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　　解説
　街路樹は、台風等の強風により倒伏・落枝することがあり、その際には道路利用者や周辺の建築物
等に障害を及ぼす可能性が高い。そのため、道路管理者は倒伏・落枝による障害の発生に関して重要
となる安全管理の責務があることを十分に認識しておく必要がある（写真 -1.1、1.2）。
　倒伏（根返り、傾斜、幹折れ）や落枝を発生する樹木の多くは、被害を発生する前に衰弱や腐朽、
損傷等により樹体構造が脆弱となっている樹木であることが多い。したがって、このような障害を事
前に把握し、適切な改善的措置を行うことが出来れば、倒伏・落枝の発生可能性を抑制することがで
きると同時に、樹木の健全な生育を確保することにもつながる。
　道路緑化技術基準（平成 27年 3月 31 日、国土交通省都市局長・道路局長通達）においては、道
路管理者は「樹木等の管理に当たっては、道路巡回や道路利用者からの道路の異状等に関する情報の
活用により、道路交通への支障や道路使用者等の危険の未然防止に努めなければならない」と規定さ
れており、道路巡回等による点検や樹木の健全度調査等による診断等の実施、道路利用者からの異状
等に関する情報活用などにより、倒伏や落枝等によって発生しうる障害事故の可能性を事前に評価し、
それに基づいた適切な改善的措置を検討し、迅速に実施することが求められる。
　本資料は、街路樹の倒伏・落枝に対する危険性を判断するために必要な点検・診断等について、国
総研資料No.669「街路樹の倒伏対策の手引き」（平成 24年 1月）で紹介した基本的事項を基に、道
路緑化技術基準を踏まえ、維持管理の各段階において求められる点検・診断手法や役割分担、評価基
準を加え、再構成したものである。
　しかし、ここに示した根拠は現時点までの調査研究による知見や現場における経験等に基づくもの
であり、今後、各現場で実施される倒伏検証調査等で、より多くの事例を収集して、より明確な指標
や正確な評価基準、最適な改善的措置となるように改訂していくことが求められる。
　街路樹管理者が点検・診断を実施するにあたっては、本資料で紹介する点検・診断手法を参考とし
て、管理対象となる街路樹に求められる機能（質）を再確認した上で、樹種・数量・樹齢に加え、管
理予算・人員等の体制を踏まえながら、独自の街路樹の点検・診断計画を構築することで、的確かつ
現実的な遂行が可能となると考えられる。

写真 -1.1　街路樹の倒伏事例（仙台市提供） 写真 -1.2　街路樹の落枝事例（吹田市提供）

　街路樹の点検及び診断は、道路利用者からの異状に関する提供情報等を活用しながら、道路
巡回や樹木の健全度調査等により倒伏や落枝等の発生の兆候がある街路樹を抽出することを目
的としている。さらに、抽出された異状がある街路樹に求められる改善的措置に対応させるこ
とで、街路樹の倒伏や落枝等に起因する道路利用者や周辺の建築物に及ぼす被害を未然に防止
する。
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＜街路樹事故の判決事例＞

　近年の判決事例においては、外観からの腐朽状況が直接に把握できない場合でも、ベッコウタ
ケ等の子実体（一般にキノコとも呼ばれる）の確認により倒伏危険性が判断できるとされている。
また、街路樹診断の結果から、同路線で同様の症状（子実体）に対して伐採等の対応策が行われ
ていれば、危険回避の可能性があったとされる。このことから、街路樹の危険度調査における明
確な弱点（子実体等）の見落としは、管理瑕疵に繋がることを認識しておく必要がある。

＜街路樹事故の示談事例＞　　

引用文献
　①道路管理瑕疵判例ハンドブック（第二次改訂版）、編集：道路管理瑕疵研究会、発行：（株）ぎょうせい、2008.5
　②平成 8年度道路管理瑕疵実態調査結果について、道路局道路交通管理課訟務係、道路行政セミナー№ 98、道路広報セン
　　ター、1998.5
　③普通貨物トラクタの無線機アンテナが街路樹の枝に衝突し破損した事故について、道路管理瑕疵が争われた事例、国土交通
　　省道路局道路交通管理課、道路行政セミナー№ 014、（財）道路新産業開発機構、2009.11
　④走行中の乗用車が突然落下してきた沿道樹木の一部と衝突し損傷した事故について、道路管理瑕疵が争われた事例、国土交
　　通省道路局道路交通管理課、道路行政セミナー№ 023、（財）道路新産業開発機構、2010.8
　⑤台風により街路樹が倒れ、走行中の普通乗用車に直撃した事故について、道路の管理瑕疵が争われた事例、国土交通省道
　　路局道路交通管理課、道路行政セミナー№ 032、（財）道路新産業開発機構、2011.5
　⑥中型貨物自動車が走行中、車両の高さの一般制限を上回る位置で車道に張り出した街路樹の枝に衝突し、車両が損傷すると
　　ともに、街路樹が転倒して近くの店舗などに損傷を生じさせた事故について、道路の設置・管理瑕疵が争われた事例、国土
　　交通省道路局道路交通管理課、道路行政セミナー№ 096、（財）道路新産業開発機構、2016.9



　道路緑化事業における街路樹の点検及び診断は、維持管理段階において街路樹の倒伏や落枝
を未然に防止するために、それらを発生する可能性が高い街路樹を抽出した上で、改善的措置
を立案するものである。　

　　解説
　街路樹の維持管理は長期にわたるとともに、その成長に伴い支障や障害に繋がる要因も変化する。
そのため、街路樹の生育状況や倒伏・落枝につながる樹体の構造上の弱点等を把握するための点検・
診断については継続して実施することが必要である。
　道路緑化事業における街路樹の倒伏・落枝対策としては、設計、施工、維持管理の各段階における
倒伏・落枝に対する配慮事項を踏まえた上で適切な作業を進めるとともに、維持管理段階での点検・
診断とそれに応じて必要となる改善的措置の実施が重要な位置づけとなる（図 -1.1）。
　また、各段階においては、道路利用者や周辺住民等との合意形成や、提供される街路樹の異状等の
情報活用が必要となることを認識しておくことが大切である。
　「点検」は、道路全体の管理を目的として実施している道路巡回において目視からの樹体の異状を
確認することや、道路利用者や周辺住民からの街路樹に関する異状等に関する情報等を基にして現場
確認するものであり、これにより道路交通への支障や道路利用者等への危険を及ぼす異状またはその
兆候が認められた街路樹を把握し抽出するものである。
　「診断」は、街路樹を主対象として簡易診断、健全度調査、植栽環境調査により、生育条件や樹体
の構造上の弱点等を考慮した上で、倒伏・落枝が発生する危険性を評価するものである。さらに、危
険性が高いと評価された樹体の部位や状態と周辺環境に適した改善的措置の提案も行う。
　「改善的措置」は、点検・診断の結果に基づき立案された、街路樹に起因する危険を解消または低
減するための剪定、樹体保護、樹勢回復、伐採更新等を、その緊急性に応じて迅速に実施するもので
ある。
　「合意形成」は、設計時の植栽樹種や配置、維持管理時の剪定や点検・診断結果に応じた改善的措置（特
に伐採、更新）におけるお知らせや説明等を、道路利用者や周辺住民等に対して行うものである。
　「情報提供」は、日常的に街路樹に接する機会の多い道路利用者や地域住民、維持管理作業者等が
日常的な活用や業務遂行の中で確認された街路樹の障害による交通支障や樹体の構造上の弱点等につ
いて、道路管理者に通報や報告等を行うものである。
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図 -1.1　街路樹の倒伏・落枝対策における点検及び診断の位置づけ
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　点検及び診断は、道路空間に植栽されている街路樹に適用するものとし、点検については全
植栽木、診断については樹高５m以上の高木を対象の目安とする。　

　　解説
　本手引きで対象とする樹木は、道路空間に植栽されている
樹木のうち、倒伏や落枝等によって障害を起こす可能性が高
いと考えられる、樹高５m以上の高木を目安とする（図 -1.2：
樹高 5mを越えると、交通障害の発生につながる可能性の高
い根返りと幹折れ被害の合計が半数以上となった）。幹周につ
いては、細くても樹高が高いと危険となるものが存在するこ
とから明確な数値は示さないが、街路樹の生育状況に応じて
点検・診断実施の適用を判断するものとする。
　調査を新たに始めるにあたっては、大木となり老朽化がみ
られる樹木から優先的に実施していく必要がある。
　また、倒伏よりも落枝の方が頻発する。落枝は発生しても
直ちに交通障害に及ばない例も多いので目立たないが、規模
は小さくても人身傷害や器物損壊のような被害を発生させる
ので、落枝の兆候を発見することも重要である（詳細は手引
き第 3編参照）。
　なお、写真 -1.3 に示した樹種は木材腐朽菌に侵されやすく、
倒伏等が発生しやすいと考えられるため、特に注意が必要である。

エンジュ ケヤキ サクラ類 シダレヤナギ

ニセアカシア プラタナス類 ポプラ類 ユリノキ

写真 -1.3　木材腐朽菌に侵されやすい樹種

図 -1.2　街路樹の倒伏被害実態（H16）

＜樹高別の被害本数（割合）＞

＜樹高別の被害形態割合＞

参考文献：「街路樹の倒伏対策の手引き」、
　　　　　国総研資料第669号、2012.1
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＜平成29年 4月～ 30年 10月における街路樹倒伏・落枝の実態＞詳細は第3編

