交通量の多い道路でも横断

し利用していることも確認されているが（特に個体Ｅ）、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この国道を渡らない個体（個体ＧやＨ）もおり、緑地の

連続性については今後事例を増やし確かめる必要がある。

県道によりコアエリアが分断されるような形になるもの

があることから、ボトルネックになっていることもわか

った。道路に対しては個体差も相当あると考えられる。 
２． 行動圏内の環境調査 
 活動場所の環境として、緑地のデータと位置データを

用いて、タヌキの位置データと緑地関係、行動圏内の緑

地率等、及び道路の横断場所を検討した。休息場所の環

境調査は追跡調査中とそれ以外の日中に行った。 
連続追跡により取得した位置データが緑地に落ちたも

のが847点、緑地以外に落ちたものが410点であり、緑

地の利用が有意に多くなっていた（χ2検定、P<0.001）。

行動圏に占める緑地割合は、秋が32.5％（個体Ｅ）から

81.7％（個体Ｃ）の平均 59.8％、冬は全体的に下がり、

21.2％（個体Ｇ）から68.3％（個体Ａ）の平均37.9％で

あった。また、活動時と休息時で緑地の利用に違いがあ

るかを調べた結果、全個体をあわせた全体では緑地を活

動時によく利用するなどの使い分けが行われていること

が示された。道路の横断は5回、目視確認された。各個

体の行動圏内の主要道路延長距離は 0.1 から 4.9ｋｍと

ばらつきがあった（表４）。さらに、30 分ごとの追跡で

得られた移動経路データから抽出した横断地点からの周

辺緑地までの距離と、各行動圏内にランダムに発生させ

たポイントを繋ぐラインが道路を横切る地点から周辺 

0

50

100

150

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ｍ 

時

図 ３ タヌキ8頭の秋と冬の時刻別平均移動距

秋 

冬

図２ 追跡個体の秋の行動圏配置 

捕獲場所（ＧとＨ及びＩとＪは同地点・異なる日に捕獲） 

国
道

県
道 
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図４ 個体Ａと個体Ｅの位置確認データと移動経路 

個体Ａ 

個体Ｅ 

 

県民の森で捕獲された個体Ａは主に

県民の森を利用している。 

県民の森で捕獲された個体Ｅ

は主に県民の森の外の緑地を

利用している。 
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緑地までの距離を比較すると、緑地面積の小さい個体Ｃ

やＧの冬などで道路横断地点と緑地までの距離が短い傾

向がみられた（表５）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 実測値 ランダム  個

体  個数 平均 ＳＤ 個数 平均 ＳＤ U 検定

秋 2 8.9  5.7  37 12.0  14.5 不能 
Ａ 

冬 2 59.0  0.2  12 65.1  27.2 不能 

秋 - - - - - - - 
Ｃ 

冬 9 10.7  6.0  63 36.2  27.2 P<0.001

秋 19 14.3  17.1 523 29.3  26.3 P<0.001
Ｅ 

冬 - - - - - - - 

秋 4 7.1  2.4  382 9.2  6.1 P>0.05
Ｇ 

冬 7 17.7  14.0 427 33.1  21.2 P<0.05

秋 7 19.3  22.3 323 20.6  24.2 P>0.05
Ｈ 

冬 10 21.3  16.3 402 29.8  22.1 P>0.05

秋 8 22.0  19.6 258 12.8  14.8 P>0.05
Ｉ 

冬 8 6.4  1.6  154 13.6  19.6 P>0.05

 
また、調査期間中に96件の休息場所（ねぐら）の情報

が得られ、地形については84件のデータがあり、その内

の57件（68％）は休息場所の地形は平地であるというも

のであった。土地利用が記録された74件中、休息場所を

確認した地点で最も多かったのは森林で37件（50％）で

あり、次いで多かったのは市街地・人工物で15件（20％）

であった。下層植生が記録された61件中 37件（61％）

で草本が確認され、優占種はほとんどがササであった。

次いで多かったのは、低木の11件（18％）で、低木には

ツツジやバラやアオキなどが含まれていた。その次に多

かったのはクズであり、密生して地面が見えないような

環境であった。これらにも有意な偏りがみられ（P<0.001）、

ササ薮の利用が多くなっていることがわかった。写真１

～３に休息場所周辺環境事例を、写真４～５にねぐら入

り口を示す。 

県民の森周辺に生息するタヌキは選択的に緑地を利用

して生息していることが確かめられ、緑地の重要性が確

認された。また、行動圏内に含まれる緑地面積が小さい

個体ほど横断地点から緑地までの距離が短い傾向がみら

れたが、緑地の少ないところほど道路横断などの危険を

伴う場合には、点在する緑地をカバー（隠れ場所）とし

て利用していることが多くなっているのではないかと考

えられた。また、休息場所の環境では、上層が森林で、

下層にササなどが1～2mの高さで被度が50％以上で生育

している平地が最も好まれる休息場所環境であることが

わかった。このような環境は県民の森内部にも多く存在

しており、今後もタヌキの住める環境として保持してい

くことが重要である。一方で、今回の調査中は非繁殖期

にあたることから、道路脇で休息したり、何もない斜面

で 1日を過ごしたりと、特定のねぐらを持つことなく日

中を過ごしている個体が多かった。そのことから、今後

調査を続けるにあたって、繁殖期の特に子育てできる環

境がどのような場所であるかを調べる必要があると思わ

れる。 

表４ 行動圏内の主要道路延長距離 

表５ 道路横断地点から周辺緑地までの距離と

ランダム・サンプルとの比較 

写真１ 2005年 11月 4日：ブッシュ内に個体Ａ

のねぐらがある 

写真２ 2005年 11月 6日： 

個体Ｂのねぐら周辺は開けている 

写真３ 2006年１月13日：個体Ｃのねぐら周辺

タ
ヌ
キ
を
目
視 
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３．野生動物の環境選好性の検討 

今回の調査結果から、追跡個体は周辺部の農地や集落

など異なる環境と行き来しており、それらの箇所との生

息地の連続性が重要であることが確かめられたため、比

較的大きな公園緑地でもその環境だけではタヌキの個体

群を維持することは困難であると考えられる。園田 2)は、

1982 年、1987 年、1992 年に神奈川県立自然保護センタ

ーによる収集個体のデータを解析した結果、タヌキは森

林‐農地域、森林-農地-住宅域、農地占有域を有意に選

好し、いずれも山林・荒地率、農地率の合計が50％以上

であり森林と農地が重要な生息地であることを報告して

いる。Saeki3)は、千葉県の里山的環境においてテレメト

リ追跡したタヌキには、農地中心に行動圏を持つ個体と、

二次林中心に行動圏を持つ個体があり、行動圏内の生息

地タイプの選好性にも違いが見られ、農地中心のタヌキ

では畑地・庭が、二次林中心のタヌキでは薮・草地が選

好されたことを報告している。また、Mabry and Barrett4)

によれば、生息地の連続性を考える上で、緑地などの生

息地パッチを取り囲んでいる部分（今回の場合、田畑な

ど）も移動経路となることが指摘されており、「完全なバ

リヤー」としてではなく、種の体サイズや自然史及び生

息地パッチ間の距離やランドスケープのタイプによって

異なる「選択的フィルター」5)としての役割を果たして

いると考えられている。今後はこの生息地パッチを取り

巻く環境の役割についても調べることが重要である。 

また、休息場所としてクズやササの藪が重要であるこ

とがわかった。また、繁殖期（2 月下旬から 3 月初旬）

から特に子育て期に（4 月下旬から 7 月頃）には安全な

繁殖巣及び豊富な餌環境の確保が必須であり、生息環境

に対しての要求が高まる時期だと考えられる。そのこと

から、今後はそれらの時期を含めて調査を実施する必要

がある。そのことで、個体群を維持する上でどのような

場所が重要となってくるのかがわかってくるものと思わ

れる。さらには、自らの行動圏を構えるために出生地を

離れ新たな場所に移動をするタヌキの分散が晩秋から冬

にかけて行われるが、この時の分散の成功率にも生息地

の連続性は影響を与えると予測され、可能な限り分散個

体のモニタリングも行うことが望ましいと思われる。 

一般に行動圏には、採食地、休息場、繁殖場、及びそ

れらを繋ぐ安全な経路の確保が必要であることが知られ

ており、今回は、休息場の環境の把握に努め、移動経路

についても活動時の移動間距離や道路の横断を記録して

行動圏の構造を推測した。今後は上記のことも踏まえて

移動経路や子育て期の巣穴環境など、より生息に影響を

与える要因について把握することが重要である。 

また、公園管理の面では、公園内の整備と同時に周辺

の緑地との連続性も保つ必要がある。公園内部で藪を作

ることは防犯上の問題もあるため場所は限られるが、あ

る区画は野生動物の休息場として使えるような環境を整

備することが重要であり、来園者に対する環境教育とし

ても機能すると考えられる。 
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写真４ 2005年 12月 19日：樹林内 
個体Ｉのねぐら入り口 

写真５ 2006年 2月 2日：集落内 
個体Ｈのねぐら入り口 
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動植物・生態系への事業影響予測と情報可視化手法の開発 
Research on Predicting Ecological Impacts and Developing a Method of their Visualization 

 
（研究期間 平成17～19年度） 

環境研究部 緑化生態研究室  室長  松江 正彦 
Environment Department  Head  Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division              研究官  佐伯 緑 

Researcher Midori SAEKI 
 

We collected and summarized basic environmental information to construct a vegetation map and an 
ecotope map on GIS. We also collected field data by snow-tracking to detect habitat use by mammalian 
species in winter. Several problems are pointed out to be solved for predicting ecological impacts 
quantitatively. 
 
［研究目的及び経緯］ 

 現在、ダム事業等の実施において、動植物・生態系への

事業影響を定量的に評価する手法が十分に確立していると

は言えず、影響予測に必要となる基盤の生態情報も不足し

ている。さらに、事業の実施と環境への影響の予測結果お

よび対策などの情報が、分かりやすいかたちで提供されて

いない。一方、GIS（地理情報システム）技術を中心とし

た情報処理技術の発達とコンピュータの処理能力の増大、

そして地形、植生など環境に関する各種デジタルデータの

整備により、事業影響を定量的に予測し、その結果を住民

に分かりやすい形で提供するシステムの開発は、充分に可

能な状況となってきている。本研究では、このような背景

のもと、動植物・生態系分野における定量的な事業影響予

測技術および合意形成を円滑に進めるための情報可視化

技術の開発を目的として研究を行う。 

［研究内容］ 

初年度は、次年度以降に予測・評価手法の構築を行う

ための、基礎資料等を作成した。基盤情報および既往研

究を収集・整理し、対象種を絞り込み、植生図及び冬季

の現地調査結果をまとめGIS化した。さらに、今後の課

題として、定量的データの取得、予測・評価指標の考え

方と適用範囲、および代償措置などの対策案の検討を取

り上げ整理した。本研究の全体実施手順を図１に示した。 
［研究成果］ 
１．ダム事業予定地及び周辺地域の環境情報等の収集・

整理 

既存の自然環境に係る影響評価がどのような問題点

を含んでいるのかを概観的に整理し、主な課題、１）生

態系を捉えるための知見不足、２）上位性や特殊性の指

標種への依存による典型性などを示す種への不十分な対

応、３）生息環境モデルの整備への取り組みの不足、の

3 点を踏まえて、対象地域を選定した。選定した 3 地域

の中から、特に栃木県日光市の湯西川ダム地域について、

湛水域周辺 500ｍの範囲を目安に詳細な情報を収集・整

理を行った。その他の地域についても、環境情報や地形

データ等を収集・整理し、GIS で整備可能なものについ

ては、GISデータとして整理した。 

２．対象種の既存生態情報の収集 

「生息地環境および生態調査」で実施した冬季の哺乳

類痕跡調査結果から確認された種の中から、タヌキ、テ

ン、ノウサギなど小・中型哺乳類を対象種として選定し、

それらの種について生息地や環境要因との関わりについ

ての定性的・定量的情報を既存の論文等から収集整理し

た。 

３．植生図およびエコトープ図の作成 

湯西川ダム周辺域においては、平成 11 年度，平成 12

年度に付替え道路および代替地周辺の植生調査が実施さ

れている。これらの情報を収集・整理し、GIS データ化

するとともに、湛水域から500mの範囲内で植生図が作成

されていない箇所について、航空写真からの判読によっ

て補完した。また、衛星画像を取得し、衛星画像から取

得できるサーフェイスの標高データと地形図の標高デー

タの差から樹高を推定することを試みた。さらに、10m

×10m の標高データを用い、標高差・傾斜角・標高を指

標とした地形分布をもとに地形区分を統合して得た地形

データと、植生凡例を統合しラスタ化した植生データを

重ね合わせた後、断片化したパッチを置換し、エコトー

プの抽出を行った（図２）。 

４．生息地環境及び生態調査 

ダムによって消失する湛水域およびその周辺域を哺乳

類がどのように利用しているかを把握することを目的に、

冬季の哺乳類痕跡調査を実施した。調査にあたっては、

哺乳類の調査対象地域内における移動路等の選好性を把

握するため、できる限り点ではなく線や面情報を把握す

ることに努めるとともに、利用が確認されなかったとい

う情報も把握することとした。現地調査では、合計で468

の痕跡（足跡や糞など）および目視による確認があった

（表１・図３）。GIS化した調査結果を概観すると、尾根

筋から河原に連続している箇所では、痕跡が多く確認さ

れている傾向にある。また、斜面林と隣接しているよう

な箇所では、河原への移道路として利用されている傾向

が見られた（図４）。 
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５．今後の課題の整理 

 以下に課題をまとめた。 

・ 環境影響予測評価の典型性、生態系の定量的予

測評価手法が確立されていない。 
・ 現在、一般的に行われている手法は、植生の面

積変化、ハビタットの面積変化を事業前後で比

較する手法であるが、ハビタットと生物の相関

または因果関係までは整理できていない。  
・ 対象区域から、どのようなハビタットが、どの

程度消失すれば、どのような影響がでるか、イ

ンパクトとレンスポンスの関係が未だ明確にな

っていない。特に、これらの応答関係を定量的

に示した事例はほとんどない。 
・ ハビタットの面積だけではなく、これらの配置

や形状、連続性など、景観生態学的な視点も考

慮していく必要がある。 
・ 事業実施により消失する場に対して、単に周辺

に類似した環境が存在することを根拠に事業に

よる影響が少ないという評価は、現在の自然環

境の劣化状況や持続可能な社会資本整備の観点

から、見直していく必要がある。 
・ 「環境影響評価の基本的事項に関する技術検討

委員会」においても、定量的な予測手法の開発

に対する取組みが提言されており、社会的な要

望も高まってきている。 
 
 

