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Sidewalk walkability is important for realizing compact and walkable city. Greening at streets have several 

environmental functions such as improving the attractiveness of streetscapes and their implementation is steadily 

increasing in cities around the world. Increasing street greens, however, can also have other impacts such as visibility 

poorness and narrowing street space, which may negatively affect walkability. We conducted impression evaluation 

experiments by using manipulated images and analyzed the relationship between planting types and both walkability 

and streetscape attractiveness evaluation. We found that street trees in narrow sidewalks can have a negative influence 

on perceived walkability. 
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1.研究の目的 

歩道空間などにおける歩行活動は、公共交通機関と出発

地・到着地などを結ぶ端末交通手段として重要であるだけ

でなく、健康面や環境面からも近年されてきている。我が

国では、歩いて暮らせる街の実現は重要な政策課題であり、

高齢者はじめとする多くの都市生活者にとって、歩行空間

の充実は日常生活の利便性のみならず、運動の増加による

健康の維持・増進の可能性という点からも期待が高い。他

にも環境負荷の低減や人口減少への対応といった観点か

らコンパクトシティに向けた取り組みも盛んに行われる

ようになってきており、自動車に依存しない街づくり実現

のためにも、歩行環境の改善は都市計画上の重要な課題と

なっている 1)。 

他方で、歩道に設置される街路樹の高木や低木植込みな

どの道路植栽は都市の緑地環境のひとつとして、良好な景

観の形成などの様々な効果を有しているとされる。国は平

成 13年 7月施行の道路構造令改正ではそうした様々な効

果を評価し、それまでの第4種第1級道路における植樹帯

必置に加え、第2級道路にも植樹帯を原則設置するするな

ど、制度面からの取り組みを進めている 2)。多くの地方公

共団体も道路植裁の充実に取り組んでおり、例えば東京都

では平成18年から街路樹の充実事業を行い、平成27年度

末までに 48万本から 100万本まで街路樹数を増加させて

いる 3)。このように道路植栽は増加傾向にあるが、国土交

通省の道路緑化技術基準には植栽の具体的内容に関する

明確な基準はない。植栽を増やすことで良好な景観の形成

などのさまざまな効果が高まると考えられるが、歩道幅員

の広さや植裁の選択のあり方によっては、街路の見通しを

悪くしたり、歩道の空間を狭めて歩行しやすさを損ねたり

といった負の影響を与える可能性も考えられる。 

道路植栽と街路景観の関係性についての研究はこれま

でに数多く行われている 4),5)が、景観と通行性の両面から

評価を行った研究は少なく、両面から評価を行ったもの 6)

でも複数の歩道を対象としたものはない。そこで、本研究

では歩道の幅員と植栽構成の違いによって、通行性や景観

の評価にどのような違いが生じるかを画像を用いた実験

により分析し、より良い歩行空間の創出の端緒とすること

を目的とした。 

 

2.研究方法 

2-1.調査対象者 

本研究では、東京都内に通学する大学生と大学院生 30

名(男性23名、女性7名)を、画像を用いた評価実験の対象

者とした。大学生に対象を限定することは、得られた結果

を他の社会集団には適用出来ない可能性をもたらすが、他

方で、個人属性に伴う影響を一定程度均質化出来る利点が

ある。 

2-2.評価項目の選定 

本調査では画像の印象評価実験に広く用いられている

SD法を利用した。SD法の評価項目を選定するため、既往

研究 5),7)で用いられていた評価項目を用いて予備実験を行

い、その中から「歩きやすさ」との相関が高い（|r|≧0.7）

もの 14 項目を選定し、それらを「街路景観としての美し

さ」、「通行のしやすさ」に関わるもの7項目ずつに、既往

研究 8),9)を参考に分類した（表 1）。また、画像全体の印象

を問うSD法の評価項目で十分に評価することができない

と考えられた、歩道の直接的な評価に関する評価項目を5

項目設けた（表1）。5項目のうち「歩きやすさ」の評価つ

いては、理由を記述する自由記述欄を設けた。これらの評

価項目は全て7段階での評価を依頼した。 
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【表1】調査票の構成 