　街路樹の倒伏・落枝等の実態を、平成 29年度と 30年度の上半期を対象に実施された調査結
果をもとに概観する。調査期間では、特に平成 30年 9月 4日に徳島県南部と神戸市に上陸した
台風 21号が、最大瞬間風速について全国 927 の風の観測点のうち 100 の観測点で観測史上最
大値となった暴風をもたらした。
　この気象災害を含め、調査期間における街路樹の倒伏・落枝等の被害は、国、都道府県、市区
町村が管理する道路において報告があった本数だけでも 9,367 本となった。特に、台風 21号が
直撃した近畿地方や台風の東側に位置した中部地方、北海道地方には多数の被害がもたらされた。

＜樹種別被害割合・上位 10種（道路区域内）＞

＜地域別の被害状況（道路区域内外）＞

＜被害形態別の被害状況（道路区域内）＞

＜道路区域内外での発生数＞ ＜自然現象別の発生数（道路区域内）＞

＜地域別の被害本数・上位 3種（道路区域内）＞

※近畿の不明が多いのは、被害多
数のために代表的な事例のみ
の情報提供になっているため。

※ 1 本で複数の被害形態の報告が
あるため道路区内総本数よりも
大きい母数となっている。

9,367
71%

820
6%

3,097
23%

13,284

※カッコ内は地域別の
　　街路樹植栽本数の順位

＜道路区域内外での発生数＞ ＜自然現象別の発生数（道路区域内）＞
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＜街路樹の現況＞

　日本の街路樹本数（国土交通省、都道府県、市町村、地方道路公社が管理する道路）は、平成
29年 3月 31日現在で約 670 万本となっている。
　都道府県別の本数では、土地面積が広い北海道で 107 万本と最も多く、次いで東京都の 52
万本、兵庫県の 46万本、愛知県の 38万本、大阪府の 33万本と大都市圏域が続いている。　
　道路延長あたりの本数にすると全国平均では 6本 /㎞であるが、都道府県別でみると沖縄県の
32本 /㎞が最多で、次いで東京都の 22本 /㎞、大阪府の 17本 /㎞、兵庫県、神奈川県の 13本
/㎞の順となっている。この要因としては、沖縄県では観光振興のための景観向上や沿岸道路の
防風対策等を目的とした植栽により本数が多いと考えられ、沖縄県以外の大都市圏域では緑陰形
成や景観向上を目的とした植栽が多く行われていると考えられる。
　樹種別では、イチョウが最も多く、次いでサクラ類、ケヤキ、ハナミズキ、トウカエデの順と
なり、クロガネモチまでの上位 10種で全体の 47%と約半数を占め、これらの樹種が日本の主
要樹種であるといえる。特に、イチョウ、サクラ類、ケヤキは 1987 年の調査開始時から現在ま
での約 30年間において 1～ 3位を維持する人気樹種である。

＜樹種別上位 10種＞

＜都道府県別の街路樹本数＞

＜地域毎の樹種別上位 3種＞

引用文献：「わが国の街路樹Ⅷ」、国総研資料1050号、2018.11
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　街路樹の点検及び診断は、点検、簡易診断、樹木健全度調査、植栽環境調査、改善的措置の
立案から構成される。　

簡易診断
（第 3章：p1-29）

簡易的な診断により
樹木形状・活力の異
常、樹体の弱点の有
無を把握

点検
（第 2章：p1-19）情報提供の活用

（第 2章：p1-26）

樹木健全度調査
（第 4章：p1-35）

植栽環境調査
（第 5章：p1-63）

　　解説
　街路樹の点検及び診断の手順は、段階的に３つのステップに分けられ、第１ステップは日常的に実
施する道路巡回時における点検や道路利用者及び維持管理作業者等から提供される樹木異状に関する
情報の把握、第２ステップは専門的な調査による樹木の倒伏・落枝に対する危険度の評価、第 3ステッ
プは街路樹の危険度に応じて必要となる改善的措置の立案である（図 -1.3）。
　さらに、台風等により発生した倒伏や落枝については、発生後に可能な範囲でその発生要因の検証
調査を速やかに行い、今後の危険度診断技術の向上に役立つ資料として蓄積することが望ましい。

図 -1.3　街路樹の点検・診断のフロー

危険度調査
外観から樹体の構造的な弱点を
調査し、さらに詳細な診断が必
要な場合には、腐朽測定、根系
伸長調査を行い、倒伏等の危険
性を評価

生育状況調査
樹木形状調査と活力調査により、
樹木の生育状況を評価

改 善 的 措 置
（緊急）

点検により樹
木形状や活力
に異常や交通
障害が確認さ
れた場合、改
善的措置を実
施

簡易診断、樹
木健全度調査
等により、緊
急的な措置が
必要な樹体の
弱点が確認さ
れた場合、早
急に対策を検
討して実施

日常管理

剪定等の定期
的な管理作業
の実施

倒伏検証調査（本編第 6章）
台風等の強風により倒伏・落枝等が発生した場合、その倒伏等の要因を解明するとともに診断結果との照合
を行い検証することで今後の診断技術の向上を図る

生育条件調査
植栽場所の地形や気象条件、
支柱等の保護材の状況を調査
して評価

障害対象調査
植栽場所の土地利用や植栽地
形状を区分するとともに、倒
伏や落枝等により障害を受け
る対象とその大きさを予測

改善的措置の立案（第 6章：p1-69）

各調査の評価結果に基づき、危険度に応じた最適な措置を検討して立案（その後、迅速に実施）

交通障害
異状・弱点

【無】

交通障害
異状・弱点

【有】

●街路樹による交通障害
●樹木形状・活力の異常
●緊急的な措置が必要となる樹体の弱点

●緊急的な措置が必要となる樹体の弱点

＜第１ステップ＞

通常巡回
巡回車内か
らの遠望目
視で確認で
きる樹体異
状等を把握

道路利用者等
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　街路樹の点検及び診断における体制は、道路管理者、維持管理業者、専門家、道路利用者等
が相互に理解と協力のもとで連携することが望ましい。

　　解説
　街路樹管理においては、樹木が季節や成長に応じて日々変化する生き物であるということを認識し
て日常的に管理することが望ましい。そのため、道路管理者はもとより剪定や除草等の作業を実施す
る維持管理作業者、多様な植物の生育特性を十分に理解している専門家（学識者や現場経験者）、日
常生活で道路を利用する道路利用者や周辺住民等が、それぞれの役割分担の下で連携し、それぞれが
実行できる適切な管理を行っていくことが理想的な体制として考えられる（図 -1.4）。

図 -1.4　道路緑化の管理と取り巻く人々に期待される役割

（１）道路管理者
　街路樹管理を総括する役割を担う道路管理者は、維持管理業者、樹木の専門家への適切な役割分担
を行うことで倒伏・対策に必要不可欠なデータを収集するとともに、道路利用者等から提供された情
報も活用して、街路樹の危険性を的確に評価し、最適な対策を立案して実行することが求められる。
（２）維持管理業者
　街路樹の維持管理業者は、樹体に直接触れる機会が最も多く、特に剪定作業者は樹上の高所からの
樹体の構造上の弱点を確認（木登りにおいては自身の安全確認のため必須）している唯一の技能者で
あるため、有用な情報を把握した際には確実に道路管理者に報告することが求められる。
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（３）樹木の専門家
　街路樹の簡易診断、健全度調査等を実施する専門家は、街路樹の倒伏や落枝が人身事故に繋がる危
険性を有することに対して危機意識を持つとともに、以下の内容を熟知し理解していなければならな
い。また、外観から樹木の構造的な弱点を判断するためには、現場での十分な経験が必須となる。加
えて、危険度評価までの診断精度を一貫したものとするためには、街路樹の倒伏対策に関する研修等
を開催し、樹木の専門家を含めた調査技術者に受講を義務づけることが望ましい。
　①危険度評価の目的
　②樹木の生理生態
　③樹木の構造と機能
　④樹木における病虫害
　⑤樹木の腐朽プロセス
　⑥樹木と土壌の関係
　⑦樹木と野生動物の関係
　⑧危険が高まる状況及び損害を受ける周辺環境条件
　⑨過去の樹木倒伏や枝折れに関する樹木の外観、内部状況の経験的知識
　⑩道路交通特性（道路構造、利用者特性等）
　⑪植栽場所における卓越風、台風等の気象状況及び土地利用等の経歴
　⑫危険を緩和する対策及び措置に関する知識
　さらに、実施にあたっての基本的な考え方と遵守するべき姿勢として、以下のことを常に意識して
おく必要がある。
１）道路利用者や周辺住民等への安全確保
　街路樹の診断は、道路利用者や周辺住民等が安全で快適に道路を利用できることを目的として行う
ことが大前提であることを常に意識して実施する。診断を実施したにもかかわらず不健全な街路樹が
存置されることは、倒伏等による重大な事故等に結びつく危険性を解消できないこととなるため、確
実な診断が求められる。
２）診断結果の信頼性の保持
　専門家は、保有している診断に関する知識と経験等を常に発揮するとともに、診断により蓄積され
る新たな知見等により、信頼性のある診断結果を提出する。外観診断においては、健全に見える街路
樹が一見しただけではわからない危険性を有している場合もあるため、過信により健全木と判定する
ことがないよう、1本 1本を丁寧に診断することに心がける。
３）点検及び診断における限界の認識と記録及び報告
　街路樹に近接して構造物や低木植栽等がある植栽環境であったり、樹高が高いことや樹冠の枝葉密
度が高いことなどの樹体の状態であることにより、目視では示された項目を診断できない部位がある
場合には、限界を認識し、その旨を記録して明示するとともに管理者に確実に報告する。
４）緊急を有する街路樹の対応
　倒伏や落枝の危険性が高く、緊急の措置が必要とされる街路樹が発見された場合には、速やかに管
理者に報告する。
（４）道路利用者、周辺住民等
　道路利用者や周辺住民等は、街路樹の状態を直接意識していることはないものの、日常での道路通
行や生活において間接的にその危うさを判断していることが多く、その危険性を感じとった際には情
報（措置を求めることが多い）を提供するため、道路管理者には有効活用が求められる。