以上の課題から、本研究のアウトプットのイメージ

をまとめた。 
・ 研究対象は生態系の上位種で典型性のシンボル

となるほ乳類とする。 
・ 事業の実施による影響の回避・低減・代償を効

果的に検討するためのツールを作成する。 
→定量的なアプローチにもとづくミティゲ

ーションの実践を可能にする。 
・ 対象とする生物種や生物群集の生態（行動圏や

生息環境など）の把握し、それら生態情報から、

予測・評価の対象となる場の機能を明らかにす

ることによって、影響の程度の把握、機能回復

による影響の緩和等を行う。 
→ 終的な保全対象は個体レベルではなく、

生息環境・生息場などからなるハビタットで

ある。 
・ 上記に示す生物種・生物群集と生息環境の関係

をできる限り、定量的に把握していく。ただし、

定量的な値が即ち絶対的な環境容量を示すもの

とは考えない。 
→絶対的な環境容量を把握することが望ま

しいが、あらゆる条件・データを把握するこ

とは容易ではない。事業実施による影響の有

無や環境保全措置による影響緩和を相対的

に比較することを第一の目標とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画・準備 

環境情報の収集・整理 

対象箇所(ダム)の選定 

エコトープの抽出 

生息地環境調査 

GIS データの整備 

生息地モデル検討 

対象種の選定 

対象種の既存生態情報の収集 

生息地環境調査 

影響予測・評価手法の検討 

GIS データの整備 

平成 17 年度 

平成 18 年度以降 

図1 実施手順のフロー 
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表 1  現地調査確認数 

目名 科名 種名 上流 中流 下流 総計 
霊長目 オナガザル科 ニホンザル 17 30 2 49
ウサギ目 ウサギ科 ノウサギ 40 27 16 83
げっ歯目 リス科 ニホンリス 4 12 5 21
  ホンドモモンガ 4 29 5 38
  ムササビ 13 4 0 17
  リス科の一種 2 0 2 4
 ネズミ科 ネズミ科の一種 0 3 4 7
食肉目 クマ科 ツキノワグマ 2 9 0 11
 イヌ科 タヌキ 24 17 32 73
  キツネ 5 5 4 14
  イヌ科の一種 5 15 6 26
 イタチ科 テン 10 17 9 36
  イタチ 1 3 2 6
  イタチ科の一種 0 8 0 8
 食肉目の一種 3 0 8 11
偶蹄目 シカ科 ニホンジカ 0 11 3 14
 ウシ科 カモシカ 13 13 4 30
 偶蹄目の一種  0 7 13 20

5 目 9 科 13 種 143 210 115 468

図２ エコトープ図 
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図３ 冬季痕跡調査の種別確認数 
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図４ 痕跡確認地点（一部） 
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動植物・生態系の環境保全措置と事後調査手法に関する調査 

 Survey on the wildlife and ecosystem preservation measures and the monitoring 
methods during and after construction works 

（研究期間 平成 15～19 年度） 
 

環境研究部 緑化生態研究室             室長          松江  正彦 
Environment Department             Head               Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division     主任研究官     大塩 俊雄 

Senior Researcher   Toshio OSHIO 
主任研究官      飯塚  康雄 
Senior Researcher  Yasuo IIZUKA 

  
Recently, preservation of natural environment during the process of various construction works has 

become an important task. To reduce the impact of construction, measures should be taken to protect 
the wildlife and ecosystem, but practical methods for this have not yet been established. Also, since 
the environmental impacts on wildlife and ecosystem are difficult to predict prior to construction, it is 
often important to monitor them during and after the construction works. The purpose of the present 
study is to collect and summarize the several methods that are currently undertaken as wildlife and 
ecosystem preservation measures and monitoring during and after construction works. 

 
［研究目的及び経緯］ 

道路事業の実施にあたっては、生物多様性の確保、

多様な自然環境の体系的保全の観点から、動植物・生

態系の予測、環境保全措置の検討が重要である。 
しかしながら、検討の際に参考となる「科学的知見

や類似事例」については、全般的に不足しており、事

業者は予測、保全措置の検討と、効果の不確実性の把

握、さらには事後調査計画の立案に苦慮している現状

がある。 
そのため、本研究では、これまでに実施された環境

保全措置事例と事後調査事例を収集整理して、その調

査・解析を通じ、対策の効果及び的確に効果を把握す

るための調査手法について検討を行うことを目的とし

ている。 
［研究内容］ 

 今年度は、国土交通省地方整備局、道路関係特殊法

人を主な対象としたアンケート調査及び既存の文献等

により、道路事業における貴重動植物に対する土砂・

工事濁水の流出防止等からなる水の保全及び表土改変

に対する表土の復元に関する、環境保全措置及び事後

調査事例の現況を把握し、さらに代表的な事例につい

て詳細を整理した。 
［研究成果］ 
土砂・濁水に対する貴重動植物の保全措置は、土砂・

濁水を河川や湖沼等に直接流出させないように配慮し

て対策することであり、また、表土改変に対する生物

の環境保全措置としては、現地表土をそのまま利用復

元することである。 
今回収集した事例数は、土砂・濁水に対する貴重動

植物の保全措置に関して 15 事例、表土の復元に関して

7 事例、合わせて全体で 22 事例である。 

（１）土砂・濁水に対する保全措置 
道路工事による土砂・濁水に対する保全措置 15 事例

について整理した（15 事例中3 事例は未着手）。対策手法として

○シートかけ○沈砂池○流出防止○濁水処理施設○付

け替え水路の設置等がある（表-1）。表-1 を見ると、

濁水処理施設による手法（SS（粒子物質）削減 5 件、

pH（中和）調整 6件、脱水固化 1 件）が 12 件と も多

く、以下流出防止（土のう仮締め切り、濁水フェンス）5 件、沈砂池（自

然、凝集剤）4 件、付替水路の設置 2 件、シートかけ 1 件と

いう結果であった。 
表-1 土砂・濁水流出防止の対策手法 

主な処理項目
対策手法 

SS pH 汚泥
対策数

シートかけ ○ ― ― 1 

自然 ○ ― ― 3 沈砂池

凝集剤 ○ ― ― １

矢板打ち込み ○ ― ― ―

土のう仮締め切り ○ ― ― 3 

流出防

止 

濁水フェンス ○ ― ○ 2 

沈降分離(SS) ○ ― ― 5 

pH 中和 ― ○ ― 6 

濁水処

理施設

脱水固化 ― ― ○ 1 

付替水路の設置 ○ ― ― 2 
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その中で、 も多い濁水処理施設では、魚類（ｻｹ、

ｼｼｬﾓ、ｱﾕ等々）の生息保全のため、SS、pH を測定（工

事前及び工事中）し、その変化を確認しながら工事を

実施した事例であった。濁水処理施設(SS、pH 測定)で
の工事はトンネルと橋梁下部の 2工種で、事例 5件中

3 件までが橋梁下部工事がしめ、全て他手法（濁水フ

ェンス、土のう仮締め切り、沈砂池）との併用での保

全措置を実施している（写真-1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-1 濁水処理施設例 

（２）表土改変に対する復元保全措置 
 道路工事が自然環境に及ぼす影響として「生育・生

息環境の質的変化」が挙げられるが、その保全措置の

一つとして表土の復元活用がある。表土は地域特有の

土壌動物、植物の種子等が多く含んでおり、環境保全

する上で表土復元は大変重要な手法の一つである。今

回の 7事例中未着手の 1事例を除く 6事例について整

理するものとする。 
 表土の復元の手順は一般的に○表土の採取→○保管

（養生）→○表土設置の順に進められる。 
 まず、表土の採取方法として①バキューム吸取り②

バックホー採取③人力採取が挙げられる（表-2）。その

中で人力採取した（比布）事例は、カタクリなど保全

対象が明白であり、表土を乱さないようにブロック状

に採取した特殊な事例であり、特別な事情のない限り、

建設機械による採取が一般的である。 
      表-2 表土の採取方法 

採取方法 ①バキューム 
吸取り 

②バック 
ホー採取 ③人力採取 ④その他 

(圏央) (小塚)（高山） 
(日光) (比布) 不明-(垂水) 

ブル-(日光) 
事例 

1 件 3 件 1 件 2 件 

 次に表土の保管方法についてみると、表土の品質管

理上直接搬入が理想型であり、今回２件（比布、圏央

道）の事例があった。しかし、一般的には工事の工程

上困難な場合がほとんどであると考えられ、そのよう

な場合、ストックヤード（保管場所）での保管がポイ

ントとなる。離れた場所での保管となる場合は、採取

→運搬→保管→運搬→設置というように工事費や工程

に大きな影響を与えることとなる。したがって、事業

もできるだけ早い時期に効率的な工程計画を策定する

と共に、できる限り隣接する複数の工区間での表土流

用の検討が望まれる（表-3）。 
表-3 表土の保管方法 

 次に表土の設置方法については、①表土の吹き付け

4 件②表土のまきだし１件③表土の築立て 2 件④その

他 3 件であった（同一現場複数設置方法あり）。 
 この中で吹き付けを実施した事例（高山）で、吹き

付け用表土と吹き付け機械に関する施工方法が検討さ

れており、表土とマルチング材の割合やモルタル吹付

機とハイドロシダーとの比較検討を行い一定の知見が

得られたとのことである。 
表-4 表土の設置方法 

（３）事後調査 
①土砂・濁水に対する事後調査 

事後調査は主に水質（SS 及び pH）を計測しており、

一部保全対象種の生息確認調査も実施している。その

結果としては、全ての事例において貴重対象種に対す

る生息環境保全は図られたとの評価となっている。 
②表土復元に対する事後調査 

事後調査の主な項目は、○植生調査○個体調査○樹

冠調査○その他（土地利用、植生図、ﾍﾞﾙﾄﾄﾗﾝｾｸﾄ調査、定点写真撮影、土壌調

査）である。事後調査事例の中で特に、日光宇都宮道路

では供用後 26 年間にわたり調査を実施しており、その

中で、表土復元に対する保全措置の有効性について、

図-1 の樹高断面積合計とﾌﾞﾅｸﾗｽ植物との構成比較よ

り、表土保全のり面が周辺落葉広葉樹林に近づきつつ

あることより、自然が復元していることが判断される。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図-1 樹高断面積合計とﾌﾞﾅｸﾗｽ植物の構成比 

［成果の活用］ 

 今後、収集したデータを更に分析し、計画時や実施

時の参考となる資料を整備する。 

保管方法

①-1 仮置き 
ヤードを確保 
（野積み） 

①-2 仮置き 
ヤードを確保 

（シート被覆） 
②直接搬入 ③その他 

(日光) (小塚) (高山) (比布) (圏央)  不明-(垂水) 
事例 

２件 1 件 2 件 １件 

設置方法 ①吹き付け ②まきだし ③築立て ④土嚢に入れて設置 ⑤その他 

(高山) 
(圏央) (高山) (日光) 

(高山) なし 
ﾌﾞﾛｯｸ-(比布) 
未定-(小塚) 
不明-(垂水) 事例 

４件 1 件 2 件 ０件 3 件 
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囲繞景観の評価手法に関する調査 
Research on evaluation methods of enclosed landscape 

 
（研究期間 平成 15～17 年度） 

 
環境研究部 緑化生態研究室                         室 長       松江 正彦 
Environment Department                Head        Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division              主任研究官     小栗ひとみ 

Senior Researcher   Hitomi OGURI  
 

The Ministry of Environment added “enclosed landscape” as a new item of an environmental 
impact assessment in 2000. The purpose of this research is clarifying a concept of enclosed 
landscape as immediate natural landscape on the road environmental impact assessment, and 
making a practical explanatory.  