[1]SD法による印象評価項目 [2]歩道に関する 

個別の評価項目 通行性 景観 

見通しの良い－悪い さわやかな－うっとうしい 自転車とのトラブルが起こりそうである 

安心感のある－不安感のある 自然的な－人工的な 通行に障害を感じる 

開放的な－閉鎖的な 美しい－ない 車道と十分に分離されている 

圧迫感のある－ない 緑が豊かな－乏しい 歩道の幅員が十分である 

連続的な－不連続な 好ましい－ない 歩きやすいと感じる 

明るい－暗い すっきりとした－ごみごみとした  

変化のある－単調な 気持ちの良い－ない  

 

【表2】撮影した歩道の情報 

 道路名 歩道幅員 幅員分類 地点 撮影方向 

歩道Ⅰ 特別区道文第907号 約2.5m 狭い(N) 
N35°43.03'539 
E139°44.27'520 北西 

歩道Ⅱ 特例都道小石川西巣鴨線 約3.9m 広い(W) 
N35°43.23'023 
E139°44.16'231 北西 

歩道Ⅲ 一般国道17号 約2.7m 狭い(N) 
N35°43.00'310 
E139°45.24'933 北西 

歩道Ⅳ 特例都道小石川西巣鴨線 約3.8m 広い(W) 
N35°42.54'197 
E139°44.52'681 北西 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図1】評価に使用した画像一覧 
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2-3.評価に使用した画像 

歩道の幅員および植栽の違い以外の条件が評価結果に

影響しないようにするため、歩道を撮影した画像に対して

加工を施したものを実験に用いた。光条件などを出来る限

り統一するために、東京都文京区にある4つの道路の歩道

を10月下旬の16時頃の天候曇りの条件下で、目線の高さ

(およそ 1.5m)で北西方向に撮影した。4つの歩道は、幅員

が広い歩道と狭い歩道それぞれ2本ずつとした。歩道の画

像を Incscape0.92.2およびGIMP2を用いて、4つの植栽パ

ターン(1.植栽なし、2.低木のみ、3.高木のみ、4.高木と低木

の複合植栽)を持つように加工した(図 1)。なお、歩道と車

道の左右の位置関係が同一となるようにするため、街路3

は左右に画像を反転したうえで加工をしている。街路名、

歩道幅員、撮影地点の情報は表2に記した。 

2-4.実験方法 

実験は都内の大学校舎内にて行った。A3 用紙に印刷し

ラミネート加工した画像 16枚を 4つの歩道の画像から無

作為に1枚ずつ選出し、幅員の広い歩道と狭い歩道が交互

になる順番で提示し、180秒間の回答時間内に全評価項目

の回答を終えるように被験者に依頼した。 

 

 

2-5.分析方法 

SD法による画像全体の7段階の評価は最大を7、最小を

1として点数化した。「圧迫感のある－ない」、「変化のある

－ない」の項目は評価が高いほど負の影響を与えると考え

られたため、逆転させた数値を点数とした。その点数をも

とに各評価項目群の信頼性をクロンバックの α 係数で確

認した。画像全体に対する「通行性」と「景観」の評価と、

歩道に対する5つの個別評価（表1）の計7項目について、

幅員が広さ種類と植栽パターン4種類からなる計8種類に

分け、ウィルコクソンの順位和検定で多重比較を行った。 

 

3.結果 

3-1.評価項目の信頼性の検証 

「通行性」、「景観」の評価項目群の α 係数はそれぞれ

0.875、0.784 であった。一般に 0.8 以上で十分に信用でき

る評価項目群であるとされるため、「景観」の評価項目群

はこの基準をわずかに満たさない。評価項目間の相関を見

ると「景観」の中では「自然的な」、「緑豊かな」という項

目が他の5項目と相関が弱い傾向がみられたが、本研究恣

意的に変数を増減させず、用意した全ての評価項目を用い

て以下の分析を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図2】SD法による印象評価項目の幅員(N:狭い,W:広い)と植裁(1:なし,2:低木,3:高木,4:高木と低木)の平均と標準誤差(p<0.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図3】歩道に関する個別評価項目の幅員(N:狭い,W:広い)と植裁(1:なし,2:低木,3:高木,4:高木と低木)の平均と標準誤差(p<0.01) 
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3-2.多重比較の結果 