引用文献：「平成 26年度 街路樹診断マニュアル」、東京都建設局公園緑地部、2014
　　　　　「街路樹点検マニュアル（案）～生命・財産への影響を回避するために～」、国土交通省東京
　　　　　国道事務所、2015　　　　
　　　　　「樹木健全度調査要領（案）、平成 27年度制定」、尾道市、2015

　
＜東京都の例＞　平成２６年度街路樹診断マニュアル（東京都建設局公園緑地部）から抜粋
　Ⅰ　街路樹診断の概要
　　３．街路樹診断者の資格
　　　　街路樹診断は樹木医＊（一般財団法人 日本緑化センター認定）が実施する。
　　　　さらに、東京都による街路樹診断に関する講習を受講した樹木医、あるいは東京都が認
　　　める街路樹診断に関する講習又は研修を受講した樹木医に限る。未受講の場合には、診断
　　　作業前に必ず講習又は研修を受講する。（講習又は研修の受講者名簿により確認する。）
　　　　直営で初期診断を行う必要が生じた場合には街路樹診断を熟知した職員が行う。

＜国土交通省東京国道事務所の例＞
　　街路樹点検マニュアル（案）～生命・財産への影響を回避するために～（東京国道事務所）
　から抜粋
　■点検実施者
　　　本マニュアルに添った点検は、打診音異常、子実体の同定、病虫害など判定に専門知識が
　　必要な項目を調査項目としていることから、樹木医の資格を持ったものが実施するものとす
　　る。　　　　　　　　　　　

＜尾道市の例＞　樹木健全度調査要領（案）（平成２７年度制定、尾道市）から抜粋
　調査方法
　　　まず、職員が樹木の異常を確認し、異常のある樹木について「倒木危険調査シート」を作
　　成し、専門家（樹木医など）が調査（机上調査）し健全度についての評価をする。
　　　※倒木可能性があると評価され、要精密診断となった場合には、専門家（樹木医など）に
　　　　よる精密診断をすることとなっている。職員は研修を事前に受講する。

＜街路樹診断者の要件＞

※樹木医（一般財団法人　日本緑化センター認定）とは（日本緑化センターHPより抜粋）
　樹木の調査・研究、診断・治療、公園緑地の計画・設計・設計監理などを通して、樹木の保護・育成・
管理や、落枝や倒木等による人的・物損被害の抑制、後継樹の育成、樹木に関する知識の普及・指導
などを行う専門家のことです。
　樹木医となるには、当センターが実施する樹木医資格審査に合格し、樹木医として登録されること
が必要です。　

点検・診断の基礎的事項

引用文献：「平成 26年度 街路樹診断マニュアル」、東京都建設局公園緑地部、2014.7
　　　　　「街路樹点検マニュアル（案）～生命・財産への影響を回避するために～」、国土交通省東京
　　　　　国道事務所、2015.3　　　　
　　　　　「樹木健全度調査要領（案）、平成 27年度制定」、尾道市、2015

　
＜東京都の例＞　平成２６年度街路樹診断マニュアル（東京都建設局公園緑地部）から抜粋
　Ⅰ　街路樹診断の概要
　　３．街路樹診断者の資格
　　　　街路樹診断は樹木医＊（一般財団法人 日本緑化センター認定）が実施する。
　　　　さらに、東京都による街路樹診断に関する講習を受講した樹木医、あるいは東京都が認
　　　める街路樹診断に関する講習又は研修を受講した樹木医に限る。未受講の場合には、診断
　　　作業前に必ず講習又は研修を受講する。（講習又は研修の受講者名簿により確認する。）
　　　　直営で初期診断を行う必要が生じた場合には街路樹診断を熟知した職員が行う。

＜国土交通省東京国道事務所の例＞
　　街路樹点検マニュアル（案）～生命・財産への影響を回避するために～（東京国道事務所）
　から抜粋
　■点検実施者
　　　本マニュアルに添った点検は、打診音異常、子実体の同定、病虫害など判定に専門知識が
　　必要な項目を調査項目としていることから、樹木医の資格を持ったものが実施するものとす
　　る。　　　　　　　　　　　

＜尾道市の例＞　樹木健全度調査要領（案）（平成２７年度制定、尾道市）から抜粋
　調査方法
　　　まず、職員が樹木の異常を確認し、異常のある樹木について「倒木危険調査シート」を作
　　成し、専門家（樹木医など）が調査（机上調査）し健全度についての評価をする。
　　　※倒木可能性があると評価され、要精密診断となった場合には、専門家（樹木医など）に
　　　　よる精密診断をすることとなっている。職員は研修を事前に受講する。

＜街路樹診断者の要件＞

※樹木医（一般財団法人　日本緑化センター認定）とは（日本緑化センターHPより抜粋）
　樹木の調査・研究、診断・治療、公園緑地の計画・設計・設計監理などを通して、樹木の保護・育成・
管理や、落枝や倒木等による人的・物損被害の抑制、後継樹の育成、樹木に関する知識の普及・指導
などを行う専門家のことです。
　樹木医となるには、当センターが実施する樹木医資格審査に合格し、樹木医として登録されること
が必要です。　



　調査は、調査する内容を確実かつ容易に把握することができる時期に行う。生育状況調査に
おいては着葉時期の春季～秋季に、危険度調査においては樹木の骨格である幹や大枝が見やす
い落葉時期とすることが望ましい。

　　解説
　点検は、道路巡回に応じて実施することが基本となるため、通常巡回では毎日から数日に 1回程度、
定期巡回では 1ヶ月から四半期に 1回程度で行うことが一般的である。異常時巡回は、台風や大雪、
地震等の異常気象時や災害発生時において、随時行うこととなる。
　簡易診断と樹木健全度調査は、生育状況調査と危険度調査に分かれるが、各調査においては把握
する内容が異なるものが多いことから、樹木の状態にあわせた適切な時期に行う必要がある（写真
-1.4）。
　生育状況調査では、活力状況を葉の大きさや色、密度等から確認する必要があり、着葉時期（活動
期）でなければ実施は困難である。また、花木については、着花状況を確認できる樹種毎の開花時期
に行うことが適している。
　危険度調査においては、幹や大枝等の腐朽や傷、亀裂等により構造的な弱点を確認するため、なる
べく幹や大枝を地上から見通せる落葉時期の実施が望ましい（落葉樹の場合）。なお、枯れ枝の発見
については、新葉が展開する時期が生きているか枯れているかの判断をしやすい。また、木材腐朽病
の調査については子実体を確認することが容易な梅雨時期から秋季が適している。
　ただし、台風の襲来前等に緊急的に実施する必要が生じた場合においては、この限りではなく随時
実施しなければならない。その際には、樹木の構造的な弱点を見落とすことがないよう、より注意深
く樹木の状況を確認することが求められる。

写真 -1.4　街路樹の季節ごとの樹体認識状況（ケヤキ）

着葉時期 落葉時期 新葉展開時期



　現地調査や改善的措置などの街路樹の倒伏対策に係わる作業を道路上で行う際に、道路交通
の安全確保を図るとともに、調査者及び作業者の安全に配慮しなければならない。

　　解説
　道路空間に植栽されている街路樹に対して、現地での樹木調査や植栽環境調査等を実施することや、
改善的措置としての伐採や剪定等を行う場合は、作業実施に関連する法令を遵守しなければならない。
また、作業が道路交通の妨げにならないよう十分に配慮するとともに、測定機材や剪定枝葉等が通行
者に接触しないよう十分に注意しなければならない。
　さらに、調査者や作業者においても、道路を走行する自動車等に気を配りながら、事故の無いよう
安全確保に努めなければならない。同時に、不慮の事故が起こる可能性に備えて、労働災害保険等に
加入しておく必要がある。
　主な関連法令としては以下のものがある。
　　・労働基準法
　　・労働安全衛生法
　　・農薬取締法
　　　等

　なお、街路樹の危険度診断においては、全ての危険性を取り除くために樹体の弱点を見落とさない
よう実施するものではあるが、全く見落としのない完璧な結果を求めることは難しい。そのため、診
断の不備が原因となる倒伏等の事故が発生することも予想されることから、このような事態に備える
ために街路樹調査者は損害賠償保険に加入しておくことが望ましい。

　
　街路樹診断事業における街路樹の安全性の維持・管理の不備の問題によって、予期せぬ事故が
発生し、当協会もしくは協会員が巨額の損害賠償金を負担する可能性が全くないとはいえません。
このような事故について十分な備えをしていただくために、街路樹診断協会会員は「街路樹診断
事業者賠償責任保険」に加入しております。  

　街路樹診断事業者賠償責任保険とは、当協会員が街路樹診断を行なった後、当該街路樹の枯死
倒壊などが原因で、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより当協会が法律上の
賠償責任を負担された場合に、その損害を、契約のてん補限度額（お支払いする保険金の最高限
度額）の範囲内で補償する保険です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜街路樹診断事業者保険の例＞（街路樹診断協会 HP より引用：http://gaishin.com）