 
［研究目的及び経緯］ 
 環境省が提示した「自然との触れ合い分野の環境影

響評価技術検討会中間報告書」（平成 12 年 8 月、以下

「中間報告」とよぶ）では、従来の「眺望景観」と並

んで、新たに「囲繞景観」が評価項目に加えられた。

すでに、方法書に対する知事意見において、「囲繞景

観」を実施すべしとされた事例もあり、今後「囲繞景

観」は項目として取り上げられることが多くなるもの

と予想される。そこで、本研究では、道路の環境影響

評価における「囲繞景観」の取り扱いについて、その

考え方を整理するとともに、調査・予測・評価手法に

関する実践的な解説書を作成するものである。 
［研究内容］ 

前年度までのケーススタディをもとに、囲繞景観（身

近な自然景観）に対応した道路環境影響評価の実施手

順等を解説書案にまとめるとともに、評価の対象とな

る「地域を特徴づける景観」に関する事例分析を行い、

これらの結果を踏まえて「道路環境影響評価の技術手

法」の改定案を作成した。 

［研究成果］ 

従来、道路環境影響評価における景観の評価は、観

光資源となるような有名な眺望点や傑出した景観資源

等からなる眺望景観を対象として行われてきた。しか

し、近年、身の回りの自然との日常的な触れ合いの重

要性が指摘されており、道路環境影響評価においても

何らかの評価対象の拡大が必要になると考えられる。

「中間報告」では「囲繞景観」が評価項目として追加

されているが、空間の内部に立った時に人間を取り巻

いて見える景観像として「囲繞景観」を捉えると、そ

の検討対象は広範囲に及ぶ可能性があり、事業による

影響の把握を適切かつ合理的に行うためには、保全す

べき対象を限定する必要がある。そこで、道路環境影

響評価においては、従来の眺望景観に加え、「身近な自

然景観」の視点を取り入れるものとする。 

１）身近な自然景観の視点を取り入れる背景 

(1)法アセスにおける身近な自然景観の取り扱い状況 

環境影響評価法に基づく道路環境影響評価の実施事

例では、景観を評価項目として選定している 22 件の

うち 7 件（31.8％）が「身近な自然景観」に該当する

項目を取り扱っており、このうち知事意見で検討の必

要性が指摘されていたものは 3 件となっていた。これ

らにおいては、「生活上の視点」、「身の回りの景観」、

「住民の日常生活の場での景観」といった観点から景

観の状況が把握されており、水田など田園景観がその

対象となっている。また、「地域固有の景観の状況」と

して、棚田・里山等を取り扱っている事例が 1 件あっ

た。 
(2)地域の特性に根ざした良好な景観形成の推進 

美しい国づくり政策大綱の策定（平成 15 年 7 月）、

景観法の全面施行（平成 17 年 6 月）、地方自治体によ

る景観条例制定の広がり（約 500 箇所）、各地におけ

る「景観 100 選」等の選定・公表など良好な景観の形

成に関する社会的な関心は高まっている。 
都道府県で実施されている環境関連施策について、

①市街地やその周辺の自然環境に着目していること、

②農村や里山など「身近な自然景観」の一般的なイメ

ージに近い要件が含まれていること、③「身近な自然

景観」の対象区域が明確に指定されていることの 3 点

を選定条件として、「身近な自然景観」の保全に資する

と考えられる施策、条例等を抽出したところ、表-1 の

ような結果となった。抽出された施策、条例等は、次

の 3 種類に分類される。 
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ア．景観保全条例 
・指定要件として、「豊かな田園景観を有する地域」、

「神社等文化的遺産を有する地域」等が明記され

ているもの（青森県、福島県、滋賀県等）。 
・「景観形成地区、景観形成重点地域、景観形成地域

等」として区域の把握が可能なもの。 
イ． 自然環境保全条例 
・指定要件として、「市街地外周部の緑地を保全する

ために必要な樹林地、池沼、丘陵等良好な自然環

境を形成」、「当該地域を象徴する歴史的、文化的、

社会的資産と一体となって熟成した自然的環境を

形成」等が明記されているもの（岩手、秋田、宮

城等）。 
・「緑地環境保全地域、環境保全緑地地域、郷土環境

保全地域等」として区域の把握が可能なもの。「里

山環境保全地域」（山形県）など、ユニークな名称

を設定している所もある。 
ウ．里山保全活動関係 

（活動団体及び活動場所の認定、支援） 
・千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する

条例（千葉県） 
・長野県ふるさとの森林づくり条例(長野県) 
・ふるさと石川の環境を守り育てる条例（石川県) 

 

2)「身近な自然景観」の視点に係る追加の内容 

(1)景観資源の追加 

「身近な自然景観」の視点に係る景観資源として、

「里地・里山」を追加する。ここで言う「里地・里山」

とは、田や畑などの農耕地、棚田、谷津田、里山、鎮

守の森、並木およびこれらとともに構成される集落の

形態など、地域の人々が自ら生活や生業のあり方を土

地に刻みつけることによって、長い時間が経つうちに

形作られてきた当該地域を特徴づける風景を構成し

ているもので、かつ優れた景観資源として認められて

いるものを対象とする。 
 景観資源の追加にあたっては、国や地方公共団体に

よって選定された「景観 100 選」等の資料 52 件を対

象に、「身近な自然景観」に関連する項目の抽出・整理

を行った。各地で選定、公表されている「景観 100 選」

等は、観光資源としてのＰＲのみならず、地域の象徴、

地域らしさ、次世代への継承や地域づくりの推進を目

的として作成されており、これらの中に、ゆとりやや

すらぎなどを感じる美しい農山漁村等里地・里山の風

景への関心が見られる。また、文化財保護法の改正（平

成 17 年 4 月）で棚田、里山などが「文化的景観」と

して位置づけられたことや、新・生物多様性国家戦略

（平成 14 年 3 月、地球環境保全に関する関係閣僚会

議決定）で、「里地里山の保全と持続可能な利用」が重

点施策の１つとして掲げられたことからも、「里地・里

山」に係る要素を追加することが妥当と判断された。  
要素名として「里地・里山」を用いることについて

は、環境省において、「里地里山」が、「都市域と奥山

地域との中間に位置し、様々な人間の働きかけを通じ

て環境が形成されてきた地域であり、集落をとりまく

二次林と、それらと混在する農地、ため池、草原等で

構成される地域概念」１）として定義されていることか

ら、「身近な自然景観」の表現として適切と考えられた。 
(2)「身近な自然景観」の把握方法 

「身近な自然景観」の構成要素を把握する方法とし

ては、既存資料・文献調査、地元への聞き取りやアン

ケート調査等が考えられるが、地域における「身近な

自然」の認識の程度は、都心部なのか地方なのかとい

った地域特性だけでなく、日常的な関心や地域への愛

着の度合い等に大きく依存すると考えられることから、

特に合理的に聞き取り調査やアンケート調査を実施す

る上では、その被験者の範囲を適切に定める必要があ

る。客観性、中立性の確保の観点からは、「地方公共団

体等の景観 100 選等（都道府県・市町村）」を根拠と

することが適当と考えられるため、「身近な自然景観」

に係る資料・文献として、「地域特性の項目と資料の

例」および「調査に用いる文献・資料の例」にこれら

を追加した。現在、地方自治体において景観法に基づ

く「景観計画」の策定が進められているところであり、

今後はこれら「景観計画」を活用することが考えられ

る。 
 また、「身近な自然景観」の把握にあたっては、既存

資料からだけでは、主要な眺望点の分布が十分に確認

できない場合が想定されることから、調査方法に「現

地踏査」を追加した。 

［成果の活用］ 
本研究の成果は、「道路環境影響評価の技術手法」の

改定に反映された。また、「身近な自然景観」を対象と

して環境影響評価の実施手順、実施方法および記載例

をとりまとめた解説書については、参考資料として各

地整への配付を行う予定である。 
［参考資料］ 
１）植田明浩；里地里山の特性と保全の方向、生活協同

組合研究、2003.8 

 景観保全条例

関係 
自然環境保全

条例関係 
里山保全活動

関係 
内訳 １３自治体 ２８自治体 ３自治体 
総計 ３４／４７都道府県（72.3%） 

表-1 都道府県における「身近な自然景観」の保全に
関する施策、条例等の策定状況 
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ミティゲーション整備技術 
Technology of mitigation 

 
（研究期間 平成 10～17 年度） 

 
環境研究部 緑化生態研究室 室 長 松江 正彦 
Environment Department Head Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division 研究員 長濵 庸介 

Research Engineer     Yosuke NAGAHAMA 
 

There is Sawada wetland in Hitachi Seaside Park, and a rare dragonfly species (Coenagrion 
terue) inhabits in the wetland. In recent years, as the volume of spring water as decreased, therefore 
habitat has decreased. In this study, we made artificial ponds in Sawada wetland in order to preserve 
the dragonfly, and we have been monitoring the species in the wetland. 

 
［研究目的及び経緯］ 

国営ひたち海浜公園と茨城県常陸那珂港の境に位置

する沢田湧水地は、東海・阿字ヶ浦砂丘において湧水

流が砂丘を開析した谷戸内に形成されており、希少な

生物が多数生息している。しかし、1999 年以降、地下

水位の低下による湿地の乾燥化が進行し、湿地生態系

の衰退が懸念されている。特にオゼイトトンボ

(Coenagrion terue)は、繁殖池の干上がりによって、

その個体数が一時激減した。 

そこで、オゼイトトンボの個体数増加対策として

2002 年に谷底面の地下水位や湧水等の条件を考慮し

た繁殖池の新設、2002 年と 2004 年に一部の既存池の

改修を行った（図－1）。そして、これらの池の効果を

確認するため、オゼイトトンボの成虫、および幼虫の

モニタリング調査を行った。 

［オゼイトトンボの生態］  

オゼイトトンボは北方系の日本特産種であり、北

海道の道南から道央にいたる地域と、本州の新潟、 

 

 
図－1 沢田湧水地における池の配置図 

 

長野、群馬、栃木、茨城県から北の地域に分布して

いる。産地は局地的で、主に標高の高い山岳地帯に

生息する傾向がある 1）。沢田湧水地はオゼイトトン

ボの南限生息地の一つであり、さらに標高が低く海

岸に近い特異な産地である。県の中央部では、台地

の沼や海岸部に接する湿地帯で生息が確認される程

度となっており、全ての記録地で個体数が減少して

いることから、茨城県版レッドデータブック 2）で希

少種に指定されている。 

［研究結果］ 

(1)成虫モニタリング調査 

1)調査方法 

各池において、池とその周囲 1m 程度の範囲でオゼ

イトトンボの成虫を探索した。初めに飛翔個体をカ

ウントした後、池内部や周囲の草本に留まっている

個体を探索し、成熟と未熟、さらに成熟については

雌雄に分類して記録した。成熟と未熟の分類につい

ては、体色が茶褐色の個体を未熟とした。なお、池

以外の場所で確認した成虫も併せて記録した。 

 調査は成虫の発生を確認してから終了するまでの

期間（2005 年 5 月～8 月）において、約 1 週間間隔

で合計 13 回実施した。 

2)調査結果 

 成虫の確認個体数は、延べ 2,525個体（成熟 1,754、

未熟 771）であった（図－2）。確認個体数が 100 個

体を超えた池は、C-15 の 424 個体(成熟 191、未熟

233)、C-16 の 319 個体(成熟 161、未熟 158)、E-1

の 165 個体(成熟 145、未熟 20)、B-11 の 122 個体(成

熟 92、未熟 30)、B-9 の 113 個体(成熟 67、未熟 46)、

C-8 の 105 個体(成熟 85、未熟 20)という結果となり、
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2002 年の新規造成池で多くの個体が確認された。 

(2)幼虫モニタリング調査 

1)調査方法 

 各池内の水生植物の生育や落葉堆積箇所等、幼虫

の定位が期待される位置において、サンプリング調

査を 2006 年 3 月に 1 回実施した。サンプリング調査

面積は 0.5m2 とし、その範囲においてタモ網を用い

て底質ごと採取し、中の幼虫個体数を記録した。 

2)調査結果 

 各池 0.5m2あたりの確認個体数は、合計 254 個体

であった（図－3）。確認個体数が多かった池は、

C-16(27 個体)、C-3(26 個体)、A-3(19 個体)、B-6(17

個体)、E-4(17 個体)という結果となり、2002 年の新

規造成池や改修池で多くの個体が確認された。 

［確認個体数の推移］ 

図－4 に、成虫ならびに幼虫の確認個体数（各池

0.5m2あたりの確認個体数の合計）の推移を示す。成

虫の確認個体数は、成熟個体、未熟個体ともに、繁

殖池の新たな造成や改修を実施した 2002 年以降増加

を続け、2005 年の調査では 2,525 個体（前年比 1.25

倍）を記録した。一方、幼虫の確認個体数も成虫と

同様に増加し、2004 年には 358 個体を記録したが、

その後 2006 年には 254 個体まで減少した。 

以上の結果より、新規造成池や改修池がオゼイトト

ンボの新たな繁殖場所として利用されたことで、成虫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼虫ともに個体数が増加したものと考えられた。しか 

し、幼虫の個体数は近年減少傾向にあるため、その原

因を 2006 年に発生する成虫の確認個体数や池の環境

条件などから検討する必要がある。 

［参考文献］ 

1）杉浦光俊・石田昇三・小島圭三・石田勝義・青木

典司：オゼイトトンボ，原色日本トンボ幼虫・成

虫大図鑑，北海道大学図書刊行会，pp611-612，

1999． 

2）茨城県：茨城における絶滅のおそれのある野生生

物＜動物編＞，p131，2000． 
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図－4 成虫ならびに幼虫の確認個体数の推移 
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1.4 緑豊かで良好な景観形成の支援に関する研究 

 

14) 景観形成事業推進費の対象事業に係る評価結果検討調査 

【景観形成事業関連調査費】 ........................................................................................49 

15) 景観評価の高度化に関する調査 

【景観形成事業関連調査費】 ........................................................................................51 

16) 景観重要樹木の管理指針の策定に関する研究 

【都市公園事業調査費】................................................................................................53 

 



景観形成事業推進費の対象事業に係る評価結果検討調査 
Research on the evaluation of projects which improve the visual quality of infrastructure 

 
（研究期間 平成 17 年度） 

 
環境研究部 緑化生態研究室                         室 長       松江 正彦 
Environment Department                Head        Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division              主任研究官     小栗ひとみ 

Senior Researcher   Hitomi OGURI  
研究官       福井 恒明 
Researcher      Tsuneaki FUKUI 

 
The criteria for the visual quality of infrastructure are needed for the proper appropriation of the 

budget for the visual quality improvement project. To establish the criteria, the purposes of this 
research are: 1) to select the superior projects among the existing river projects. 2) to clarify the point 
of each design in the aspect of both engineering and visual quality. 

