
54 No.28

１．はじめに
　道路植栽設計の在り方に関する研究（以下

「本研究」）は、平成23年度に着手し、昨年度

は、道路植栽が道路空間へ及ぼす悪影響や維持

管理上の課題について事例等を報告した。今

年度は、これらの事例収集を継続しつつ、メン

バーがテーマに沿って写真を持ち寄り、意見を

述べたり、気づき点をコメントしたりすること

に重点をおいた。ブレイン・ストーミングによ

り、新たな考え方や課題が浮かびあがり、今後

の道路植栽設計の参考となる知見や議論すべき

内容が見えてくることを期待した。

２．道路植栽が道路空間に及ぼす影響
　本報文は、平成24年９月以降に着手した４

回の研究会及び本研究会の Facebook の内容を

踏まえたものである。

⑴　第１回『研究の方向性』平成24年９月20日

　昨年度の報告書をもとに、研究の進め方や方

向性についてディスカッションした。参加者メ

ンバーは植物の専門家ではないため、難しく考

えず、自ら撮影した写真や経験・知識からディ

スカッションすることとした。

　その背景として、道路植栽の整備効果や不具

合が、客観的に指標化・定量化が困難であるこ

とが指摘された。例えば、バイパス整備の場

合、事業予算投入とその整備効果は、供用後の

物流移動の時間短縮等を費用対効果、いわゆる

Ｂ／Ｃのような指標で議論することが可能であ

る。しかしながら、道路植栽は、それぞれの区

間での善し悪しを評価したり、そもそも道路植

栽における整備効果や不具合の有無により誰か

に利害が及ぶことを示す評価指標などの概念が

なかったりするということだ。道路植栽の指標

化・定量化に関しては、今後の課題として情報

収集することとした。

　まずは特定の樹種に注目し、緑化修景の機能

面や維持管理の現状から見えてくる長所・短所

事例の拾いだしを行うことで、道路植栽設計の

在り方を考えようと、テーマとなる樹種の話題

を探った。「ホルトノキは風情があり美しい」、

「街路樹（並木）の成功事例、または失敗事例

として、ホルトノキがさほど語られていないの

ではないか」などの指摘・意見があがったこと

で、第２回はホルトノキに焦点を当て、道路植

栽設計の在り方についての話題を掘り下げるこ

ととなった。  

写真－１　第１回研究会メモ

⑵　 第２回テーマ『ホルトノキを語る（平成

24年11月６日）』

　浦添市の市木であるホルトノキは浦添市の風

土に根差した道路植栽の基調木である。ホルト

ノキは、沖縄では珍しく紅葉のイデタチを感じ

させる景観木として貴重なのだが、元来、沖縄
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写真－２　浦添運動公園通り線のホルトノキ

写真－３　前島小学校付近

写真－４　浦添市宮城公園付近のホルトノキ

中南部の森を構成する石灰岩植生であり、浦添

市域全般、浦添グスク周辺一帯の山野に自生す

る常緑樹である。そのため、昭和50年代以降

からか、浦添市内の主要幹線には、ホルトノキ

を基調とする並木通りが多く形成されてきた。

そのなかで、植栽環境や道路空間の成功してい

る事例として、写真－２の市道浦添運動公園通

り線が挙げられる。ホルトノキの美しい樹形が

のびのびと育ち、植栽環境（周辺土地利用は都

市公園）と道路空間条件（広幅員歩道、植栽

帯）が備わっている。写真－３は、通学路にあ

たる歩道部に豊かな緑陰をつくり、車道部にも

大きな影を落とすことから、タクシー等の休憩

で路上駐車の多い人気のスポットである。

写真－５　ツリーサークルの変状

　一方で、ホルトノキの足下に目を向けると、

周辺土地利用が住宅地や商業地の場合、沿道住

民からホルトノキ（街路樹）は「恒常的に落葉

しやすく掃除が大変」であるとの情報も多い。

さらに、写真－４の公園は、かつてホルトノキ

並木の名所であったが、害虫被害や台風直後の

剪定等により美観を損なっている。さらに生長

とともに根上がりが顕著となり写真－５のよう

に根もと周りを破損にいたらしめた。

写真－６　板状の根が隙間に成長

　配植環境によっては、維持管理面で、写真－

６のような根上がりの問題、写真－７の道路小

構造物への悪影響等の課題もある。

　写真－８は、那覇市前島付近の安里川沿いで

2008年にみられたホルトノキである。写真に

おいて、植栽ますの周囲の舗装が補修されてい
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る状況が伺えるが、2012年に撮影した写真－