点検・診断の基礎的事項



　街路樹の点検診断を実施するにあたっては、街路樹の履歴を管理台帳や過去の点検診断結果
などから把握しておくとともに、現場作業で支障となる低木等の植え込みなどの植栽環境を確
認して、必要に応じて支障物を移動あるいは撤去しておくことが望ましい。

　　解説
　街路樹の生育実態を把握するためには、過去からの維持管理状況や植栽環境の変化（舗装工事や地
下埋設管等の周辺工事を含めた）を踏まえた上で、過去に点検診断が実施されている場合にはその結
果から想定される樹体の構造上の弱点などに着目しておくことが効果的である。そのため、街路樹の
管理台帳や点検診断カルテを再確認しておくことが望ましい。
　また、街路樹の植栽状況は、中低木との複合的な配置となっていることや道路附属物等と競合して
いる場合もあるため、点検診断作業前にあらかじめ植栽状況を確認し、必要であれば支障物の移動や
撤去することも検討する。特に、根株腐朽病により倒伏しやすい樹種においては、根元が雑草や落葉
で隠れていると病徴となる子実体（キノコ）の発見が困難となるため、根元がはっきりと確認できる
状態にしておくことが重要である（写真 -1.5、1.6、1.7）。

写真 -1.5　根株腐朽により倒伏したエンジュ 写真 -1.6　雑草で確認しにくいベッコウタケ

落葉や雑草に隠れていた
ベッコウタケ

除草前

除草後：ベッコウタケが露出

写真 -1.7　根元診断において支障となる低木植栽（左）と撤去後の状況（右）



　街路樹の機能を十分に発揮させながら、将来にわたって健全な道路環境を保全していくため
には、成長を続ける個々の街路樹を対象に、管理履歴や調査結果などを記録した街路樹カルテ
を作成することが必要である。また、街路樹台帳にカルテ内容を連動することで、最新のデー
タでの維持管理が可能となるように努める。

　　解説
　街路樹の植栽時からの管理履歴や調査結果は、その後のモニタリング時に樹木成長の状況を把握す
るための必要不可欠な資料となる。また、その後の再調査をいつの時点で行うのかを判断するための
根拠ともなる。そのため、街路樹カルテ（図 -1.5）として、以下の項目について把握できる範囲で適
切に記録し、管理しておく必要がある。
　①樹木のこれまでの管理履歴
　②樹木全体の生育及び活力状況
　③樹体に存在する構造的な弱点
　④樹木が倒伏、落枝する可能性のある要素及び大きさ
　⑤樹木成長に影響を受ける周辺環境要素
　⑥樹木が倒伏、落枝した場合に損害を受ける対象
　⑦危険を緩和する対策及び措置
　街路樹カルテの様式の一例を「第 7章　街路樹カルテ」に掲載した。

図 -1.5　街路樹カルテ

点検・診断の基礎的事項



　点検・診断等結果等の記録は街路樹台帳と連動して管理することで、管理情報とその措置や経過に
関する情報が蓄積される。これらの情報の蓄積により、異状評価木における樹種や生育環境に伴うそ
の後の回復・衰退傾向の特性把握や点検・診断精度、措置等の適応性や効果等について、評価・検証
が可能となり、より適切な街路樹管理とその機能発揮に反映することができる。

＜道路情報を反映した街路樹台帳の整備（東京都の事例）＞

　東京都では全ての管理対象街路樹を対象に、「街路樹基礎調書」を作成し、街路樹管理におけ
る基礎情報として活用している。
　街路樹基礎調書には、植栽された街路樹の樹種名、高木・中低木ごとの形状ランク別数量、地
被類や裸地面積に関する情報のほか、道路の横断図や街区・交差点延長等の道路構造に関する情
報も集約して整理されている。これらの情報には、街区毎に整理された「街路樹基礎調書」とこ
れらの情報を路線で集計した「街路樹基礎調書総括表」とがあり、 5 年（目途）毎に更新している。

＜街路樹基礎調書記載項目＞

＜街路樹基礎調書の整理例＞

＜街路樹基礎調書総括表の整理例＞

提供：東京都

⑮⑯ランクは次の幹周区分による；A=29cm以下,B=30 ～ 59cm,C=60 ～ 89cm,D=90 ～ 119,E=120 ～ 149 cm, F=150cm以上

①管理路線番号 ⑦路線の左右 , 大分類街区番号 ⑭樹種名
②路線延長 ⑨街区延長 ⑮街路樹ランク別規模
③緑化延長 ⑩交差点延長 ⑯中低木ランク別規模
④植樹帯管理面積 ⑪単独桝規模 ⑰地被類等面積規模
⑤航空住宅地図番号 ⑫歩道植樹帯規格 ⑱控除面積規模
⑥路線見取図 ⑬ロードトレリス規模 ⑲案内板・樹名板



　街路樹の危険度は、樹木の成長と植栽場所の環境が経年的に変化していくため、これらの変
化にあわせて定期的に調査及び評価を実施することが必要である。評価サイクルは、樹木の特
性や植栽場所の環境及び健全状態によって異なるため、これらを勘案して決定する必要がある。

　　解説
　樹木健全度調査は、街路樹周辺の土地利用が頻繁に変化し工事によって傷害を受けやすい場合や、
成長が早い樹種や穿孔性害虫に侵されやすい樹種の場合には１～３年毎を目安に行う必要がある。ま
た、倒伏に対してのみの調査であれば５年サイクルでも可能と考えられる（表 -1.1）。簡易診断では、
改善的措置を倒伏・落枝に対して安全となるよう余裕を持った対応を行う場合には、3～ 5年毎を目
安とすることもある。
　対象となる樹木が多い場合には、成長の速度や腐朽の有無等に応じて対象樹木（路線）を選定し、
調査する項目に対しても優先順位を付けることが重要となる。

表 -1.1　診断結果に応じたモニタリング期間の目安

診断結果 モニタリング時期
（改善的措置後の期間）活力度 危険度

• 旺盛な生育を示し、被害が全く認め
られない。 • 健全である。 3年～ 5年後

• 普通の生育を示し、被害があまり目
立たない。 • 僅かな異状が認められる。 2年～ 3年後

• 被害が明らかに認められる。 • 弱点が認められるが、危険性はな
い。  1 年～ 2年後

• 生育状態が劣悪で回復が見込めない。
• 危険性を有しているが、すぐには
倒伏、枝折れはしない。
• 非常に高い危険性があり、すぐに
倒伏、枝折れに繋がる。

数ヶ月～ 1年後

点検・診断の基礎的事項



＜点検・診断結果とその後に発生した倒伏の事例＞

　街路樹の診断サイクルは、診断結果の他に管理対象となる街路樹の樹種や植栽環境、維持管理
方法に応じて適切に設定する必要がある。
　参考までに、倒伏被害が発生した街路樹について、主な倒伏原因と倒伏以前に行った診断時期
及び診断結果の事例を以下に示す。

樹種 
　形状

被害発生時 直前の診断時

被害部位 気象 /
最大瞬間風速 主な原因（樹木の状態） 時期 診断結果（樹木の状態） 実施措置

ケヤキ

 樹高：10m 
 幹周：1.2m 
 枝張：10m

幹折れ 
（根元）

台風

28.9m/s

・根株の腐朽（大） 4年前 ・木槌による打診音異常
　（地上高 0.3mまで）
・根元の鋼棒貫入異常（腐朽有り）
・やや不健全、根元は要請密診断
・レジストグラフ診断で「やや不
健全」

特になし

ケヤキ

 樹高：9m 
 幹周：0.9m 
 枝張：不明

根返り 台風

31.5m/s

・根株中心の腐朽 
・太い側根の伸長不良
　（植栽桝の外側に伸長でき
　ていない）

3年前 ・問題なし 特になし

エンジュ

 樹高：不明 
 幹周：0.8m 
 枝張：不明

幹折れ 
（根元）

台風

15.0m/s

・折れた幹の基部、根株とも
に中心部まで鋼棒が深く貫
入した
・地際にベッコウタケのよう
な子実体が着生

5年前 ・根元の鋼棒貫入異常（腐朽有り）
・やや不健全、根元は要請密診断
・レジストグラフの診断で「やや
不健全」

特になし

エンジュ

 樹高：3.5m 
 幹周：0.7m 
 枝張：10m

幹折れ 
（地上高
1m）

－

14.5m/s

・幹折れ箇所は空洞
　（腐朽割合は 60％程度） 
・根株に空洞がある

3年前 ・地上高 1.5mに打診音異常
・レジストグラフの診断「0～
30％」で、幹内部には腐朽し
ていないとの判断
・要経過観察：次期診断の目安は
3～ 5年後