 
［研究目的及び経緯］ 
景観形成事業推進費の事業採択においては、評価の

考え方や尺度をとりまとめた「景観形成事業推進費の

手引き（案）」が公開され、配分の客観性・透明性を高

めるための配慮がなされている。しかし、手引きを活

用した評価をより事業や地域の実情に即したものにし

ていくためには、配分結果の事後評価を行い、要求時

における評価と比較検討することで、手引きによる評

価手法の妥当性を検証し、その見直しに反映させるこ

とが必要である。事後評価にあたっては、良い景観に

関しての具体的なイメージを共有することが重要であ

ることから、本調査を通じて、事後評価の判断材料と

なる景観デザインの規範像を明らかにするものである。 
 

［研究内容］ 

河川分野を対象として、全国的な統一の設計基準が

普及せず、地域ごとあるいは施設ごとにデザインが工

夫された近世・近代（戦前、戦後初期）の構造物と、

それ以降に造られた構造物で一定期間人々の目に触れ、

デザイン的に評価が定まったもの（完成から概ね 30
年程度が経過したもの）をリストアップし、規範とな

りうる景観デザインの事例候補を選定した。次に、こ

れら候補事例に関する設計図やデザイン意図等の設計

資料を現地調査および資料調査により収集し、河川分

野における景観デザインの規範像をとりまとめた。検

討にあたっては、土木学会景観・デザイン委員会内に、

景観、河川、文化財の専門家による委員会（委員長：

齋籐潮東京工業大学教授）を設置し、規範についての

議論を進めた。 

［研究成果］ 

１．規範となりうる事例の選定 

文化財、近代土木遺産等に関わる既存文献・資料か

ら抽出した 526 事例を対象として、近代文化遺産にお

けるランク付けや文献資料の記述などを参考に 116事

例まで絞り込みを行い、委員会での検討を経て次の 16
事例を規範候補として選定した。 

（河川） 

① 太田川・基町護岸（広島県広島市） 

② 城崎・大谿川護岸（兵庫県豊岡市） 

③ 鴨川・護岸（京都府京都市） 

④ 夙川・護岸（兵庫県西宮市） 

⑤ 荒川・岩淵水門（東京都北区） 

⑥ 木曽川・船頭平閘門（愛知県愛西市） 

⑦ 木曽川・ケレップ水制群（岐阜県・愛知県） 

⑧ 筑後川・山田堰（福岡県朝倉町） 

⑨ 釜無川・信玄堤・水防林（山梨県甲斐市） 

（ダム） 

① 立ヶ畑ダム（兵庫県神戸市） 

② 布引ダム（兵庫県神戸市） 

③ 小牧ダム（富山県砺波市） 

④ 白水ダム（大分県竹田市） 

（砂防） 

① 牛伏川フランス式流路工（長野県松本市） 

② 大源太川砂防堰堤（新潟県湯沢町） 

③ 羽根谷砂防堰堤（岐阜県海津市） 

２．規範となりうる事例選定の観点 

 規範となりうる事例の選定について、委員会では次

のような観点が挙げられた。 
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①社会基盤施設としての機能を現在でも十分に果

たしていること。 

②時間の経過とともに周辺の景観になじみ、よく納

まること。短期間のうちに劣化しないこと。 

③単に見た目の美しさや使いやすさへの配慮だけ

でなく、川の特性を理解した上で形や空間利用の

用途が定められていること。 

④河川と背後地との間になんらかの関係性があり、

河川区域外を含めた空間全体が良好な景観を形

成していること。 

３．規範として参照すべき情報項目 

景観デザインの良し悪しを判断できる能力を向上さ

せるためには、規範となりうる事例から全体のバラン

スや細部のおさまりなどを具体的に知り、デザインセ

ンスを磨くことが重要である。規範像を共有するため

に必要な情報としては、以下のような項目が考えられ

るが、これら情報を一元的に収集・整理し、手元で日

常的に参照でき、計画・設計・評価に関わる者が共通

認識を得られるような形態で整理しておく必要がある。 

 

① 設計図：平面図、断面図、正面図、立面図、詳   

細図など、寸法や縮尺が明記されているもの。 

② 位置図：周辺地形や背後地との関係がわかるも

の。 

③ 写真：空間全体の構成やスケール感、部分詳細

のイメージがわかるもの。 

④ 緒元：所在地、管理者、設計者、施工者、建設

年、主な構造など。 

⑤ 設置の経緯とデザイン的特徴、設計意図：形状

の必然性や根拠など。 

 
［成果の活用］ 
本調査の成果は、景観形成事業推進費の対象事業に

おける事後評価を行う際に、景観形成の水準を判断す

る際の材料として活用されるばかりでなく、別途策定

されている「河川景観ガイドライン」を補完する資料

として、河川の景観計画・設計において参照されるも

のである。 

図-1 規範となりうる事例 
左上：太田川基町護岸、右上：鴨川護岸 

左下：白水ダム、右下：牛伏川フランス式流路工 
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景観評価の高度化に関する調査 
Research on the sophistication of landscape assessment 

 
（研究期間 平成 17 年度） 

 
環境研究部 緑化生態研究室                         室 長       松江 正彦 
Environment Department                Head        Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division              主任研究官     小栗ひとみ 

Senior Researcher   Hitomi OGURI  
研究官       福井 恒明 
Researcher      Tsuneaki FUKUI 

 
The Ministry of Land, Infrastructure and Transport is advancing construction of the landscape 

assessment system aiming at formation of good landscapes. The purpose of this research is 
proposing a new scheme of this system. 
 
［研究目的及び経緯］ 
 国土交通省では、平成 16 年 6 月に「国土交通省所

管公共事業における景観評価の基本方針（案）」（以下

「基本方針（案）」という）を通達し、同年 7 月より

全国の 44 事業を対象として景観評価の試行を進めて

いるところである。「美しい国づくり政策大綱」（平成

15 年 7 月）で示された「美しさの内部目的化」を実現

するためには、これらの試行結果を検証し、公共事業

における景観検討・評価のシステムを確立することが

急務となっている。そこで、本調査では、「基本方針

（案）」に基づく現行の景観評価制度の課題を明らかに

し、景観のみならずコスト、施工性、ユニバーサル（使

いやすさ等）等の観点にも配慮した、実効性のあるシ

ステムの提案を行うものである。 
 
［研究内容］ 

地方整備局を対象としたアンケート、ヒアリングか

ら、試行を通じた景観評価制度の課題を整理し、本格

運用に向けた「基本方針（案）」改定の方向性および新

スキーム案の検討を行った。検討にあたっては、評価

の観点にユニバーサルデザインを取り入れるための考

え方を整理するとともに、先進的な自治体のまちづく

り事例における推進システム（仕組み・手順、組織体

制、主体間の役割分担・連携方法、人材や組織の活用

方法等）の分析を行い、これらの結果も参考にしなが

らとりまとめを行った。また、担当者間の情報の共有

化を目的として、景観評価の取り組みの事例集を作成

するとともに、景観検討・評価のプロセスに関する一

連の資料を蓄積したデータベースを試作した。 

 

［研究成果］ 

試行事業を通じて、制度全般に係る課題や、検討手

順・方法、実施体制等に関する個別の課題が明らかと

なった（表-1）。これらを踏まえ、「基本方針（案）」改

定の方向性を次のように整理した。 
１） 目標の明確化 

 制度の主旨が現場まで浸透しておらず、景観整備方

針の記入様式を埋めることが目的化している、また、

景観評価（アセス）なのか景観検討なのか目的がはっ

きりしないといった指摘があることから、「基本方針

（案）」の目的や定義を整理し、制度の目標を明確に示

す必要がある。本制度では、施設や構造物が景観に与

える影響の評価を行うだけでなく、それらの整備によ

って地域の景観形成を図り、地域の価値を向上させる

ことを目標とすべきであり、直轄事業に携わる職員に

景観検討・評価の基本的な考え方・手順を周知すると

ともに、地域における景観形成の戦略的な取り組みを

促すこと等を、「基本方針（案）」の中に目的として位

置づけることが必要である。 
２）対象の明確化 

 本格運用に際しては、「美しさの内部目的化」から鑑

みて、国土交通省で扱う全ての事業が対象となるべき

ものである。しかし、年間 2,000 件超の工事数を抱え

る地整の現況を考慮すると、何らかの対象の絞り込み

を行うことが現実的であり、また負担感を軽減するた

めの手続きの簡略化も求められる。そこで、対象とす

る事業については、新規採択を行う事業単位を基本と

し、その景観上の位置づけ（重要度）に応じて、景観

アドバイザー等の有識者を含めた検討を行うもの（以

下「重要」という）と、景観に配慮した標準的な設計
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を行うもの（以下「標準」という）とに分別して景観

検討・評価を進めることを提案する。景観上の位置づ

けの判断は、当該構造物の整備目的や周辺の景観性に

加え、景観アドバイザーの助言をもとに事務所が行い、

その結果を簡易な様式を用いて地整企画部へ報告する

ものとする。ここで、「重要」と判断された事業は、試

行と同様に、景観アドバイザー等有識者を含めた検討

を行い、「景観整備方針」を作成する。また、継続事業

に関しては、地域における景観形成上、戦略的に有効

な事業をリーディング・プロジェクトとして選定し、

「重要」と同様の流れで検討を行うのが良い。一方、

「標準」と判断された事業は、別途策定が行われてい

る事業ごとのガイドライン等を参考に計画・設計を行

うことになるが、予め地域の目標像とそれに応じた標

準的な構造物の設計手法が設定されていれば、その地

域らしい一貫性のある景観形成を実現することができ

る。地域における景観形成の方向性や戦略の設定にお

いては、地整企画部が中心的な役割を担い、景観アド

バイザーと共同して検討を進める必要がある。 
 

３）景観アドバイザー会議、景観評価委員会の役割の

明確化 

 景観アドバイザー会議および景観評価委員会につい

ては、それぞれの役割や相互の関係が必ずしも明示さ

れておらず、現場に不都合が生じている。各事業は、

景観アドバイザーからの助言を個別に受けることから、

景観アドバイザー会議においては、個別事業の設計内

容は議論せず、各事業部局、自治体等に跨る複数の事

業の調整や、地域の景観形成の方向性に係る検討・提

言を行うこととするのが適当である。また、景観評価

委員会は、景観形成の方向性を決定する機関として位

置づけ、必要に応じて開催することが考えられる。 
４）景観検討・評価の解説書の作成 
 本格運用に向けては、景観検討・評価の手順、手法

をわかりやすく解説したガイドラインや事例集を作成

し、担当者への周知徹底を図る必要がある。 
［成果の活用］ 

本研究の成果は、「基本方針（案）」の改定に反映

され、これに基づく景観評価の本格運用が、平成 18

年度から開始される予定である。 

分  類 小 分 類 課      題 

全般 

・本来の目的は、景観の向上であるにもかかわらず、別表（景観整

備方針）の記入が目的化しており、負担になっている。 
・手続きが大変だと形骸化する可能性があるため、手続きの簡素化

が必要。 

目的・意図 ・本制度の目的は、景観評価（アセス）なのか、景観の創造なのか、

明確に示す必要がある。 

手続きとタイミング ・構想・計画・設計の各段階で景観整備方針への記入内容が異なる

ことから、事業段階に応じた手続きとすることが必要。 

全般 

継続性の担保 ・景観整備方針を継承、検証し、一貫性を確保する仕組みが必要。 

対象 ・対象とする事業の明確化。 
検討手順・方法 景観整備方針の設定

方法、評価の方法 
・景観整備方針の設定方法、景観評価方法、住民参加の段階・方法

等、具体的な手順等の解説が必要。 

アドバイザー会議 ・アドバイザー会議の位置づけが不明瞭。個別事業でアドバイスを

受けたものを再度議論することは、屋上屋を架すことになる。 アドバイザー制度 
アドバイザーの人選 ・適切なアドバイザーの選定と地域アドバイザーの育成。 

実施体制 ・局と事務所、事業部局との関係、アドバイザー等の役割の明確化。

他事業、自治体 
との連携 ・目標像の共有と連携体制の確立。 実施に係る課題 

人材育成 ・行政サイドの人材育成とコンサルタントの能力の向上。 

契約 ・景観向上のための契約方法のあり方を検討する必要がある。 

事業評価 ・事業評価等既存制度との関係を整理する必要がある。 
・事後評価手法の開発が必要。 

その他、景観向上

のための重要課題 

各分野の連携 ・国交省内の各種施策の連携が必要（景観アセス、景観法、分野別

ガイドライン、景観形成事業推進費）。 

表-1 景観評価制度に係る課題 
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景観重要樹木の管理指針の策定に関する研究 
Planning of the management guideline of important trees for landscape  

 
（研究期間 平成 17～19 年度） 

環境研究部 緑化生態研究室  室長  松江正彦 
Environment Department  Head  Masahiko Matsue 
Landscape and Ecology Division 主任研究官  飯塚康雄 

Senior Researcher Yasuo Iizuka  
  

We conducted a questionnaire survey on preservation practices of large and/or old trees, which 
constitute local endemic landscapes. In 359 responses, we found that soil improvement is highly 
effective to enhance tree vitality and that elimination of decayed parts and usage of fillings appear 
effective against wood decay.  
 