９をみると分かるように、植栽ますの周囲の舗

装の盛り上がりや縁石の変位が確認された。こ

こに配植されているホルトノキは、生長が旺盛

なため、根元にこのような不具合を生じさせた

と思われる。

写真－７　根元部の舗装と舗装止めの変形

　上空に目を向けると、写真－10は、標識近

くのホルトノキである。植栽整備された当初は

標識柱より低くかったと想定されるが、経年と

ともにホルトノキが標識柱より高くなってい

る。写真－11から、標識に対する視認性確保

のために、道路側に出た枝を剪定していること

がわかる。これより、標識付近の道路植栽は、

植樹が高木となる場合、維持管理上定期的な剪

定が必要となることがわかる。剪定作業などの

維持管理上の手間を省くためには、枝が標識を

隠さない工夫が必要である。低木を植えること

も考えられるが、樹種がそこだけ異なると景観

上良くないため、標識と離間を開けるなどの措

置が必要と思われる。標識柱の視認性の他、写

真－12に示すように、生長とともに、通信線

等の架空線への干渉も問題である。本県のよう

に台風の多い地域では、高木が架空線に垂れ下

がったり、切断することも指摘された。

写真－８　植栽ます周囲の舗装補修直後

写真－ 10　標識付近のホルトノキ

写真－９　舗装補修から４年後の状況 写真－ 11　視認性確保のための剪定
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写真－ 12　架空線への干渉

写真－ 13　第 2 回研究会メモ

⑶　 第３回テーマ『アカギとクロキを語る（平

成25年２月20日）』

　前回の懇親会で、悪乗りし、テーマを適当に

響きやイメージだけで「赤と黒」と決め、アカ

ギとクロキ（リュウキュウコクタン）について

ディスカッションした。道路植栽としても、非

常に対照的な存在であることが分かった。

　まず、その生長速度の違いが挙げられる。ア

カギは、成長の早い樹木であるのに対して、ク

ロキは成長が遅い樹木である。集落の広場にデ

ンと太く成長したアカギは、いかにも木登り好

きの子どもの格好の遊び場に思えたが、枝が折

れやすい木であるため登ってはいけないとの地

域の教えがあるようだ。一方のクロキは、木材

加工すれば堅く、三線の棹に利用される。ま

た、チャーギやフクギも強く、沖縄で建築資材

として利用されるのはその強さのゆえであろ

う。特に古材の再利用は、大工泣かせの堅さで

あると聞く。クロキと同様、これらの強い木は

共通して成長が遅い。果たして道路植栽として

のアカギとクロキはどうであろうか？

　まず、アカギ。昨年度の報告書１）の再掲で

あるが、写真－14に示すように、強せん定し

ても１年程度でもとの状態に戻る。また、生長

とともに根元部の舗装や小構造物を破壊させる

ことはよくあるが、写真－15のように、金属

柵を引き抜くことなく、自分の体に取り入れる

こともある。構造上、舗装や小構造物よりも貧

弱な柵を許容するような、アカギにはそんな不

思議な性質もあるようだ。

写真－ 15　金属柵を根元に取り込むアカギ

　アカギの維持管理上の課題はさておき、那覇

市首里地区の県立芸術大学前から守礼の門の通

りや首里坂下通り、儀保通りにアカギがある。

写真－16のように、アカギは琉球石灰岩の石

張り舗装ともよくマッチしている。同じく首里

金城町では、写真－17のように車道と歩道の

境に存在するアカギが見られる。道路設計の際

写真－ 14　せん定を行ったアカギの追跡調査

（ａ）せん定直後

（ｃ）約５ヶ月後

（ｂ）約２ヶ月後

（ｄ）約15 ヶ月後
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に、歩道を一直線にする思想であれば、このア