特になし

プラタナス

 樹高：不明 
 幹周：不明 
 枝張：不明

幹折れ 
（根元）

－

3.6m/s

・根株から発根している根が
ほとんどなかった
・上部の幹に腐朽・空洞が
あった

10年前・健全 特になし 
（直前の
冬季剪定
有り）

プラタナス

 樹高：12m 
 幹周：0.8m 
 枝張：不明

幹折れ 
（地上高
2m）

－

12m/s

・幹の腐朽割合は 80％以上、
アブラキクラゲの着生有り
・カミキリムシ幼虫による食
害が大きい
・幹の樹皮欠損が激しい 
 

5 年前 
3 年前

（5年前）
・危険性なし
（3年前）
・根元から幹に開口空洞（打診異
常）有り
・おおむね健全、要経過観察（短
期）

特になし

タブノキ

 樹高：5.5m 
 幹周：0.7m 
 枝張：不明

幹折れ 

（根元）

台風

31.5m/s

・幹に開口空洞有り 
　（長さ 26㎝×幅 8㎝×深さ
12㎝）

2年前 ・広範囲における打診音異常
・縦長に連続する開口空洞
・要経過観察：次期診断の目安は
3年後

特になし

※上記は街路樹管理者に対するヒアリングにより整理したものである。



目的 点検手段 対象 実施者
実施すべきタイミング

平常時 台風等災害
発生時

街路樹の異
状や支障等
の有無

パトロール車
内からの遠望
目視を基本 道路植栽

樹木全体
道路
管理者

通常巡回 異常時巡回

街路樹の構
造上の弱点
の有無

徒歩巡回によ
る近接目視を
基本

定期巡回 －

写真 -2.1　巡回時の点検ポイント例

（通常巡回）

枯損木

腐朽 支柱の食い込み

信号機の
視認障害

（定期巡回） （異常時巡回）

　点検は、道路管理者が実施する道路巡回に伴い、道路交通の支障となる樹木等の異状やそれ
に繋がる兆候及び倒伏・落枝の危険性の有無を把握するものである。また、道路利用者等から
提供される街路樹に関する情報を有効に活用することが望ましい。

　　解説
　道路管理者が管理対象となる道路を巡回し、街路樹および植栽地に起因する、道路交通の支障とな
る異状や、それに繋がる兆候の有無について確認を行うものを「点検」とする。
　点検は、その方法や、異状として確認すべき内容、実施のタイミング等により、「通常巡回」「定期
巡回」「異常時巡回」の３つに区分される。それぞれの巡回の目的・点検手段・対象・実施者・実施
のタイミングは表 -2.1、点検ポイントの例は写真 -2.1 に示すとおりである。　

表 -2.1 点検の区分と概要

倒木

点検の基本方針・方法



（１）通常巡回
　通常巡回は、パトロール車内からの遠望目視により認識可能な、落枝、枯損樹木等の障害の有無に
加え、枝葉の繁茂等による信号や道路標識の視認性への影響の有無等を確認し、異状があればその内
容についての記録を行う。
１）点検項目
　通常巡回では、道路植栽（街路樹）の生育不良や枯枝、枯損木、ぶら下がり枝、倒木、傾斜木、落
枝、支柱の損傷、歩行者や道路標識の視認性への影響の有無等について確認する（図 -2.1）。
２）巡回記録
　確認した内容は、通常巡回票に記入するとともに、必要に応じて状況写真を撮影して貼付する（表
-2.2）。
３）対応
　巡回記録に基づき、以下の対応を行う。
　・通行障害、視認障害となる場合は、現場で速やかに措置を講ずる。
　・巡回者だけでは措置が不可能な場合は、応急的に障害による事故が発生しないような適正な保安
　　対策を行うとともに、道路利用者等に対して周知を行い、迅速に体制を整えて措置を講ずる。

交
通
障
害

倒木・傾斜木 落枝 建築限界の越境

信号の視認性阻害 標識の視認性阻害 照明灯の照射遮蔽

樹
木
の
生
育
状
況
・
保
護
材

枯損木 生育不良木 ぶら下がり枝 支柱の損傷

図 -2.1　通常巡回の主な着眼点



点検の基本方針・方法

表 -2.2　通常巡回票の例

点検の基本方針・方法



樹
木
の
生
育
状
況
・
弱
点

亀裂 腐朽・空洞 キノコ（腐朽等の兆候）樹体の著しい揺れ主幹と土壌の隙間

樹
木
保
護
材

支柱による損傷 支柱の食い込み 樹木保護板の食い込み

構
造
物
と
の
干
渉

舗装の不陸・段差（根上り） 防護柵等への干渉

（２）定期巡回
　定期巡回においては、徒歩等による近接目視により、落枝、枯枝、枯損樹木の有無等の確認のほか、
キノコ等の発生、他の構造物への干渉等の枯損や倒伏及び落枝に繋がる事象を把握する。
１）点検項目
　定期巡回では、通常巡回の点検項目以外として、樹木が枯損や倒伏に繋がる事象として、主に以下
に示す樹体の構造上の弱点と、樹木保護材の異状について確認する（図 -2.2）。
　樹木生育状況　：幹や枝の亀裂、樹体の腐朽・空洞（兆候を示すキノコの発生）、樹体の著しい揺
　　　　　　　　　れ、（根元における）主幹と土壌の隙間
　樹木保護材等　：支柱や踏圧防止板の異状や設置不良
　構造物への干渉：根上りによる舗装の不陸・段差、防護柵等への干渉
２）巡回記録
　確認した内容は、定期巡回票に記入するとともに、必要に応じて状況写真を撮影して貼付する（表
-2.3）。
３）対応
　巡回記録に基づき、以下の対応を行う。
　・倒伏及び落枝や第三者への障害発生の恐れがある場合は、速やかに措置を講じる。
　・異状等が確認された場合は、定期巡回票に記載の上、速やかに異状個所の対応策について検討を
　　行い、措置を講ずる。

図 -2.2　定期巡回の主な着眼点



点検の基本方針・方法

表 -2.3　定期巡回票の例

点検の基本方針・方法



（３）異常時巡回
　台風や大雪、地震等の異常気象時や災害発生時においては、異常時巡回により、樹木の被災状況や
道路交通等への影響を確認する。
　なお、異常気象による被害が予想される場合は、通常巡回や定期巡回により確認された異状または
その兆候を踏まえ、枯れ枝の除伐等の事前の保護対策を講じることが望ましい。なお、通常巡回等に
おいて異状などが確認され措置等が未対応となっている状態の樹木については、緊急的に実施可能な
措置を講ずることが求められる（表 -2.4）。

表 -2.4　異常時における事前の緊急対策（予防的措置）

緊急対策の実施対象 主な対策内容

樹木

活力度
樹木形状 ・著しく樹形が変形していたり、倒伏に繋がる不自然な傾斜が

認められる場合には、剪定を行い樹体のバランスを整える。

樹勢 ・枯損木は伐採し、枯れ枝あるいは衰弱した枝等は剪定する。

危険度

地上部

樹
幹

腐朽・空洞
・著しい状態で倒伏や幹折れに繋がるおそれがある場合、伐採
を行う。

・倒伏等に直結するほどではない場合は、風圧による負荷を低
減させるための剪定を行うとともに、支柱を確実に設置する。

亀裂

結合

揺れ

枝
葉

腐朽・空洞
・落枝に繋がるおそれがある場合、剪定を行う。
・幹と大枝の不完全結合があって亀裂に至る可能性がある場合
は、ケーブリングを行う。

亀裂

結合

枝葉の偏り

地下部 根系

切断 ・樹体を支えている主な根系の大部分に切断や腐朽がみられ、
樹勢の衰退も著しくて回復の見込みがない場合には、伐採を
行う。

・根系の切断や腐朽、土壌との隙間があるものの、樹勢が良好
である場合は、剪定により風圧の負荷を低減させるとともに、
支柱を確実に設置する。

腐朽

土壌との隙間

樹木
保護材

支柱
支柱材 ・樹体が根系によって確実に支持されている場合は、欠損した

支柱等を撤去する。
・支柱による支持を必要とする樹木は、支柱材、結束材を樹木
の大きさに適した新規なものと交換して確実に設置する。結束材

踏圧防止板

・踏圧防止板の根株への食い込みや浮き上がりが台風時の被害
に繋がる場合、撤去する（踏圧防止板が継続して必要な場合
は、台風通過後に適したものを再設置する）。

・根株に大きな傷がある場合には、支柱を設置したり、風圧低
減のための剪定を行う。

周辺環境
障害対
象の有
無

道路通行者 ・看板等により、倒伏等の危険性があることを周知する。
・利用や通行を一時的に禁止する。

建物等の構造物 ・建物に障害を及ぼさないよう、樹木における上記の対策を行
う。

道路 ・道路の通行を妨げないように、樹木における上記の対策を行
う。

架空線、標識等
・架空線に障害を及ぼさないように、架空線に近接している枝
葉の剪定を行う。

・枝に接する可能性のある架空線に、保護材を巻く。



点検の基本方針・方法

１）点検項目
　異常時巡回においては、以下の項目について、主にパトロール車内からの遠望目視により行うが、
必要に応じて徒歩等の近接目視により確認を行う（図 -2.3）。
　・街路樹の倒木や落枝被害の発生の有無
　・枝折れ等による道路標識等への視認障害や建築限界侵害等の有無
　・その他被災による樹木の障害等の有無
２）巡回記録
　巡回記録は、通常巡回と同様の様式を使用する（表 -2.2）。
３）対応
　交通障害が発生している場合には、速やかに以下の対応を行う。
　・倒木及び落枝等による通行障害、枝折れ等による視認障害となる場合は、原因となっている倒木
　　や落枝等を除去する。
　・巡回者だけでは措置が不可能な場合は、応急的に障害による事故が発生しないような適正な保安
　　対策を行うとともに、道路利用者等に対して周知を行い、迅速に体制を整えて措置を講ずる。

交
通
障
害

倒木 傾斜木 落枝

図 -2.3　異常時巡回の主な着眼点

点検の基本方針・方法



　街路樹管理にあたっては、道路利用者や周辺住民、維持管理業者等、街路樹に日常的に関わ
る人々からの情報を収集する体制を構築し、倒伏や落枝の発生やそれに繋がる異状等に係る情
報の収集と迅速な対応により、倒伏や落枝の未然防止に努める。