［研究目的及び経緯］ 
我が国の都市等における良好な景観の形成を促進する

ために制定された景観法においては、対象地域の景観を

象徴するものとして「景観重要樹木」（景観重要樹木は、

地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特

徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な

ものであり、道路その他の公共の場所から公衆によって

容易に望見できる樹木であることが指定基準となってい

る）の指定が可能となり、指定された樹木についてはそ

の良好な景観が損なわれないよう適切に管理することと

なっている。 

しかしながら、公園緑地等における景観面から重要と

なる樹木は、巨樹・老樹であることが多く樹勢の衰退や

木材腐朽等の進行が懸念されるため、これらの樹木の維

持管理は慎重を期することが重要となる。 

そのため、本研究は公園緑地に存在する「景観重要樹

木」に対して樹木活力と景観を重要視した維持管理手法

の確立を目的としている。 

［研究内容］ 
平成17年度は、景観重要樹木の管理指針策定のための

基礎資料として、地域の風土景観を構成する巨樹・老樹

を対象とした維持管理の実態調査により、保全技術の現

状及び効果検証を行うとともに保全対策後の景観につい

て把握した。 

［研究成果］ 

１．巨樹・老樹の保全対策実態調査 

（１）調査方法 
 天然記念物を含めた巨樹・老樹に関する既存の調査事

例として（財）日本緑化センターが平成8～10年度に実

施した「巨樹・古木診断治療木追跡調査」において調査

された樹木を対象として、樹木の管理作業担当者（樹木

医）へのアンケート調査により過去に治療等で保全され

ている樹木について、以下の項目について調査した。 
＜調査項目＞ 
 ①樹木概要･･･樹種、樹齢、樹木形状、植栽環境、景観 

 ②樹木管理･･･草刈り・清掃、施肥、剪定、薬剤散布等 
③樹木活力･･･樹勢、枝葉の成長状況、被害状況等 

 ④樹木治療･･･治療内容（方法）と効果（治療者判断） 
 ⑤写真撮影 
（２）調査結果 

 アンケートで回収できた 359 事例（86 樹種）の結果は、

以下のとおりである。 
①樹木概要         表-１ 樹種 

  全体の約7割が何

らかの保護制度（天

然記念物等）の指定

を受けていた（図-1）。   

樹種は全体で 86

種、そのうち「ケヤ

キ」42 件（12%）が

最も多く、次いで「ク

スノキ」27件（8%）、 

なし
21%

未記入
3% 天然記念物

（都道府県）
16%

その他の保護
樹木
8%

その他
7%

名木指定
12%

条例による保
存樹
9%

天然記念物
（市町村）

18%

天然記念物
（国）
6%

    
図-１ 保護制度による主な指定状況 

「イチョウ」22件（6%）と長命で大きく成長するもの

が多かった（表-1）。植栽場所では、「神社・寺院」149

件（41%）が最も多く、次いで「個人の庭・屋敷林（庭

園を含む）」が50件（12%）となっていた。また、「公

園」39件（11%）や「学校」34件（10%）を含めた公共

施設が94件（26%）と多く、これらで約8割を占めて

いる（図-2）。樹木周辺の状況は、「樹林や耕作地」が

32%、「建物の間や道路」の厳しい生育環境にあるもの

が30%、「その他・不明」が38％であった。 

樹種名 本数（本） 構成比（％）
ケヤキ 42 11.7
クスノキ 27 7.5
イチョウ 22 6.1
エドヒガン 16 4.5
ムクノキ 16 4.5
ウメ 15 4.2
スギ 14 3.9
クロマツ 11 3.1
エノキ 10 2.8
シダレザクラ 9 2.5
その他 177 49.3
合計 359 100
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図-2 植栽場所 
  景観面では、「遠方から良く見える」樹木が 176 件

（49%）あり、近くで見た場合でも「治療痕がなく樹形

バランスが良い」とされた樹木が117件（33%）あった。

景観形成に対しては、「重要である」と回答された樹木

が170件（47%）あり、さらに「地域のシンボル」とし

て226件（63%）が認められており、多くの樹木で存在

感があるというものであった（図-3）。 

よく見える, 176 一部見える, 125
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図-3 景観面からの認識 
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図-4 樹木管理の内容 
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図-5 樹木の管理体制等 

②樹木管理 

  樹木管理としては、定期的な「草刈り・清掃」が242

件（67%）と多くで実施されているが、「施肥」は 103

件（29%）、「剪定」は 97 件（27%）、「薬剤散布」は 82

件（23%）の実施割合であった(図-4)。管理体制として

は、「住民との協働」によるものが106件（30%）と高

い割合となっていた。管理において「景観上の配慮」

がされている割合は123件（34%）であった（図-5）。 

③樹木活力 

  対象樹木の現時点での活力度は、「普通か正常に近

いもの」が206件（57%）と最も多く、次いで「悪化の

かなり進んだもの」の67件（19%）、「良好・正常なも

の」の 62 件（17%）、「顕著に悪化しているもの」の 3

件（1％）であった（図-6）。 

良好正常なも
の(17%)

普通か正常に
近いもの(57%)

不明・未記入
(6%)

悪化のかなり
進んだもの

(19%)

顕著に悪化し
ているもの

(1%)

 
図-6 樹木の活力状況 

 樹木の被害状況（未記入及び不明を除く件数）は、

「葉」が35件（10%）、「小枝」が48件（13%）、「大枝」

が115件（32%）、「幹」が190件（53%）、「根株」が88

件（25%）、「根」が23件（7%）であり、幹が最も多か

った。ただし、根については調査がされていないこと

が多いと考えられる。被害内容は、葉では病虫害、大

枝、幹、根株では木材腐朽によるものがほとんどであ

った（図-7）。 

11 17 7 7

11 2 3 31 1 5

7 1
1 94 7 3 2 5

2
1

153 17 9 8 2

4 1 2 71 5 1 4 4

2 3 15 1 2 7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

葉

小枝

大枝

幹

根株

根

①病害 ②虫害 ①＋② ③腐朽病

①＋③ ②＋③ ①＋②＋③ 不明

（件数）

(n=42)

(n=53)

(n=120)

(n=192)

(n=92)

(n=30)

 

注）アンケートで未記入であったものは除く 

図-7 樹木の被害状況 

④樹木治療 

樹木活力に対する治療としては、「土壌改良」が187

件（52%）で行われており、その内容としては「表層改

良」35件（19%）、「施肥」34件（19%）、「部分（トレン

チ、スポット）改良＋施肥」31件（17%）、「表層＋施 
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図-8 土壌改良の内容 
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図-9 土壌改良の効果 

肥」24件（13%）が多かった（図-8）。土壌改良におい

て比較的高い効果（効果中以上）があったとされた割

合は、「表層改良」で56件（77%）、「施肥」で81件（80%）、

「部分改良」で42件（76%）とどれも高かった（図-9）。

その他の治療としては、「活力剤・樹幹注入剤」の使用

が59件（16%）行われており、その方法は「土壌注入」

が38件（64%）、「樹幹注入」が 6件（10%）、それらの

組合せ7件（12%）、その他及び未記入が8件（14%）と

いう内容であった。これらの効果は「土壌注入」では

71％が比較的高い効果（効果中以上）とされたが、「樹

幹注入」は件数が少なく効果は明確ではなかった。 

樹木の幹等に腐朽被害が認められた場合には267件

（74%）で処置が行われており、その方法は「腐朽部の

削除」228件（85%）が最も多く、「削除しない」が21

件（8%）、「不明・未記入」が18件（7%）であった。腐

朽部削除の方法としては「人力」176件（77%）でノミ

やナイフを使用して行うことが多く、「ウォータージ

ェット」11件（5%）を使用することも確認された。こ

れらによる削除効果は 72％が比較的高い（効果中以

上）としている（図-10）。   

その後の処置としては、腐朽削除部に対する「殺菌

剤の塗布」が205件（77%）で行われており、その場合

の効果（効果中以上）は 78%が認めている（図-11）。

さらに、削除部に何らかの材を充填している事例が

183件（69%）あり、その効果（効果中以上）は63%が

認めている。充填後の「表面仕上げ」は、199件（75%）

で行われており、それらの効果（効果中以上）は 74%

が認めている。なお、充填材としては、「硬質発砲ウレ

タン」133件（73%）が多く使用され、他に「モルタル」  
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図-10 腐朽部の削除 
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図-11 充填後の処置 

15 件（8%）等があり、表面仕上げ材としては、「フィ

ラー材」51件（26%）、「コーキング材」56件（28%）が

多く使用されている。 

  枝の治療については、「剪定」187 件（52%）が多く

行われており、内容は「枯死枝の剪定」113件（60%）、

「枯死枝と生枝の剪定」65 件（35%）となった。その

効果は、「枯死枝の剪定」で 68%、「枯死枝と生枝の剪

定」で 75%が比較的高い効果（効果中以上）があった

とされ、枯死枝の剪定のみよりも生枝の剪定も行うこ

とが良い結果になっている。 
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図-12 枝の治療 
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 根の治療については、「不定根の処置」、「根継ぎの

実施」、「外科的処置」、「土壌殺菌」が行われており、

「不定根」については、自然発生が45件（13%）で確

認され、その処置として23件（51%）が育成（樹勢回

復の目的）され、18 件（40%）が放置されていた。育

成した場合には 78%が比較的高い効果（効果中以上）

とされたが、放置した場合には 17%と効果が認められ

ていない（図-13）。切除した場合はデータ数が少ない

ため明確ではなかった。 

45 190 124

23 18 3 1

9 9 3 1 1

3 1 1 3 10
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不定根の発生
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(n=18)

(n=45)

切除

図-13 不定根の処置 

「根継ぎ」（別の樹木の根を継ぐこと）は、2件しか

確認できなかった。「外科的処置」（腐朽部の削除等）

は63件（18%）で行われており、60%で比較的高い効果

（効果中以上）があるとされた。「土壌殺菌」について

は、土壌殺菌剤の使用が21件（6%）で認められたが、 
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図-14 根の外科的処置、土壌殺菌 
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図-15 支柱、柵等の設置 

  比較的高い効果があるとされたものは 33%と低かっ

た（図-14）。 

  その他の処置としては、「支柱等（ブレーシング含

む）の取り付け」が139件（39%）確認され、このう

ち支柱設置で比較的高い効果があるとされたものは

64%であった。また、「柵・デッキ等の設置」（根元・

根の保護）が110件（31%）行われており、柵の設置

では71%で比較的高い効果があるとされた（図-15）。 

２．まとめと今後の課題 

 アンケート回答があった359事例（ケヤキ、クスノ

キ、イチョウなど86樹種）から、巨樹・老樹の保全対

策に関する実態を整理した結果、樹木活力の向上に対

しては「土壌改良」が約半数で行われ、その効果が確

認されていた。また、自然発生した「不定根」を育成

することで活力向上の効果が認められている。樹木が

被害を受けている部位で多かったのは、大枝、幹、根

株であり、ほとんどが木材腐朽によるものであった。

その処置としては、「腐朽部の削除」、「殺菌剤の塗布」、

「硬質発砲ウレタンの充填」、「表面仕上げ」が多く行

われており、その効果もあると評価されていた。「支柱」

や「柵、デッキ」などによる樹木保護も効果が認めら

れていた。 

 保全対策に関する効果については、過去に行われた

「巨樹・古木診断治療木追跡調査」（日本緑化センタ

ー）の結果と比較すると、「土壌改良」については今回

調査が前回調査よりも「生育状況が良くなっている」

との回答が多かった。しかし、「腐朽部の処置」に関し

ては、前回同様に効果があると回答がされたものの、

腐朽の進行状況を確認することは難しく、現地におい

て詳細な効果検証が必要とされた。 

  次年度以降は、アンケートで確認した保全対策につ

いて現地による詳細な効果検証を行うとともに、最新

の保全対策技術を把握する必要がある。 
［参考文献］ 
（１）(財)日本緑化センター、平成8年度巨樹・古木診 

断治療木追跡調査報告書、平成 9年 3月 

（２）(財)日本緑化センター、平成9年度巨樹・古木診 
断治療木追跡調査報告書（Ⅱ）、平成10年 3月 

（３）(財)日本緑化センター、平成10年度巨樹・古木診 
断治療木追跡調査報告書（Ⅲ）、平成11年 3月 
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巻号 表  題 概    要 著者名 キーワード 発行年月