カギは切り倒されたであろう。しかしながら、

アカギを保護することを優先し、歩道を山側に

切り回すことによって、果たして歩行者は不便

を感じるだろうか？道路を整備する遥か前から

存在する自然の樹木や巨石等が、支障になるか

らと、簡単に「撤去」されてしまう事例はよく

ある。道路設計は現場の状況をよく確認し、従

前の景色の一部を保全ができないか考え、図面

を作成するべきであろう。

写真－ 16　首里坂下通りのアカギ

写真－ 17　歩道を迂回させる金城町のアカギ

　首里金城町の大アカギは樹齢推定200 ～ 300

年で、写真－18に示すように巨木で、青々と

茂っている。その見事さから1972年の本土復

帰とともに国の天然記念物に指定された。と

ころが、昨年の台風17号により６本の内１本

が倒木した。後の５本もシロアリの被害が大き

く、保全対応が必要とのことである２)。見た目

には弱っていないものの、首里金城町の石畳と

同様、大切な観光資源であると同時に「御神

木」として市民に親しまれている。永年に残し

ていきたい大切な空間であり、地域に定着した

風景である。当研究会としても、今後の関係者

の対応や取り組みを見守りたい。

写真－ 18　首里金城町の大アカギ

写真－ 19　色鮮やかな高層住宅前のクロキ

写真－ 20　美浜地区の住宅街のクロキ

　写真－19は、北谷町の海岸付近の集合住宅

に隣接する歩車道部に配植されたクロキであ
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る。時期によっては、潮風が吹き込むような厳

しい環境にもかかわらず、年月を経てよく成長

し、街路樹そのものとしては評価できる。た

だ、北谷町にみられるアメリカンイメージの強

い街に、クロキの重い色、こもった樹形は馴染

まないと思われる。ところが、同じ北谷町で

も、写真－20の美浜ハイツでは各家のシンボ

ルツリーやポケットパークにクロキをテーマ樹

として活用している。クロキは生長が遅いこと

もあり、庭木として管理しやすく、他の明るい

緑とコントラストができて良いといえよう。同

じ庭木でも、名護市には、戦禍を免れたクロキ

が存在する。写真－21のこのクロキは1920年

代に建設された津嘉山酒造所の敷地にあり、

2009年に、酒造所である建物が国の重要文化

財に指定された。一見、クロキとは思えないほ

ど立派であり、酒造所の赤い瓦とクロキの深い

黒のそれこそ「赤と黒」のコントラストが印象

的だ。幼木のクロキが庭木や道路植栽として、

数多く植えられ、その生長はなかなか気づきに

くいが、長く大切に育てていくとこのように存

在感のある木になるものだ。

写真－ 21　津嘉山酒造所のクロキ

⑷　 第４回テーマ『モノレールのいい雰囲気を

語る（平成25年５月16日）』

　沖縄都市モノレール「ゆいレール」は、開業

10年を迎え、那覇市の移動手段として定着し

つつある。沿線は、国道や県道等の幹線道路に

平行したり、河川沿いに建設されたりしている

ため、種々の植栽が確認されている。これま

で、持ち寄った写真のなかには、モノレールの

道路植栽が写っているものもあったが、不具合

を考えさせられる写真が多かった。そこで、第

４回は前向きな議論を行った。

　メンバーが持ち寄った写真を並べると、概

ね、モノレール乗客の視点、歩行者及びドライ

バーの視点、庭先の延長としての視点に分類で

きることが分かった。モノレールを単に移動手

段としてではなく都市空間やまちの一部として

捉えると、沿線の「みどり」の空間には発見

と、今後の道路植栽設計の可能性が見えてきて

おもしろい。

写真－ 22　石積み護岸と桁下植栽

写真－ 23　桁下植栽と奥行の工夫

　写真－22及び写真－23にあるように、水辺

軸（久茂地川石積み護岸）と一体化して連続す

る桁下周辺部には、都市の生活感漂う、親水性

の「みどり」空間が形成されている。道路と久

茂地川の僅かな歩道空間が緑化されており、歩

道導線の蛇行より奥行きを感じさせる効果があ

る。また、夜間も歩行できるように照明が設置

されているが、対岸からは揺らめく水面に、間

接的に照らし出された植栽も見られよう。写真

－24の国道58号旭橋駅付近の歩道であり、歩
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道幅員に余裕があり、整然と緑化されたプロム