　　解説
　街路樹管理の現場においては、道路管理者が行う道路巡回等の点検は、実施時期や頻度、着眼点が
限定されがちになることに対し、日常的に道路を利用する地域住民や道路利用者、剪定等の日常管理
に伴い樹冠や根際等に近接し目視する維持管理業者等は、道路巡視以外の視点や頻度のもと、街路樹
の異状や街路樹に起因する道路の障害等を発見する機会を有しているものと考えられる。
　道路利用者や周辺住民、維持管理作業者等、街路樹に関わる人々からも、街路樹の異状やそれに繋
がる兆候、道路の障害等についての情報を収集する体制を構築することで、道路管理者による点検だ
けでは得られ難い管理情報について収集し、迅速な対応に結び付けることが可能となる。
　加えて、街路樹管理においては、日常的にその道路を利用する周辺住民や道路利用者の理解と協力
を得ることも重要なポイントであり、周辺住民からの街路樹や道路状況に関する情報提供を積極的に
収集し、迅速な管理に反映することが、住民サービスの向上となり、ひいては地域の人々に愛され、
かつ、求められる樹木機能を発揮する街路樹を維持することにも繋がる。
　情報提供の活用にあたっては、予め、提供される情報の窓口や対応の手順や方策など、得られた
情報を迅速かつ適切に分析・対応できるような体制とルールを構築しておくことが重要である（図
-2.4）。

病虫害の発見

倒木・落枝の発見

・提供情報の確認
・対応方針・措置方法の決定
・措置の広報（必要に応じて）
・措置の実施
・措置効果のモニタリング

幹・枝の不完全結合の確認

腐朽・空洞（キノコ）の確認

道路管理者

道路利用者、周辺住民

情報提供

情報提供

維持管理業者

図 -2.4　情報提供の活用イメージ



点検の基本方針・方法

（１）道路利用者や周辺住民からの情報提供
　道路利用者や周辺住民からは、倒伏や落枝発生による交通障害に関する情報、病虫害の発生や枯損
木等の情報が得られることが期待できる。
　近年では、スマートフォンの写真撮影・位置情報把握・メール送信機能等を活用した、街路樹を含
めた道路異状情報の通報システムを導入する自治体もあり、道路管理者による道路巡回だけでは抽出
しきれない異状や支障等の取り組みが行われており、樹木管理における周辺住民の理解と協力を得つ
つ、樹木異状等の情報収集に関する機会と精度の向上が図られている。
（２）維持管理業者からの情報提供
　維持管理業者は、剪定作業時における樹幹の揺れや腐朽・空洞・亀裂等の樹体の構造上の弱点の有
無、除草作業時には根元の腐朽・空洞やキノコの発生状況等の情報を発見し、情報提供を行うことが
可能である。
　発見された異状や障害が、倒伏や落枝または第三者被害等の可能性があり緊急的な対応を講ずる必
要がある場合には、道路管理者に報告の上で緊急作業を実施する等、迅速な対応が可能となるが、緊
急対応時における情報共有等のルール（表 -2.5）を事前に共有しておく必要がある。

表 -2.5　異状樹木に対する緊急作業報告書の例

異　状　樹　木　報　告　書
報告年月日　　　　年　　月　　日

業務名 会社名
記入者名

No. 路線名 樹種名 樹木形状 異状の状態 住所（目標物） 措置方法
（管理者記入）樹高（m）幹周（cm）判定 樹木の状態

樹木異状の判定基準

A 非常に危険な状態・早急に措置が必要 X 樹木自体に問題はないが、建築限界を超え、著しく車道・歩道に半倒している

B 危険な状態 Y 現在は危険はないが、キノコが付着している

C やや危険な状態 Z その他

※東京都様式を参考に作成

点検の基本方針・方法



＜スマートフォンを活用した市民からの通報システム（相模原市の事例）＞

　相模原市では、道路の破損状況等に関する市民からの通報手段の増強策の一環として、スマー
トフォンのアプリを活用した道路通報アプリ「パッ！撮るん。」を市内の事業者と協働で開発し、
平成 27年 4月から本格運用を行っている。
　通報対象は相模原市内の道路構造物とし、通報方法は市民が確認した道路構造物の破損状況等
をスマートフォンのアプリにより撮影、送信するものである。
　メール受信部署では、写真の内容と位置情報から対応部署を判断した上で、情報を引継ぎ、対
応部署では通報の内容にもよるが、舗装の穴埋めなど簡易なものは通報後数日以内に措置を講
じている。街路樹に関する異状も通報対象に含まれており、運用開始後の通報件数 735 件（平
成 28年 11月 30日迄）のうち、街路樹に関する通報件数は 8件であり、その内訳は落枝 1件・
視認障害 1件・根上り 6件であった（対応済み）。
　相模原市では、街路樹を含む道路構造物については地理情報システム（GIS）を用いた位置情
報との一体管理（相模原市道路情報管理システム；SRIMS）を行っているため、「パッ！撮るん。」
と SRIMS との統合活用により、道路構造物の破損状況等を迅速に把握し措置を講ずることが可
能となり、管理瑕疵による事故の未然防止と市民サービスの向上に寄与している。

＜「パッ！撮るん。」アプリの概要＞

＜通報メールに対する対応の流れ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sagamihara.patrun　2017/1/27

提供：相模原市



　簡易診断は、点検等で確認された樹木形状や活力の異常、樹体の弱点に対して、樹木の専門家
により倒伏・落枝の発生危険性を把握する目的で行う簡易的な外観調査等であり、結果をもとに樹
木の保全重要性に応じて改善的措置の提案を行うものである。

　　解説
　簡易診断は、住民から提供された情報や点検等で確認された樹木形状や活力の異常、樹体の構造的
な弱点に対して、樹木の専門家が外観からの簡易的な調査により倒伏・落枝の発生危険性を把握し、
評価するものである。
　管理する多数の街路樹に対して効率的に点検・診断を行い、速やかに倒伏・落枝に対する安全性を
確保していくためには、当該街路樹の保全重要性に応じて、簡易診断後の対応も異なるものとなる。
即ち、保全重要性の高い街路樹に対しては保全が最優先（伐採を可能な限り回避）となるため、さら
に詳細な樹木健全度調査、植栽環境調査が求められる。一方、保全重要性があまり高くない街路樹に
対しては危険性を早期に取り除く対応が求められるため、簡易診断結果から判断する改善的措置が求
められる。
　この段階で異状の見落としがあると、樹木健全度調査や適切な改善的措置等が行われず、倒伏や落
枝による事故が発生する危険性が非常に高まるため、豊富な知識と経験による正確な診断が必要とさ
れる。
　そのため、簡易診断の調査技術者は「１．５　点検及び診断における体制」で示した樹木の専門家
であることが求められる。また、迅速かつ正確に診断するためには複数人により 1本の樹木を診断
することが望ましい。

　街路樹の診断に要する時間は、樹木の大きさや健全性と診断技術者の能力などに大きく左右され
るため一概に示すことはできないが、これまでに報告されている事例としては以下のものがある。
　①福岡市における街路樹診断事例（樹木医 2～３人による診断作業班）
　　

　②腐朽診断機器による診断事例（事務所敷地内に植栽されている幹径 30㎝程度の樹木を対象）　
　　
　　　

引用文献
　福岡における街路樹診断事例の中間総括、岸達雄・前田幸浩・白石眞一、樹木学研究第11巻4号、樹木医学会、2007.10
　γ線樹木腐朽診断機による診断事例、飯塚康雄・神庭正則、樹木医学会第10回大会講演要旨集、樹木医学会、2005.10　

＜街路樹の診断時間の目安＞

作業項目 作業内容 作業本数

• 抽出調査
　（本手引きの簡易診断に該当）

• 目視を主とし、補助的に木槌打診と鋼棒
貫入で調査し、判定と判定のコメント、
外観診断が必要となる樹木は写真撮影。

70～ 150 本／日

• 外観診断
　（本手引きの樹木健全度調査、
　植栽環境調査に該当）

• 目視・木槌打診・鋼棒貫入で診断し、各
部位診断のチェックシートの記入、ス
ケッチ描写（位置図・樹形概略と被害状
況）、樹木形状測定などのデータ記録。

10～ 15本／日

診断機 作業内容 診断時間

• γ線樹木腐朽診断機 • 樹木への設置、測定、取り外し
　（診断結果から腐朽割合をすぐに表示） 20分程度／本

• レジストグラフ
• 記録用紙の挿入から貫入、用紙の取りはずし
　（記録用紙から腐朽している長さを読み取り、腐朽割合
を算出する時間は含まれない）※現行機器はデジタル式。

5分程度／本
（腐朽割合算出まで含
めると 20分程度）
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　簡易診断は、樹木形状、活力状況、樹体（地上部）の弱点等の観点に着目して行うものとする。

　　解説
　簡易診断では、樹木形状、活力状況、樹体（地上部）の弱点等について把握する。診断にあたって
は、樹高計、巻尺、木槌、鋼棒、双眼鏡等を用い、適宜カメラでの記録撮影やスケッチを行う。（写
真 -3.1）。
（１）樹木形状
　樹高、幹周、枝張り、枝下高を測定するとともに、樹冠形状（自然樹形、自然相似樹形、人工樹形）、
樹体の傾きについて確認する。
　また、樹木形状が歪なものとなっている場合には、幹径と樹高の比率、枝径と枝長の比率を算出する。
（２）活力状況
　樹勢、病虫害の有無について把握する。
（３）地上部の弱点
　枝や幹、根株における空洞や腐朽、子実体の発生、亀裂、不完全な結合、隆起、打音異常、鋼棒貫
入異常、樹体の揺らぎについて把握する（表 -3.1）。
　以上の診断結果については、簡易診断カルテに記入する（表 -3.2）。