276 国土交通省国土技術政

策総合研究所緑化生態

研究室報告書第20集 

平成16年度に緑化生態研究室が実

施した調査・研究の概要および当研

究室員が学会や雑誌等に発表した論

文を収録・編集したものである。 

緑 化 生 態 研

究室 

緑化技術 

公園緑地計画 

環境アセスメント 

ミティゲーション 

生態系の保全 

生態系ネットワーク計画 

生物生息空間の創出 

2005.12

221 国土交通省国土技術政

策総合研究所緑化生態

研究室報告書第19集 

平成15年度に緑化生態研究室が実

施した調査・研究の概要および当研

究室員が学会や雑誌等に発表した論

文を収録・編集したものである。 

緑 化 生 態 研

究室 

緑化技術 

公園緑地計画 

環境アセスメント 

ミティゲーション 

生態系の保全 

生態系ネットワーク計画 

生物生息空間の創出 

2004.12

207 希少猛禽類の効率的な

調査手法に関する研究 

道路事業等で猛禽類を対象とした影

響評価を実施するにあたって必要な

効率的な調査手法を開発することを

目的に、平成10年度～平成14年度に

栃木県と長野県で実施したオオタカ、

サシバを主とした希少猛禽類の繁殖

状況、行動圏、利用環境等の調査で

得られた生態情報、及びその結果の

分析・解析により得られた、調査に必

要な範囲、時期、方法についてまとめ

たものである。 

松江 正彦 

藤原 宣夫 

内山 拓也 

植田 睦之 

百瀬 浩 

石坂 健彦 

森崎 耕一 

 

環境影響評価 

オオタカ 

サシバ 

猛禽類 

生態 

調査方法 

 

2004.12

206 道路緑地の設計手法に

関する研究 

～良好な街路樹の事例

集～ 

良好な道路緑地を整備していくため

の基礎資料として、既存の良好な道

路緑地の街路樹の状況、道路の構

造、隣接地の状況等について調査を

行い、その結果をまとめたものでる。 

松江 正彦 

藤原 宣夫 

内山 拓也 

 

 

道路緑地 

街路樹 

2004.12

149 わが国の街路樹Ｖ わが国の道路緑化現況を把握するこ

とを目的として、道路緑化率、道路緑

化樹木本数、樹種等について調査を

行ったものである。 

藤原 宣夫 

武田 ゆうこ 

米澤 直樹 

街路樹 

並木 

道路緑化 

緑化率 

統計 

2004.3 

147 国土交通省国土技術政

策総合研究所緑化生態

研究室報告書第18集 

 

平成14年度に緑化生態研究室が実

施した調査・研究の概要および当研

究室員が学会や雑誌等に発表した論

文を収録・編集したものである。 

緑 化 生 態 研

究室 

緑化技術 

公園緑地計画 

環境アセスメント 

ミティゲーション 

生態系の保全 

生態系ネットワーク計画 

生物生息空間の創出 

2004.1 

139 -MBR方式による－ 

住民参加の生きもの調

査ガイドブック 

より効果的な住民参加の生きもの調

査の手法を開発するため、武蔵野市

の協力のもと、武蔵野市民による「む

さしの自然指標調査会」を組織した。

そして、新たな生き物調査手法として

MBR （ Musashino Bio-index 

Research）方式を提案し、ケーススタ

ディを1999年度から2000年度にかけ

て実施した。このガイドブックは、その

成果をもとに他の自治体でも同様の

調査ができるように、MBR方式による

住民参加の生きもの調査の実施手法

をまとめたものである。 

藤原 宣夫 

日置 佳之 

須田 真一 

生物調査 

住民参加 

武蔵野市 

ガイドブック 

2003.12
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巻号 表  題 概    要 著者名 キーワード 発行年月

136 霞ヶ浦湖岸植生帯の変

遷とその地点間変動要

因 

本資料は、霞ヶ浦における過去約30

年間の湖岸植生帯の変遷とその地点

間変動要因の解析結果をまとめたも

のである。 

藤原 宣夫 

西廣 淳 

中村 圭吾 

宮脇 成生 

霞ヶ浦 

湖岸植生 

沈水植物帯 

浮葉植物帯 

抽水植物帯 

湖岸勾配 

波浪 

湖岸堤 

2003.11

74 昔日の霞ヶ浦 

～昭和40年以前の霞ヶ

浦画像集～ 

本資料は、霞ヶ浦の環境復元に際

し、目標とする景観の検討資料とする

ことを目的とし、急速な開発が進展す

る以前の年代である、昭和40年以前

の霞ヶ浦の景観について、写真、絵

画などの画像資料を収集し、収録した

ものである。 

藤原 宣夫 

小栗 ひとみ 

霞ヶ浦 

昔日 

景観 

写真 

画像 

2003.3 

68 都市緑地調査における

人工衛星技術の活用に

関する調査 

本調査では、人工衛星を利用した都

市における緑地の調査手法を開発す

ることを目的とし、従来型人工衛星

LANDSAT画像と高分解能人工衛星

IKONOS画像を用いて、練馬区にお

いて、都市内各種緑地の抽出・分類と

精度検証を行うとともに、IKONOS画

像及びデジタルマップを用いてGISを

利用することにより小樹林地の抽出、

緑被分布図の作成を行った。 

藤原 宣夫 

山岸 裕 

LANDSAT 

IKONOS 

都市緑地 

土地被覆分類 

常緑・落葉の区分 

2003.3 

67 里山保全制度への取り

組み状況 

～全国自治体アンケート

より～ 

里山保全制度・事業の実施状況を把

握するため、平成14年3月に、全国

140都市（人工15万人以上）を対象に

アンケート調査を実施した。その結

果、105自治体から回答があり、内7自

治体において里山保全を目的とした

独自の制度・事業が実施されており、

6自治体からは検討中との回答があっ

た。また、29の自治体では、既存の緑

地保全制度の 

活用により、里山保全に取り組みがな

されていた。本資料には、これらの全

ての回答を収録した。 

藤原 宣夫 

山岸 裕 

里山保全 

行政制度 

全国自治体 

アンケート調査 

2003.3 

65 国土交通省国土技術政

策総合研究所緑化生態

研究室報告書第17集 

 

平成13年度に緑化生態研究室が実

施した調査・研究の概要および当研

究室員が学会や雑誌等に発表した論

文を収録・編集したものである。 

緑 化 生 態 研

究室 

緑化技術 

公園緑地計画 

環境アセスメント 

ミティゲーション 

生態系の保全 

生物生息空間の創出 

生態系ネットワーク計画 

2003.1 

22 国土交通省国土技術政

策総合研究所緑化生態

研究室報告書第16集 

平成12年度に緑化生態研究室が実

施した調査・研究の概要および当研

究室員が学会や雑誌等に発表した論

文を収録・編集したものである。 

緑 化 生 態 研

究室 

緑化技術 

公園緑地計画 

ビオトープ創出 

生態系保全 

生態系ネットワーク計画 

2002.1 
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土木研究所資料 
 

巻号 表  題 概    要 著者名 キーワード 発行年月

3829 建設事業における環境

保全技術 

～ミティゲーション事例

集～ 

ミティゲーションとは英語で緩和を意

味する言葉であるが、最近では「建設

事業等の人為行為が自然環境に与

える影響を緩和する様々な措置」の意

として用いられ、我が国でも公共事業

に伴うミティゲーションが広く行われる

ようになっている。本資料では、ミティ

ゲーションの社会的背景、技術を概

説するとともに、我が国における、道

路、河川、ダムなどの各種の事業での

実施例を紹介する。 

環境部 ミティゲーション 

釧路湿原 

エゾジカ 

エコロード 

トダスゲ 

ヒヌマイトトンボ 

ケショウヤナギ 

アカウミガメ 

ヨシ原 

塩生植物 

ダム湖 

2001.3 

3826 国土交通省土木研究所

緑化生態研究室報告書

～第15集～ 

平成11年度に緑化生態研究室が実

施した調査・研究の概要および当研

究室員が学会や雑誌等に発表した論

文を収録・編集したものである。 

緑 化 生 態 研

究室 

緑化技術 

公園緑地計画 

ビオトープ 

ミティゲーション 

自然環境アセスメント 

生態系ネットワーク計画 

2001.3 

3820 日蘭ワークショップ 

「道路による生息域の分

断防止と生態系ネットワ

ーク形成に向けて」 

本報告書は、日蘭科学技術協定に基

づき実施されている共同研究「道路に

よる生息域の分断化防止対策に関す

る研究（担当：道路環境研究室）」およ

び「生態系ネットワーク計画に関する

研究（担当：緑化生態研究室）の一環

として実施した日蘭ワークショップ「道

路による生息域の分断防止と生態系

ネットワーク形成に向けて」の報告で

ある。 

大西 博文 

川上 篤史 

今堀 るみ子 

藤原 宣夫 

日置 佳之 

金子 弥生 

日蘭ワークショップ 

生息域の分断防止 

生態ネットワーク 

道路 

2001.3 

3708 下水汚泥と剪定枝葉を

混合した堆肥の製造方

法に関する検討 

従来、廃棄処分されていた下水汚泥

や剪定枝葉についても、リサイクルの

必要が問われるようになった。しかし、

これらの堆肥化を行う場合、下水汚泥

では臭気や粘性などの取り扱い性の

悪さ、剪定枝葉ではC/N比が高く、堆

肥化しづらいという問題を有する。そ

こで、これらを混合して堆肥を製造す

る方法について検討を行った。 

藤原 宣夫 

石坂 健彦 

石曽根敦子 

森崎 耕一 

飯塚 康雄 

リサイクル 

下水汚泥 

剪定枝葉 

堆肥化 

2000.3 

3706 阪神・淡路大震災時の

避難行動と公園利用状

況に関するアンケート調

査 

阪神淡路大震災での避難行動にお

いて、都市公園が市民の緊急避難の

場、避難生活の場としてどのように利

用されたのかを明らかにするため、地

震直後の行動、避難場所の選択理

由、避難場所と自宅との往復行動、避

難時の自動車利用、地震前後の公園

利用などについてアンケート調査を行

い、被災者の具体的な避難行動およ

び都市公園等の避難施設の利用実

態を把握した。 

田中 隆 

藤原 宣夫 

松江 正彦 

山岸 裕 

岡田 潤 

野島 義照 

阪神・淡路大震災 

都市公園 

避難場所 

アンケート調査 

公園施設 

2000.3 

3666 わが国の街路樹ＩＶ わが国の道路緑化現況を把握するこ

とを目的として、道路緑化率及び道路

緑化樹木本数、樹種について調査を

行ったものである。 

藤原 宣夫 

田中 隆 

木部 直美 

街路樹 

並木 

道路緑化 

緑化率 

統計 

1999.9 
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巻号 表  題 概    要 著者名 キーワード 発行年月

3663 防災公園計画・設計に

関する技術資料-防災

公園の計画・設計に関

するガイドライン（案） 

大地震時に、避難地・復旧活動拠点

として機能する防災公園の整備促進

のため、防災公園の具体的な計画、

設計手法について、｢防災公園の計

画・設計ガイドライン（案）｣として、行

政機関の公園担当者に利用されるこ

とを念頭に取りまとめたものである。 

新田 敬師 

松本 浩 

篠宮 章浩 

藤原 宣夫 

山岸 裕 

防災公園 

公園計画 

公園設計 

地震 

1999.7 

3520 地方公共団体における

民有地緑化及び緑地保

全制度の現状 

地方公共団体が整備している民有地

の緑化および緑地保全を推進するた

めの条例、要網等を全国的に収集

し、それらの内容を事例シートに整理

するとともに、それらの制度が目的とし

ている緑化・緑地保全の年代的な動

向、制度の目的とそれを実現するた

めの手法との関係などを明らかにし

た。 

田中 隆 

秋山 千秋 

民有地 

緑化 

緑地保全 

地方公共団体 

制度 

1997.4 

3416 公共空間における花卉

修景手法に関する研究 

公共空間における花卉を用いた修景

に関して、その計画・設計・施工・管理

及び材料について、アンケート調査並

びに事例の分析を通して要点を整理

し、花卉修景手法として取りまとめたも

のである。 

半田真理子 

田中 隆 

日置 佳之 

飯塚 康雄 

播本 武史 

花卉 

修景 

公共空間 

緑化 

アメニティ 

1996.1 

3413 下水汚泥と剪定枝葉の

堆肥化に関する調査 

下水汚泥と剪定残渣を用いて堆肥を

試作するとともに、その堆肥を用いた

植栽試験を実施し、試作堆肥の性状

や肥効力を把握し、それらを用いた堆

肥製作の手法等について取りまとめ

を行ったものである。 

田中 隆 

藤原 宣夫 

桃井 信行 

飯塚 康雄 

半田真理子 

小澤 徹三 

石坂 健彦 

吉永 裕康 

下水汚泥 

有効利用 

剪定残渣 

1996.1 

3334 木本植物によるのり面緑

化工法に関する研究 

Study on Slope Planting 

Methods using Trees 

のり面の侵食防止と周辺環境との調

和等のために施工されるのり面緑化

に関して、より景観面や安定性を考慮

した施工技術の向上を図ることを目的

に、木本植物導入技術について現状

の把握及び苗木設置と厚層基材吹付

工を併用した木本植物導入工法(苗

木設置吹付工法)の開発に係る検討

結果を取りまとめた。 

半田真理子 

飯塚 康雄 

前田 博 

有村 恒夫 

藤崎健一郎 

のり面 

緑化 

のり面緑化 

苗木設置吹付工法 

環境 

1995.1 

3253 都市林の機能に関する

研究 

Study on Functions of 

the Urban Forest 

今後の都市緑地政策における都市林

の果たすべき役割とその機能の活用

を検討するために、都市林の概念の

提示、即地的分析、緑被の水位と関

連法制度及び機能発揮条件を整理

し、住民及び学識経験者等による評

価の比較検証等を行い、都市林の機

能及び施設等について提言を行った

ものである。 

半田真理子 

秋山 千秋 

田畑 正敏 

前田 博 

播本 武史 

佐藤 隆幸 

都市林 

機能評価 

近郊緑地 

緑地保全地区 

風致地区 

1994.1 

3252 塩生生物の生育基盤に

関する研究 

Study on Basements for 

Halophilous Plants 

亜熱帯海岸地帯における緑化手法の

向上を図ることを目的に、沖縄の岩礁

地帯、海浜地帯を対象とした植生実

態調査、生育基盤調査および人工基

盤での生育試験等を実施し、緑化に

有望な植物の選定と、その生理・生態

的特性の解明並びに人工生育基盤

の基礎的条件の検討を行い取りまと

めた。 

半田真理子 

藤原 宣夫 

吉永 裕康 

中島 均 

播本 武史 

亜熱帯 

海岸地帯 

塩生植物 

耐塩性 

生育基盤 

人工基盤 

1994.1 
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巻号 表  題 概    要 著者名 キーワード 発行年月