ナードは快適で歩きやすい。

写真－ 24　旭橋駅付近の歩道

写真－ 25　県庁前駅の御成橋の視点

写真－ 26　地域住民による緑化

　写真－25は、県庁前駅の御成橋の歩道上か

ら旭橋駅方面を臨んだものである。この県庁前

駅と旭橋駅間は曲線区間が多く、県庁前駅のア

ナウンスが響くと、ＯＴＶビルの方からクネク

ネと蛇のような動きが見られる。この付近の久

茂地川が穏やかであれば、水面にもその動きが

反映されさらに面白い。

　沿線には、整備された道路植栽に対して、庭

先の延長として、地域住民による緑化がなされ

ていることも確認された。写真－26は、住民

により管理の手が入り、その場の環境条件によ

り変化していく「みどり」である。今後、こ

の「みどり」がどのように変化あるいは定着し

ていくのか、美観効果よりも親近感あふれるこ

の道路植栽がどのように「設計」されていくの

か、その行く末を楽しみにしたい。

　写真－27及び写真－28は市立病院駅から古

島駅向けの支柱の列である。この区間は、高い

支柱が多く、他の区間とは異なる様相を呈して

いる。ところで、この写真で支柱間に配植さ

れているフクギの必要性について意見が割れ

た。必要でないと判断したメンバーは、フクギ

を植えなくても、左側の歩道に緑の濃いアカギ

もあり、神殿に整然と並ぶ石柱にみられるよう

に、コンクリートの持つ造形美を主張してもい

いのではないかとのコメントがあった。これに

対し、コンクリート支柱を際立たせる存在とし

て、フクギがなければ視点によっては、壁状と

なり、威圧感が生じることが指摘された。

写真－ 27　市立病院前駅（乗客の視点）

写真－ 28　市立病院前駅（歩行者の視点）
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　写真－29は、美栄橋駅前広場のゴールデン

シャワーである。個体差の大きい樹種だが、見

栄橋駅前の本個体は花つきもよく、非常に豪華

である。ただ花期が短いのが難点であり、他の

道路植栽がゴールデンシャワーの時期の前後を

補間できるような計画を考えることも必要であ

ろう。写真－30は、2004年頃の美栄橋駅から

牧志駅間に見られたマニラヤシとコバノランタ

ナである。現在も永らえているものの、剪定が

少ないため下枯れしがちで、ごみ放置や雑草繁

殖も目立ち、適度な頻度の維持管理が課題であ

ると考えられる。

写真－ 29　見栄橋駅のゴールデンシャワー

写真－ 30　マニラヤシとコバノランタナ

　写真－31は、那覇空港駅からターミナルビ

ルへのアクセス通路から撮影した観葉植物であ

る。射光の乏しい環境であるものの、耐陰性が

あり、常時緑で亜熱帯感のある樹種が選ばれて

いる。樹種は、タコノキ、クジャクヤシ、シン

ノウヤシ、ポトス、アグラオネマ等、沖縄を十

分楽しんだ観光客が沖縄で最後に目にする地植

えされた亜熱帯性植物である。植栽に割り与え

られたスペースは小さいものの、淡いターミナ

ルビルに対して、よく映えておりその存在は大

きい。

写真－ 31　那覇空港駅

写真－ 32　本研究の Facebook

⑸　Facebook による情報発信内容

　本研究では、道路利用者や沿道住民との情報

交換を行うことを目的に、道路植栽に関する情

報を SNS（ソーシャル・ネットワーキング・

サービス）の一つである Facebook の活用を試

みている。残念ながら、平成25年６月現在「い

いね」をしていただいた方は私を含めて16名

と少ない（TT）。昨年度の技術士会誌に紹介し

たにも関わらず、読者諸兄の「いいね」は僅か

であるものの、一般の方が偶然にも「いいね」
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をしていただいていることは嬉しい限りであ