SD法による評価 2項目と歩道に関する 5項目について

多重比較を行った。なお、順位和検定を用いたのは、シャ

ピロ・ウィルク検定を行うと正規分布に従っていないと判

断されたためである。それぞれの平均値、標準誤差は図2

と図 3 のようになった(p<0.01)。図中の記号で幅員の狭い

歩道はNn、広い歩道はWnと示した。(n=1:植栽なし、n=2:

低木のみ、n=3:高木のみ、n=4:低木-高木)。「通行性」につ

いてみると、同一幅員間での比較では、幅員の広狭に関わ

らず植栽なしと低木のみで高く、高木のみと高木と低木の

複合植裁（以下複合植裁）の間に有意な差が見られた。全

体としては、特に、狭い歩道で高木がある場合に「通行性」

の評価が顕著に低かった。他方で、「景観」では、狭い歩道

において、低木のみが高木のみに比べて有意に評価が高く、

広い歩道では植栽なしにおいて低木のみと複合植裁に比

べて有意に評価が低かった。また、全体として「景観」は

狭い歩道で広い歩道に比べ低く評価される傾向があった。 

歩道に関する5項目のうち「自転車トラブルの可能性」、

「通行に障害を感じる」の2項目は概ね同一の傾向があり、

狭い歩道で広い歩道に比べて課題が認識されていた。狭い

歩道でも広い歩道でも、高木がある場合に植裁なしに比べ

て有意に課題が高く認識される傾向があった。他方で、「車

道と分離されている」の項目は幅員や植裁の違いによる有

意な差はほとんど見られなかった。「幅員が十分と感じる」

と「歩きやすいと感じる」2項目は広い歩道で狭い歩道よ

り評価が高い傾向があり、幅員の狭い広いに関わらず、植

栽なしで評価が高く高木があると評価が低くなる傾向が

みられた。 

 

4.考察 

SD 法による「通行性」と「景観」の評価についてみる

と(図2)、同一の幅員間での比較結果から、「通行性」では、

低木の存在は評価を低下させないが高木の存在が評価を

低下させている傾向が確認された。このことから、植裁の

うち特に高木の存在による見通しの悪化などが通行性に

負の影響を与えていると考えられた。「景観」では幅員の

広狭に関わらず低木が存在することが評価を高めていた

ことから、低木植栽が増えることが景観向上に重要である

と考えられた。しかし、狭い歩道では高木が存在するもの

で「景観」の評価が低かった。これは、広い歩道での結果

とは異なるものであり、狭い歩道では高木が存在すること

が必ずしも景観改善効果を発揮しない可能性が考えられ

た。なお、同一の植栽パターンでは、常に広い歩道が狭い

歩道より評価となることはなかったことから、一般に幅員

が広い方が「通行性」と「景観」の評価を高めると考えら

れた。 

歩道に関する5項目のうち、「自転車トラブルの可能性」、

「通行に障害を感じる」、「幅員が十分と感じる」、「歩きや

すいと感じる」は植裁の存在が負の影響を与えていた。歩

道が狭く高木が存在する時にこうした傾向が顕著であり、

画像全体のSD法による「通行性」の評価と同様の傾向が

示されていることが示唆された。他方で「車道と分離され

ている」は植裁の影響が認められず、今回対象とした歩道

幅員では植裁はどのような形態でも車道と分離された印

象に与える影響は少ないと考えられた。 

高木を増やすと通行性が低下し、景観を向上させるとい

う結果は、幅員が本研究の狭い歩道と同等の歩道で行われ

た既往研究 6)とは異なる傾向を示している。これは植裁の

通行性、景観の評価への影響は歩道幅員によって変わりう

る可能性を示唆していた。このことから、幅員が4m程度

と広い歩道では高木を含む植裁によって景観を高めつつ、

通行性も保つことが出来るが、2.5m 程度と狭い場合は高

木の植裁は通行性を悪化させ、景観改善にも必ずしもつな

がらない可能性が指摘できた。 

今後の課題として、背景となる建物や道路植栽以外の植

え込みなどの影響も考慮する必要があると考えられる。本

研究では道路植栽の季節変化、経年変化や樹種、枝ぶりな

どの物理的特性などを考慮するものではなく、また実際の

歩行を伴う評価とはなっていない。これらの観点を含めた、

より実際の歩行に近い環境での評価が必要と考えられる。 
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