3239 わが国の街路樹ＩＩＩ 

The Road side Trees in 

Japan 3 

建設省道路局が実施した全国道路情

勢調査（道路交通センサス）の一般交

通量調査個所別基本表を用いて道

路緑化率（緑化済道路延長/道路延

長）を算出した。また、平成４年３月３１

日現在共用済となる道路を対象にア

ンケート調査を実施し、樹木本数、樹

種、樹木タイプ等について調べた結

果をとりまとめた。 

半田真理子 

飯塚 康雄 

藤崎健一郎 

街路樹 

並木 

道路緑化 

緑化率 

樹木 

樹種 

樹木タイプ 

環境 

現況 

1994.1 

3231 都市内日陰空間におけ

る緑化樹木の耐陰性に

関する研究 

Study on Shade 

Tolerance of Greening 

Plants in Urban Spaces 

公共緑化用樹木のうち陰樹と考えら

れている樹種を対象とした耐陰性試

験及び都市内日陰空間での緑化樹

木の生育調査を行い、生育環境条

件、とりわけ日照条件に対する緑化樹

木の生育適性を検討し、日陰地での

植栽設計・施工に関する基礎的な知

見をとりまとめた。 

半田真理子 

藤原 宣夫 

吉永 裕康 

都市緑化 

陰樹 

耐陰性試験 

日陰地 

相対照度条件 

1994.1 

3212 広 場 の 特 性 及 び そ の

画・設計への応用に関

する研究 

Study on the Application 

of Plaza's 

Characteristics to 

Planning and Design 

広場の設置及び管理に関するアンケ

ートによる実態調査、広場の利用実

態調査、広場的行動の特性に関する

調査の結果から導き出された広場の

計画・設計上の要点を整理し取りまと

めた。 

半田真理子 

秋山 千秋 

広場 

設置および管理状況 

利用実態 

広場的行動 

計画・設計上の要点 

1993.9 

3189 海浜地における樹木の

育成環境に関する研究 

The Study on 

Environments of Rearing 

for Trees on The 

Seashore 

海浜地における潮風、植栽基盤の特

徴を把握したほか、風と植物の生育と

の関係を海の中道海浜公園及び国

営常陸海浜公園において測定し、防

風林と植栽木の位置及び高さの関係

について検討を行い取りまとめた。 

半田真理子 

藤原 宣夫 

吉永 裕康 

井上 忠佳 

前田 博 

田代 順孝 

末永 錬司 

播本 武史 

古関 堅治 

武田 裕 

佐藤 隆幸 

海浜地 

防風林 

潮風害 

環境圧レベル 

クロマツ 

1993.5 

3180 道路内の芝生、草地の

管理技術に関する調査 

Studies on the 

Management of roadside 

turfgrass 

一般国道および高速道路の芝生・草

地の面積、植物の種類、管理内容等

を明らかにした。また、10都市におい

て道路内の植生の現況について現地

調査をし、草高、雑草の種類等を明ら

かにした。さらに、専門家に対するヒア

リング等を行い、芝生・草地の管理の

基本的考え方と技術の要点について

取りまとめた。 

半田真理子 

藤崎健一郎 

吉永 裕康 

道路 

草本植生 

芝生 

草地 

刈込み 

施肥 

雑草防除 

1993.3 

3160 ジョギング走路の特性に

関する研究 

Study on Characteristics 

of Jogging Courses 

都市公園等におけるジョギング走路

の設置状況に関する実態調査、ジョ

ギング走路の舗装材の粘弾性特性の

測定及び解析並びに着地衝撃に関

する被験者実験を行い、その結果を

取りまとめた。 

半田真理子 

秋山 千秋 

吉永 裕康 

都市公園 

ジョギング走路 

設置状況 

粘弾性特性 

衝撃力減衰度 

舗装材 

着地衝撃 

1993.1 
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巻号 表  題 概    要 著者名 キーワード 発行年月

3126 公園林の造成及び管理

技術に関する研究（その

２）-公園林の利用と樹

林状態- 

Research on Techniques 

for creating and 

Maintaining Park 

Forests No.2 

-Activity and Forest 

Configurations of Park 

Forests- 

レクリエーション活動別の樹林適性モ

デルに検討するとともに、国営公園を

事例として、造成および管理計画の

進め方について事例検討を行った。

さらに、公園林管理の技術手法につ

いても検討し、特に間伐については

試験植栽を実施し、その効果分析を

行い取りまとめた。 

半田真理子 

播本 武史 

吉永 裕康 

前田 博 

古関 堅冶 

佐藤 隆幸 

山岸 裕 

公園林 

造成・管理技術 

樹林利用 

試験植栽 

間伐 

1992.7 

3115 道路の外部景観に関す

る研究 

A Study of Road 

Landscape Seen from 

the Outside 

道路景観調査手法体系化の一環とし

て、道路の外部景観に関する調査手

法及び景観に関連する用語の意味等

について取りまとめた。 

半田真理子 

小澤 徹三 

道路景観 

外部景観 

調査手法 

道路緑化 

景観関連用語 

1992.5 

3059 道路緑化樹木の二酸化

炭素固定に関する研究 

A Study on Fixing 

Carbon Dioxide 

Capacity with 

Photosynthesis of 

Roadside Trees 

道路緑化樹木に関し、成長量が二酸

化炭素固定量に等しいことを利用して

道路緑化樹木の二酸化炭素固定機

能について整理し、詳細な全国的か

つ基礎的データを提示し、樹種的な

特徴や簡単に二酸化炭素固定量を

測定する方法等についてとりまとめ

た。 

半田真理子 

小澤 徹二 

飯塚 康雄 

井上 忠佳 

前田 博 

田代 順孝 

有村 恒夫 

武田 裕 

成長量 

二酸化炭素固定 

道路緑化 

1992.3 

3037 公共緑化用コンテナ栽

培樹木の栽培樹木の植

栽技術等の開発 

Technique of planting 

Using Container-grown 

Trees for Public Spaces 

コンテナ栽培樹木に関して公共緑化

への導入をめぐる問題点と課題を整

理し、コンテナ栽培樹木の利点や施

工上の留意点について試験等により

把握した上で、「公共緑化用コンテナ

栽培樹木の植栽施工技術指針（案）」

と「品質・寸法規格基準（案）」を作成

し、また、コンテナ栽培樹木による大

型樹木の育成・植栽施工に係る技術

を開発し取りまとめた。 

半田真理子 

飯塚 康雄 

井上 忠佳 

前田 博 

末永 錬司 

古関 堅冶 

佐藤 隆幸 

コンテナ 

コンテナ栽培樹木 

公共緑化 

植栽 

1991.11

2938 都市緑化における下水

汚泥の利用 

Utilization of Sludge for 

Garden Plants 

消化脱水汚泥やコンポスト化汚泥に

ついての各種植栽試験や造園施工

業者を対象としたアンケート調査等を

行って、利用する側からの使用時等

の注意事項等を「都市緑化における

下水汚泥の施用指針（案）」（昭和６２

年３月、建設省都市局）に説明や新し

いデータ等を加えるとともに、施工手

順などについてとりまとめた。 

半田真理子 

小澤 徹三 

飯塚 康雄 

吉永 裕康 

井上 忠佳 

前田 博 

田代 順孝 

有村 恒夫 

下水汚泥 

有効利用 

都市緑化 

1991.3 

2816 景勝地の道路景観評価

に関する研究 

A Study on assessment 

of modification of road 

structure in areas of 

scenic beauty 

東京湾環状道路等、大規模特殊道路

沿線周辺の景勝地について、景勝地

の分布状況、景勝地としての価値水

準および景観特性等に関する一般的

傾向を把握するとともに、河川部およ

び海岸部の一般的景勝地について

構図特性により類型化し、類型別の

景観特性を取りまとめた。 

半田真理子 

山岸 裕 

井上 忠佳 

前田 博 

有村 恒夫 

景勝地 

景観 

道路景観 

大規模特殊道路 

1990.1 

2733 公園林の造成及び管理

技術に関する研究その１

-公園林の定義及び造

成・管理技術の体系的

手順- 

A Study on Techniques 

of Alfore-station in 

Parks (1) 

公園林の定義づけを行い、公園林の

範囲、公園林計画の手順と方法につ

いて検討するとともに造成・管理に関

する技術検討を行った。また、アカマ

ツ優先林を事例として計画モデルの

利用について考察し、具体的な適用

手法へと検討を進め取りまとめた。 

前田 博 

武田 裕 

山岸 裕 

公園林 

造成管理技術 

新規樹林 

既存樹林 

計画 

1989.3 
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巻号 表  題 概    要 著者名 キーワード 発行年月

2726 寒冷地樹木特性調査 

A Research on the 

Plants Properties in the 

Cold District in Japan 

寒冷地における公共緑化を進める際

の適性樹種選択の基礎的な判断材

料を得るため、緑化行政担当者に対

し植栽実績、被害対策等の聴取調査

を行い、市街地内の植栽実績とその

地域分布、植栽樹木の生育状況、植

栽樹木に対する気象害対策の実態、

寒冷地樹木の特性について検討した

結果をとりまとめた。 

前田 博 

佐藤 隆幸 

寒冷地樹木 

植栽分布 

耐寒性 

耐雪性 

耐潮風性 

生育適性 

1989.3 

2725 厚層基材吹付工法に関

する調査研究報告書-

開発の経緯、普及、植

生の生育状況- 

Survey and Analysis of 

Soil Dressing Method on 

Slope-Detail of 

Development, Spread, 

Growing Process of 

Vegetation- 

軟岩、硬岩等はもちろん、土壌硬度

が高い土砂のり面でも広く使われるよ

うになった厚層基材吹付工法の開発

と普及過程を調査するとともに、施工

後の経過年数が長いのり面を選定し

て現地調査を実施し、生育基盤の安

定性、植生の生育状況等を観察・評

価し取りまとめた。 

前田 博 

古関 堅治 

飯塚 康雄 

厚層基材吹付工 

岩盤緑化工 

無土壌のり面 

植生回復 

1989.3 

2693 わが国の街路樹II 

The Road side Trees in 

Japan 2 

全国の昭和６２年３月３１日現在共用

済みとなる道路を対象にして、高木、

中低木別の本数や樹種など道路緑化

樹木の実態調査を実施するとともに、

今回の調査結果と過去に行われた調

査結果（昭和４２年度、昭和 

５７年度）の全国主要１５０都市（高木

のみ）についての比較を行い、考察を

加え取りまとめた。 

前田 博 

有村 恒夫 

飯塚 康雄 

道路緑化 

道路植栽 

道路環境 

街路樹 

並木 

環境保全 

景観 

1988.12

2686 道路緑化等における保

水剤の活用技術に関す

る研究 

Studies in Planting 

Technology with Super 

Absorbent Polymer 

建設省が財団法人日本造園修景協

会との共同研究で実施した「道路緑

化等における保水剤の活用に関する

研究」の成果をとりまとめたもので、土

壌改良剤、植栽直後の水分補給剤、

移植時の根系養生剤などの保水剤の

保水効果や土壌の通気透水性阻害、

植物の発根障害の弊害いついての調

査結果を取りまとめた。 

前田 博 

井上 忠佳 

有村 恒夫 

田代 順孝 

飯塚 康雄 

道路緑化 

土壌改良 

土壌改良剤(材) 