る。以降、平成24年９月から平成25年３月に

かけてアップした写真と掲載コメントを列挙す

る。

2012 年 9 月 27 日

トックリキワタと点字ブロック。

2012 年 9 月 30 日

台風 17 号の爪痕。街路樹の転倒がよく見られま

した。

2012 年 10 月 2 日

ここまでして、守る意味のある木。

2012 年 10 月 3 日

緑のトンネル。涼味ある道路空間。ただし、交通

安全上の見通しに配慮して、植栽設計することが

必要。

2012 年 10 月 3 日

よく見かける光景。ボランティアで自宅前の道路

植栽を手入れしている。このとき不運にも事故に

遭った場合、道路管理者が手入れの許可をしてい

ないと自己責任になってしまう。
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2012 年 10 月 4 日

民家の庭先から広がる芝生。 天然の芝も、砂利

などの養分の乏しいところで育つ。 道路の雑草

が生えるところは、養分のある客土から。 道路

雑草問題に対するの有効な対策となるか考えてみ

たい。

2012 年 10 月 13 日

モノレールの支柱の地面付近が植生でおおわれて

いる。大きな地震がくると、地面付近の根元がダ

メージを受けるが、変状の確認は明らかに不可能。

日常の景観を優先させた結果である。…が、これ

が、そもそも、景観性の向上に寄与しているか？

である。

2012 年 10 月 14 日

理由はわからないけど、9 月 27 日にアップした

トックリキワタ並木が部分的に切られていた。何

か工夫できないか考えていたのに残念です。

2012 年 10 月 20 日

強剪定されたアカギを発見。伸び具合を今後定点

観測しよう。
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2012 年 10 月 21 日

モモタマナが歩道を少しずつ壊している。

2012 年 10 月 22 日

モモタマナ。歩道の舗装を持ち上げ、縁石を動か

している。

2012 年 10 月 23 日

ネットと柵は左側の斜面から、落ちてくる石を右

側の道路に行かないようにするもの。しかし、枯

れて覆い被さっているブーゲンビリアが、その効

力を阻害している。

2012 年 10 月 27 日

架空線に干渉する樹木。民地の木は、地主が剪定

しなければならないが、実際は、電力会社や通信

事業者が架空線を守るために枝落ちする。

2012 年 11 月 3 日

いい事例だと思います。
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2012 年 11 月 3 日

研究会の様子です。

2012 年 11 月 11 日

ホルトノキの並木。樹形はいいけど、架空線との

干渉が懸念される。

2012 年 11 月 18 日

備瀬のフクギ並木。海岸から珊瑚の砕けた白砂を

運んで、道に撒いている。木漏れ陽もいい感じ。

2012 年 12 月 8 日

植栽スペース目一杯のアカギ。アカギの根元が柵

を取り込んでいる。
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2012 年 12 月 9 日

アカギの中に電線。台風のとき、どうなるか？

2012 年 12 月 15 日

拝所にハスノハギリの林。歩車道の木陰は空気が

澄んでいる。

2013 年 1 月 1 日

今年最初の写真です。首里は崎山樋川そばに整備

されたスペースにて。ここにトックリキワタがふ

さわしいのか考えさせられた。まわりには、ガジュ

マルやアカギの大木が泰然とある地域です
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2013 年 1 月 2 日