写真 -3.1　診断の道具



表 -3.1　簡易診断の指標

樹
木
形
状

樹高・幹周・枝張り・枝下高 不自然な傾斜 樹高／幹径 枝長／枝径

活
力
状
況

 樹勢

Ａ（良い） Ｂ（普通） Ｃ（少し悪い） Ｄ（悪い） Ｅ（枯死）

 病虫害（例）

シロアリ ハチ カミキリムシ アメリカシロヒトリ イラガ

弱
　
　
点

 枯れ枝  ぶら下がり枝

空洞 腐朽 子実体

打診音異常 鋼棒貫入異常 亀裂 不完全結合 幹の隆起 樹体の揺らぎ
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表 -3.2　簡易診断カルテ

　年　月　日

　

　



　　解説
　簡易診断の結果、樹木形状と活力状況、樹体の構造にお
いて異状や弱点等が特に認められなかった場合には、通常
実施されている日常管理を継続して行うこととする。
　街路樹において異状や弱点が確認された場合には、その
状態に応じて、すぐに対応すべきものである場合には緊急
的な改善的措置を行う。
　当該街路樹の保全重要性が高い場合には、樹木健全度調
査、植栽環境調査の対象木とし、それ以外の場合には、道
路交通等の安全性を確保するために改善的措置の提案を行
う（表 -3.3）。

表 -3.3　簡易診断結果の評価基準と対応例　（樹木形状、活力状況については、表 -4.3 を参照）

参考表 -3.1　簡易診断結果「小・大」の目安

　簡易診断の評価は、樹木形状、活力の異常、樹体の弱点の有無を把握し、その結果から当該
街路樹の保全重要性に応じて、樹木健全度調査、植栽環境調査や改善的措置の必要性を判断す
る。

※「小・大」の目安は参考表 -3.1

弱点 小 大

空洞･腐朽、
打診音 ･鋼
棒貫入異常

右
以
外

芯達の開口空洞 ･ 腐朽が外周の 1/3
以上、広範囲での明らかな異常音、
鋼棒貫入で推測できる空洞・腐朽が
幹断面の 50%以上

子実体 ベッコウタケ・コフキタケ
亀裂 幹・枝の中心部まで深く達している

不完全結合 結合部の入り皮が大きく入り込んでい
る

隆起
隆起した幹内部に断面の 50%以上の
空洞・腐朽が推測される（他の診断
結果と関連）

樹体の揺ら
ぎ 根元の土壌も伴って、大きく揺れる
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　シロアリ目は、熱帯・亜熱帯に多く生息し日本では 23種が記録されている。樹木を食害する代
表的な種はイエシロアリとヤマトシロアリの 2種であり、イエシロアリは関東南部以南で、ヤマ
トシロアリは北海道上砂川以南での被害が確認されている。
　木材を食害するシロアリは、木造建築物ばかりでなく腐朽して樹勢が衰退した樹木等の根や心材
をも加害する害虫として知られており、街路樹が家屋に面している場合には、加害対象として家屋
と街路樹を一体として捉える必要がある。一方で、自然界においては木材や落ち葉などを食物や巣
材として利用することで、物質循環の大きな役割を担っている。
　街路樹にシロアリの生息が確認された場合（蟻道等の指標）には、その立地環境が家屋に面して
シロアリ被害の影響範囲にあるのかを熟慮した上で、対策の実施を決定する必要がある。
　シロアリ対策は、専門業者に依頼して実施することとなる。対策のうち薬剤散布工法は、加害範
囲全体に薬剤を散布し、死滅させる必要があるが、完璧に実施することは難しく、樹木への生育阻
害等の影響も配慮する必要がある。一方、ベイト工法は、多少の時間がかかるが樹木への生育阻害
がなく、コロニー全体を確実に絶滅させることができる。

　樹幹が細長い樹形であったり、枝が細長く伸長している場合は、途中で折損する障害が発生しや
すいことがマテック博士の実態調査結果により示唆されている。その基準となる値は、「樹高（Ｈ）
／幹径（Ｄ）＞ 50」、「枝長（L）／枝径（Ｄ）＞ 40」とされているが、樹木の立地環境（風を受
けやすいか）や樹齢（若木は幹が柔軟で折れにくい）にも考慮して判断する必要がある。

＜イエシロアリ＞ ＜蟻道＞ ＜ベイト剤の設置例＞

＜Ｈ／Ｄ比による倒伏実態＞ ＜ L／ D比による折損実態＞

引用文献：マテック博士のフィールドガイド、最新樹木の危険度診断入門、著者：クラウス・マテック、翻訳：堀大才・
　　　　　三戸久美子、発行：街路樹診断協会、2008.6　

参考文献：しろあり及び腐朽防除施工の基礎知識、2010 年版、（社）日本しろあり対策協会、2010.1
　　　　　シロアリによる樹木の被害、岩田隆太郎・児玉純一、環動昆第 18巻外 2号、日本環境動物昆虫学会、
　　　　　2007.6

＜樹木の形状比率における倒伏・枝折れ危険性の判断＞

＜シロアリ対策の考え方＞



　台風等の強風時に発生する街路樹倒伏の主な原因は、①樹木の生育不良による根系伸長不良、
②樹体の傷から侵入した木材腐朽菌により生じた空洞や腐朽等の構造的な弱点による支持強度
の低下である。したがって、道路管理者は適宜必要な樹木健全度調査を行い、樹木の生育状況
と構造的な弱点等の把握に努めなければならない。

　　解説
　街路樹が将来にわたって良好な生育を維持するためには、随時、樹木の健康状態を把握して、それ
に対応した適切な維持管理を行うことが重要である。
　樹木の活力度が悪い状態では、根系伸長が不十分で樹体の支持強度が小さいことが考えられる（写
真 -4.1）。また、枝葉に活力があり良好に生育しているように見える樹木であっても、樹幹に空洞や
腐朽等の構造的弱点が存在する場合があるため（写真 -4.2、4.3）、生育状況調査と危険度調査を行い、
倒伏や落枝を事前に予測することが重要である。

写真 -4.2　根株が腐朽して倒伏した樹木
　　　　　（花や葉の生育状況は良好）

写真 -4.1　根系伸長不良により根返りした街路樹

写真 -4.3　腐朽により幹折れした樹木

樹木健全度調査の基本方針・方法



　樹木健全度調査は、生育状況調査と危険度調査からなる。生育状況調査においては樹木形状
と活力を把握し、危険度調査においては樹木の構造的な弱点を把握する。

　　解説
４．２．１ 生育状況調査の方法
　調査にあたっては、事前に植栽年や管理履歴、障害履歴等の樹木情報を把握しておくことが望まし
い（表 -4.1）。
　生育状況調査では、樹高計、巻尺、カメラ等を使用して樹木形状、活力状況を調査する（簡易診断
データの活用も可）（表 -4.2）。

表 -4.1　樹木の基本情報

表 -4.2　生育状況調査の項目

路線名 （植栽されている路線名）
樹木番号 （樹木の管理番号等）
樹種名 （樹種名）
場所 （植栽されている住所等）
植栽年 （植栽された年）
管理履歴 （剪定等の管理状況）
障害履歴 （幹折れ等の履歴）
樹木価値 （緑陰や遮蔽等の機能が明確な場合）
前回調査年 （過去に行っている場合の調査年）

※）不明な場合は、「不明」と記入する。



写真 -4.6　樹木の樹齢（ケヤキ）

写真 -4.5　樹体の傾き

若木 成木 老木

写真 -4.4　樹木の形状測定

樹高 幹周 枝張り 根元周

（１）樹木形状の測定
　樹高、幹周等の樹木の形状を測定するとともに（写真 -4.4）、樹体の傾き、樹齢、樹冠形状（自然樹形、
自然相似樹形、人工樹形）、について調査する（写真 -4.5、4.6、4.7）。

傾き・無 傾き・有（安全） 傾き・有（危険）

傾いていない 傾いた後、直上に伸長している※） 根元から傾いている 傾いて周辺施設に接触している

※）直上に伸長した長さが、樹高全体の 1/3 以上のものを「安全」とし、それ以下の場合は「危険」と判断する。

樹木健全度調査の基本方針・方法



（２）樹木活力調査
　枝葉密度やバランス、新梢の成長量等による樹勢や葉の色・大きさによる葉の生育状況（写真
-4.8､ 4.9）を把握するとともに、剪定傷等における傷口材の成長具合（写真 -4.10）や病虫害による
被害状況（写真 -4.11）を総合的に調べることにより、樹木全体の活力を調査する。

写真-4.8　樹木活力等の指標：樹勢・葉の生育状況（広葉樹）

自然樹形 自然相似樹形 人工樹形

写真 -4.7　樹木の樹冠形状（ケヤキ）

樹
勢

良い 普通 少し悪い 悪い 枯死

葉
の
生
育
状
況

良い 普通 少し悪い 悪い 枯死



写真 -4.11　樹木活力等の指標：病虫害による被害状況

病
害

さび病 胴枯病 木材腐朽菌 テングス病 根の病害

虫
害

穿孔性害虫 食葉性害虫

写真 -4.10　樹木活力等の指標：傷口材の成長

傷
口
材
の
成
長

良い 普通 少し悪い 悪い なし

写真 -4.9　樹木活力等の指標：樹勢（ヤシ類）

樹
勢

良い 普通 少し悪い 悪い 枯死

樹木健全度調査の基本方針・方法



４．２．２ 生育状況調査の評価
　生育状況調査の結果は、表 -4.3 に示す基準によって各項目を評価し、総合的に表 -4.4 により判定
する。簡易診断の段階で異状が認められたものの改善的措置が実施されていない場合には、ここでも
同じ評価をするが、速やかに措置を実施しなければならない。