植栽工法 

新素材 

保水剤 

高吸水性ポリマー 

1988.10

2617 大規模公園利用者分析

調査 

-国営武蔵丘陵森林公

園を事例として- 

User Analysis of the 

Large Scale Park 

-In Case of 

Musashi-Kyuryo 

National Government 

Park- 

公園利用者分析を大規模公園で実

施し、大規模公園での利用者分析法

の実施方法、国営武蔵丘陵森林公園

の利用実態、今後の大規模公園計画

への提案などについて、調査研究の

内容をもとに解析した。 

前田 博 

古関 堅治 

井上 忠佳 

利用者分析 

利用実態 

大規模公園 

施設配置 

事例解析 

1988.3 

2572 街路樹の生育特性 

Growth characteristics 

of Road side Trees 

街路樹の植栽時における計画目標の

設定あるいは管理計画の策定に資す

るため、筑波研究学園都市に植栽さ

れたケヤキを対象に生育特性の検討

を行った。まず、生長量について調

べ、次に、植栽条件、土壌条件といっ

た環境条件と生育状況との関連性を

検討した。さらに、生長量の変遷状況

を類型化し、生長タイプ、その評価方

法、景観形成との係わりについても整

理し取りまとめたものである。 

前田 博 

武田 裕 

街路樹 

道路植栽 

環境状況 

生育特性 

生長量 

予測 

評価景観 

1988.3 
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2483 亜熱帯地域における海

浜 地 植 物 の 管 理 指 針

（案） 

Landscape Management 

Guideline for Subtropical 

plants of Seashore 

海浜地に立地し台風や冬期の季節風

による潮風被害を受けやすい環境条

件下にある国営沖縄記念公園に植栽

された熱帯・亜熱帯植物の潮風被害

の発生状況とその回復過程を調査し

たうえで、被害の回避策を年間の管

理作業計画に盛り込む等、特に景観

面に配慮した形で植物管理指針（案）

としてまとめた。 

井上 忠佳 

古関 堅司 

芹沢 誠 

藤原 宣夫 

海浜地植物 

熱帯・亜熱帯植物 

潮風被害 

植物管理 

1987.2 

2413 河川公園景観計画調査

（その１） 

-河川の地形および植生

の位置の特徴と景観設

計への反映- 

An Investigation on 

landscape planning for 

riverbed park 

河川公園における景観形成に焦点を

あて、河川空間の特性を生かした河

川構造物の景観設計を行う際に参考

とするための資料を作成し、比較的自

然性の残されている河川の地形の形

態的特徴および植生の位置の特徴を

とりあげて設計対象物のモデルタイプ

の提案を行い取りまとめたものであ

る。 

井上 忠佳 

篠原 修 

武田 裕 

伊藤 登 

河川公園 

河川景観 

地形 

植生 

計画 

景観設計 

1986.10

2341 公共緑化のための下水

汚泥のしよう施工指針

（案） 

Application standard of 

Sewage sludge for 

greening 

下水道汚泥（脱水汚泥、コンポスト化

汚泥、乾燥汚泥）を公共緑化におい

て施用する場合の技術的事項につい

て、昭和55より59年度まで実施した調

査研究の成果を踏まえて、技術指針

（案）として取りまとめたものである。 

井上 忠佳 

田代 順孝 

藤原 宣夫 

公共緑化 

下水汚泥 

1986.3 

2318 わが国の街路樹 

The Road side Trees in 

Japan 

今後の街路樹整備に際しての参考資

料とするため、わが国の街路樹の現

状を調査するとともに、代表的な街路

樹景観を掲載し、また街路樹の有効

な管理方法について提案を行い取り

まとめたものである。 

井上 忠佳 

二上 克次 

芹沢 誠 

藤原 宣夫 

街路樹 

国道 

景観 

1986.3 

2314 道路・街路景観計画体

系に関する研究 その３

(国道バイパス景観の変

遷) 

A Transition of Bypass 

Road-scape 

バイパスにおける道路景観が供用当

初からどのように変遷したかを分析

し、景観変遷パターンの類型化、変遷

期の位置づけ、景観保全要因の抽出

を行い取りまとめたものである。 

篠原 修 

二上 克次 

芹沢 誠 

バイパス 

景観の変遷 

1986.3 

2173 山岳道路の環境影響評

価手法その２ 

-仕切り面の予測，植生

回復判別，景観評価- 

Environmental Impact 

Assessment Method of 

Mountain-Road Part2 

-Forecasting Technique, 

Vegetation Recovery 

and Landscape, 

Evaluation of 

Cutting-Slope- 

山岳道路の環境影響評価手法確率

の一環として、切土のり面を対象に、

発生予測手法、植生回復の判別、景

観評価に関する検討結果を取りまと

めたものである。 

芹沢 誠 

篠原 修 

二上 克次 

山岳道路 

切土のり面 

発生予測手法 

植生回復 

景観評価 

1985.3 

2033 公園における二次処理

水の利用-主として砂質

土壌地について- 

Utilization of 

treated-sewage-water at 

planting area of a park 

-Case study at sandy 

area- 

海の中道海浜公園における、植栽樹

木および芝生への二次処理水の潅漑

試験の結果に基づき、公園における

二次処理水の利用について、水質・

土壌・植栽生育・潅水方法の観点から

検討し、その結果を取りまとめたもの

である。 

芹沢 誠 

田代 順孝 

古関 堅冶 

藤原 宣夫 

二次処理水 

再利用 

潅水試験 

国営公園 

砂質土壌 

1983.12
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巻号 表  題 概    要 著者名 キーワード 発行年月

1966 道路植栽の生長度合判

定法に関する研究その１

-生長度合判定のため

の有効指標の選定- 

Study on Estimation for 

Growth of Growth of 

Road-side Vegetation 

(1) 

-Choice of Appropriate 

Indication for Estimation 

of Growth- 

道路植栽の成長度合を現場で簡便に

判定するための資料作成のため、生

育実態調査の結果から成長度合判定

の有効指標を選定し、判定基準値

（分級値）設定のための方針を整理し

た。また、慣行活力評価値と有効指標

との関連を分析し、活力評価法の簡

便化を検討し取りまとめたものである。

芹沢 誠 

田代 順孝 

古関 堅冶 

藤原 宣夫 

道路植栽の生育 

成長量 

成長度合判定法 

有効指標 

活力評価 

判定基準値 

分級値 

1983.3 

1910 道路・街路景観計画体

系に関する研究 その２

バイパス景観のタイプ分

類と評価 

Study on Landscape 

Planning Systems of 

Roads and Streets (2) 

Classification and 

Estimation of By-pass 

Landscape 

関東地建管内の国道バイパスを対象

に、道路内部景観をあらわす写真６６

葉を用いて、景観のタイプ分類と評価

規程要因に関する分析を行い、自然

風景型、田園型、混在型など７タイプ

を抽出するとともに、評価には景観タ

イプ、沿道建物、道路緑地が効いて

いることを明らかにし取りまとめたもの

である。 

芹沢 誠 

篠原 修 

二上 克次 

バイパス 

道路景観 

景観のタイプ分類 

景観の評価 

1983.3 

1755 道路・街路景観計画体

系に関する研究（その１）

-計画・設計体系の枠組

- 

Study on Landscape 

Planning Systems of 

Roads and Streets (1) 

-Frames of Planning and 

Design Systems- 

道路をそのスケールおよび位置によ

って景観的に性格分類し、都心部幹

線街路、市街部一般街路、郊外部幹

線道路について、計画・設計のプロセ

スと操作対象の種類を軸に景観計画

の枠組を設定し、その結果を取りまと

めたものである。 

芹沢 誠 

篠原 修 

二上 克次 

道路景観計画体系 

景観計画上の道路分類 

都心部幹線街路 

市街部一般街路 

郊外部幹線道路 

1982.1 

 

 

 

官民連帯共同研究 
 

表  題 概    要 発行年月

緑化空間創出のための基盤技術の開発報告書 

 

(第一分冊) 概要 

 

(第二分冊) 特殊空間緑化技術マニュアル(案) 

     【総論】【技術編】 

 

(第三分冊) 特殊空間緑化技術マニュアル(案) 

     【資料編】 

これまで緑化が困難とされていた建築物、構造物等に係わる空

間の緑化を推進するために必要な技術開発を行うことを目的と

し、「①緑化空間創出のための基礎的検討」、「②創出対象となる

緑化空間の検討」、「③緑化に関する基盤技術の検討」の3つの

項目について検討を行った。また、本研究の具体的成果として、

「特殊空間緑化技術マニュアル(案)」を取りまとめたものである。 

本研究は、建設省土木研究所が(財)都市緑化技術開発機構との

官民連帯共同研究により、双方の相互連係のもと、総合的に、ま

た事業的な観点も入れながら平成3年度より5年度まで、3箇年に

わたり実施してきたものである。 

1995.1 
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共同研究報告書 
 

巻号 表  題 概    要 著者名 キーワード 発行年月

218 大型街路樹の維持管理

手法に関する共同研究

報告書 

 

(第1分冊) 

 調査・実験報告書 

 

(第2分冊) 

 街路樹剪定の手引き 

街路樹の肥大成長に起因する問題の実態

把握を行うために、①街路樹の成長大型化

による支障実態調査として、自治体等から

アンケートおよびヒアリング調査を行った。ま

た、大型化した街路樹の問題対処方法とし

て、②剪定方法による樹冠抑制技術および

樹形構成技術の検討、③根系切断による樹

冠抑制技術の検討を行った。 

半田真理子 田中 隆 

石坂 健彦  藤原 宣夫

桃井 信行  飯塚 康雄

秋山 千秋 石曽根敦子

黒沼 茂治  佐藤 四郎

三村 欣司  成家 次男

田中 誠爾  権蛇 次夫

立山富士彦 高橋 一輔

佐藤 岳三  松田 武彦

小泉 直介  西 秀甫 

舘野 茂夫 

大型街路樹 

維持管理 

支障実態調査 

剪定 

根系切断 

樹冠抑制 

1999.3 

110 植栽基盤造成技術の開

発に関する共同研究報

告書 

緑化工事において植栽基盤の概念の確立

や普及とともに植栽基盤造成技術の開発が

必要とされている現状を踏まえ、植栽基盤

の成立条件、備えるべき物理性、工法と使

用機器等の検討及び調査と設計について

の考え方について検討し、その結果を取り

まとめたものである。 

半田真理子 

藤崎健一郎 

藤原 宣夫 

飯塚 康雄 

植栽基盤 

植栽基盤整備工法 

土壌改良 

有効土層 

排水工 

緑化 

植栽 

環境 

1995.1 

 

 

 

緑化生態研究室資料 
 

巻号 表  題 概    要 著者名 キーワード 発行年月

1 都市の樹木 ジャン・シャスロー著「都市の樹木」（原題：

L’ARBRE DANS LA VILLE）を抄訳し、主

にパリにおいて植栽されている樹木に関す

るデータを取りまとめたものである。 

半田真理子 

秋山 千秋 

パリ 

樹木 

樹木数 

樹種 

使用状況 

注目すべき樹木 

1995.3 

 

 

 

緑化研究室、緑化生態研究室報告書 
 

巻号 表  題 概    要 著者名 キーワード 発行年月

－ 建設省土木研究所緑

化生態研究室報告書

～第14集～ 

平成10年度に緑化生態研究室が実施した

調査・研究の概要を報告するとともに、当研

究室のスタッフが平成10年度の1年間に学

会や雑誌などに発表した論文を収録・編集

したものである。 

緑化生態研

究室 

－ 

2000.3 

－ 建設省土木研究所緑

化生態研究室報告書

～第13集～ 

平成9年度に緑化生態研究室が実施した調

査・研究の概要を報告するとともに、当研究

室のスタッフが平成9年度の1年間に学会や

雑誌などに発表した論文を収録・編集した

ものである。 

緑化生態研

究室 

－ 

1999.3 

－ 建設省土木研究所緑

化生態研究室報告書

第12集 

平成8年度に緑化生態研究室が行った調

査、研究の概要を報告するものである。 

緑化生態研

究室 － 

1998.3 

－ 建設省土木研究所緑

化生態研究室報告書

第11集 

平成7年度に緑化生態研究室が行った調

査、研究の概要を報告するものである。 

緑化生態研

究室 － 

1997.3 

－ 建設省土木研究所緑

化生態研究室報告書

第10集 

平成6年度に緑化生態研究室が行った調

査、研究の概要を報告するものである。 

緑化生態研

究室 － 

1996.3 
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巻号 表  題 概    要 著者名 キーワード 発行年月

－ 建設省土木研究所緑

化生態研究室報告書

第9集 

平成5年度に緑化生態研究室が行った調

査、研究の概要を報告するものである。 

緑化生態研

究室 － 

1994.5 

－ 建設省土木研究所緑

化生態研究室報告書

第8集 

平成4年度に緑化研究室（現・緑化生態研

究室）が実施した研究成果の概要を報告す

るものである。 

緑化生態研

究室 － 

1993.5 

－ 建設省土木研究所緑

化研究室第7集 

平成3年度に緑化研究室が実施した研究成

果の概要を報告するものである。 

緑化研究室 
－ 

1992.5 

－ 建設省土木研究所緑

化研究室報告書第6集 

平成2年度に緑化研究室が実施した研究成

果の概要を報告するものである。 

緑化研究室 
－ 

1991.5 

－ 建設省土木研究所緑

化研究室報告書第5集 

平成元年度に緑化研究室が実施した研究

成果の概要を報告するとともに、元年度が

研究室発足10周年に当たることから、過去

の研究の足跡をとりまとめたものである。 

緑化研究室 

－ 

1990.5 

－ 建設省土木研究所緑

化研究室報告書第4集 

昭和62年度、63年度に緑化研究室が実施

した研究成果の概要を報告するものであ

る。 

緑化研究室 

－ 

1989.5 

－ 建設省土木研究所緑

化研究室報告書第3集 

昭和61年度において緑化研究室が実施し

た研究成果の概要を報告するものである。 

緑化研究室 
－ 

1988.3 

－ 建設省土木研究所緑

化研究室報告書第2集 

昭和60年度の研究成果等を中心に収録し

たものである。 

緑化研究室 
－ 

1987.3 

－ 建設省土木研究所緑

化研究室報告書第1集 

地方建設局依頼調査の結果をとりまとめた

ものを中心に、その他最近の研究室におけ

る調査概要等を加えて紹介したものである。

緑化研究室 

－ 

1986.4 
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