商店前のガジュマル。店の日よけの機能だけでな

く道路にも影を落とす。シンボリックツリーでも

ある。

2013 年 1 月 15 日

2013 年最初の建設情報誌『しまたてぃ』にこの

研究会の取り組みを紹介しました。沖縄県の公共

施設や銀行にもあるようなので、ご覧いただける

と嬉しいです。

2013 年 1 月 15 日

公園のアカギ。維持管理の行き届いた公園でも、

道路のそばに木があると、舗装止めに変形を生じ

させたり、舗装に不陸を起こしたりする。

2013 年 2 月 9 日

間知ブロック隙間のガジュマル。ここまで大きく

なると、ブロックも悪影響を受ける。厄介なこと

に完全な除去が困難。小さいうちに気付いて除去

すべき。
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2013 年 2 月 17 日

下は昨年 10 月 20 日。上はさっき撮影したもの。

さすがのアカギも、冬期は成長が鈍ることがわ

かった。

2013 年 2 月 18 日

植栽ますに植えられたセンダン。左側の斜面から

の緑陰で痩せほそっている。

2013 年 3 月 3 日

津嘉山酒造所。戦禍を免れたこの敷地には、大木

となったリュウキュウコクタン（クロギ）が見ら

れる。

2013 年 3 月 8 日

久志支所のロータリーのマツ根周りに彩りみせる

『ヒメキランソウ』。防草対策にも効果があるが、

この時期限定の花。
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2013 年 3 月 9 日

名護市底仁屋の御神松（ウカミマーチ）。名護市

指定文化財。存在感があり、地域のシンボリック

ツリーですね。

３．今後の研究会の方向性
　研究の到着地点である「道路植栽設計の在り

方」をとりまとめるためには、どうしても現在

存在する好事例や不具合事例の収集・整理が必

要である。さらに今後は、これらの事例が、ど

のような経緯や思想のもとで計画・設計・施工

されたかを情報収集することが望ましいと考え

ている。本研究内容を建設情報誌３) に投稿した

ところ、関係者からの問い合わせや意見もあっ

た。そこで、今後は関係者を勉強会にゲストと

してお招きし、意見やコメントを求めるなどし

て、事例の理解を深めたいとも考えている。

　研究会は二部構成である。第一部では、メン

バーが写真や資料を持ち寄り１時間以内の完結

を目標に議論を行うこととしている。しかしな

がら、当然、完結する議論ではなく、毎回煮え

切らないので、会議場所付近の居酒屋に場を移

し、やや長めの第二部（懇親会）に突入する。

第一部の続きとして、道路植栽に関する話はも

ちろん、メンバーの多くは「ゆんたく好き」で

あり、ここで様々な課題やアイデアが浮かぶこ

とはご理解いただけるだろう。

４．おわりに
　本レポート執筆中に、本研究会のメンバーで

ある仲間文昭さんが平成25年６月４日、52歳

で急逝された。職場が同じ私にとって、良き先

輩であり、相談相手でもあった。まだまだ、習

うべきことが多かった。いろいろ、お教えいた

だきたかった。そして何より、もっと、一緒に

議論して技術力に磨きをかけたかった。

　仲間さんは研究会でも新たな視点から次々に

問題を提起し、我々が示した写真やコメントに

対し、持論から闊達な議論に展開された。ま

た、研究代表である私に、この研究を継続して

いくことの重要性や研究成果をプレゼンテー

ションすべきだと語った。特に、道路植栽の指

標化・定量化に関しては、バイパス整備を事例

に挙げ、バイパス整備後の旧道のありようを検

討するために必要だから、これからもっと勉強

していこうな、テーマにしていこうなと語って

いた。

　本研究会だけでなく、業績等は数えあげれば

きりがない。沖縄県コンサルタンツ協会の技術

研究発表会での発表をはじめ、沖縄総合事務局

職員の技術士取得に関しても熱心に取り組ん

だ。６月５日に行われた「沖縄県技術士会創立

40周年記念シンポジウム」を行うにあたり、

その開催価値をより高めるため、沖縄総合事務

局が後援になることを提案し実現した。だが、

奇しくも記念シンポジウムの前日に他界され

た。誠に痛恨の極みである。

　「レポート、とりまとめました。なんか意見

ないですか？」と仲間さんにメールすると、す

ぐに電話がかかってきそうな、そんな気がす

る。今もまだ信じられない。

　仲間さんの生前の面影を偲び、ここに割愛

し、関連内容を記すことによって哀悼の意を表

したい。そして、最後に感謝したい。仲間さん

今までありがとう。安らかに。

研究代表者　川間（文責）
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