表 -4.3　生育状況結果の評価

表 -4.4　生育状況の総合評価

※）直上に伸長した長さが、樹高全体の1/3以上のものを「安全」とし、それ以下の場合は「危険」と判断し、評価基準は「Ｃ」する。
　また、傾斜と反対側の根元に、根の浮き上がり、土壌の盛り上がりや亀裂が新たに発生している場合は、「危険」と判断し、評価基
準は「Ｃ」する。　

　傷口材「癒合組織」とは、外部からの
物理的な外傷を受けて死滅した始原細胞
の周囲の細胞が、不定形の柔細胞のかた
まりを形成するものである。傷口材が傷
を覆って周囲と連続した形成層を回復す
ると、もとの分化した細胞をつくるよう
になり次第に正常な二次木部が形成され
る。一般的に、活力の良好な樹木である
場合には、傷害を受けた部分は周囲の健
全な部分に比べると木部形成が活発であ
り、局所的に厚くなる。

＜傷口材「癒合組織」＞

＜傷口材によって巻き込まれた傷口＞



４．２．３ 危険度調査
　危険度調査は、外観診断により樹木の弱点の有無を目視等により把握し、さらに詳細な腐朽割合等
を予測する必要がある場合には、腐朽診断機器等により測定し、その結果から危険度を評価するもの
である。
　調査は、「地上部」と「地下部」に大きく分け、さらに地上部については「枝」、「幹」を対象として、
地下部については「根株」、「根系」を対象として行う（図 -4.1）。
　また、樹木を野生動物が利用している場合には、生物種や利用状況についても把握しておく必要が
ある。樹幹にある空洞等は、営巣等で利用する野生動物にとっては、非常に重要なものとなっている。

図 -4.1　危険度調査の対象部位

樹木健全度調査の基本方針・方法



＜樹洞を利用する野生動物＞

＜樹洞を利用する野生動物の例＞

　ムササビの営巣（ケヤキの街路樹） 　ネズミ類（痕跡：糞）の利用

　キツツキ類（痕跡：巣穴）の利用

　エゾシマリス 　ヤマネ

　樹洞は、野生動物の繁殖やねぐら、休息の場所として重要なものであり、キツツキ類、フクロウ
類、シジュウカラ類等の鳥類、ムササビ、モモンガ、リス、ヤマネ、ネズミ、コウモリ類の哺乳類
などが利用している。樹洞は、樹齢が高く幹が太くならないとできにくいことから、都市内ではほ
ぼ限られた数となる。そのため、街路樹にできた樹洞は貴重であり、都市内に生息する野生動物に
おいて、その有無は死活に関わるものとなっている。
　そのため、街路樹の危険度調査においては、地上部の弱点調査時に併せて野生動物の生息状況を
確認し、保全すべき動物の生息が確認された場合には、専門家による生息状況調査（種の同定、利
用状況等）を実施した上で、生息環境の保全等の対応策を検討することが求められる。



４．２．４ 外観診断の方法
（１）地上部の弱点
　樹木の地上部における弱点の有無、弱点の重要度を外観から把握する。弱点は目視により傷、空洞、
亀裂、隆起やこぶ、子実体の発生、幹や枝の結合、傾斜や樹体の揺れ、枝葉の偏り、枝枯れの有無を
確認する。また、併せて木槌による打音の異常の有無等を調査する。
　調査は、樹木の枝、幹の部位毎に、以下の観点に着目して行うものとする。
１）枝の弱点
　樹冠を形成する枝における外観診断の項目と着眼点は以下のとおりである（図 -4.2、表 -4.5、写真
-4.12）。
＜幹や枝との結合部の弱点＞
　幹や他の枝との結合部に腐朽や亀裂が入っていないか、樹皮を巻き込んでいないかを確認する。ま
た、穿孔虫による被害がないかを
確認する。
＜枝の本体＞
　枝の枯死や折損によるぶら下が
り枝が認められないか、樹皮の剥
がれや亀裂、腐朽がないかを確認
する。
＜枝のバランス＞　　　
　枝の太さに対する長さのバラン
スが悪くないか、枝葉に偏りがな
いかを確認する。
＜再生頂上枝の結合＞
　主幹の頂部が切断（トッピング）
され、その後に再生した頂上枝が
ある場合には、主幹切断部の腐朽
状況を確認する。

表 -4.5　外観診断（枝）の項目

 

①幹との結合部 
　の腐朽（子実体）

⑦亀裂

⑧枝葉の偏り
 （ライオンテイル）

⑨主幹切断部（再生頂上
　枝の結合部）の腐朽

⑥腐朽・空洞・樹皮の枯死等（子実体）

③穿孔害虫

④枯れ枝

⑤ぶら下
　がり枝

②樹皮を巻き
　込んだ結合

図 -4.2　枝の弱点

樹木健全度調査の基本方針・方法



写真 -4.12　枝における構造的な弱点（着眼点）

①幹との結合部の腐朽
（子実体） ②樹皮を巻き込んだ結合 ③穿孔害虫

④枯れ枝 ⑤ぶら下がり枝 ⑥腐朽・空洞・樹皮の枯死等
（子実体）

⑦亀裂 ⑧枝葉の偏り
 （ライオンテイル）

⑨主幹切断部（トッピング）
の腐朽

２）幹の弱点
　樹木を支える幹における外観診断の項目と着眼
点は以下のとおりである（図 -4.3、写真 -4.13、表
-4.6）。
＜幹の本体＞
　幹に空洞や腐朽、亀裂等がないかを目視あるい
は木槌による打診音で確認する。
＜幹の結合＞
　複数の幹がある場合、幹同士の結合部に樹皮を
巻き込み、結合が不完全な状態（入り皮）になっ
ていないかを確認する。
＜昆虫の生息＞
　カミキリムシやシロアリ等は、腐朽や空洞があ
るとその空間に営巣することがあり、腐朽や空洞
の指標となる。そのため、これらの昆虫が生息し
ていないかを確認する。

①開口空洞
⑥打診音異常
⑧昆虫

⑦不完全な結合

④樹皮枯死・欠損③亀裂

⑤隆起

②腐朽（子実体）

図 -4.3　幹の弱点



表 -4.6　外観診断（幹）の項目

写真 -4.13　幹における構造的な弱点（着眼点）

①開口空洞 ②腐朽（子実体） ③亀裂 ④樹皮枯死・欠損

⑤隆起 ⑥打診音異常 ⑦不完全な結合 ⑧昆虫

樹木健全度調査の基本方針・方法



（２）地下部の弱点
　樹木の地下部における弱点の有無、弱点の重要度を外観から把握する。弱点は目視により傷、空洞、
亀裂、子実体の発生等を確認する。また、併せて鋼棒貫入での異常や木槌による打音の異常の有無等
を調査する。
　調査は、根株、根系の部位毎に、以下の観点に着目して行うものとする。
１）根株の弱点
　幹と根系を繋いでいる根株における外観診断の
項目と着眼点は以下のとおりである（図 -4.4、写
真 -4.14、表 -4.7）。
＜根株の本体＞
　根株に腐朽や、鋼棒貫入での異常等がないかを
目視あるいは鋼棒により確認する。ナラタケ等の
根株腐朽菌は、倒伏に直結する大きな腐朽被害と
なるため、見落としがないように細心の注意が必
要である。また、根株が削られていないかや根株
に根が巻き付いて（ガードリングルート）根株の
肥大成長を妨げていないか、縁石を巻き込んで根
株がくびれていないかについても把握する。
＜植栽基盤との密着＞
　樹体の揺れを確認
するとともに、大き
く揺れたことによっ
て生じる土壌と根株
に隙間がないかを確
認する。
＜昆虫の生息＞
　ハチやシロアリ等
は、腐朽や空洞があ
るとその空間に営巣
することがあるた
め、腐朽や空洞の指
標となる。特に、イ
エシロアリは根株の
空洞に大きな塊状の
巣をつくるため、そ
の生息を確認する。

図 -4.4　根株の弱点

⑥樹体の揺れ

⑦土壌との隙間

⑤縁石の巻き込み
②鋼棒貫入異常

④ガードリングルート

⑧昆虫

③根株の切断

①腐朽
　（子実体）

写真 -4.14　根株における構造的な弱点（着眼点）

①腐朽（子実体） ②鋼棒貫入異常 ③根株の切断

④ガードリングルート ⑤縁石の巻き込み ⑥樹体の揺れ

⑦土壌との隙間 ⑧昆虫（シロアリの巣）



２）根系の弱点
　根系における外観診断の項目と着眼点は以下のとおりである（図 -4.5、写真 -4.15、表 -4.8）。
＜露出した根系＞
　地上に露出した根系については、切断や腐朽、枯死・欠損等の弱点がないかを確認する。
＜地中の根系＞
　地中にある根系の弱点は外観では明確にわからないため、本質的な組織の枯れや腐朽が起こるまで
なかなか発見されない。そのため、根系の弱点を明らかにするためには、地上部の徴候（例えば小枝
の枯れや異常な葉の色）、根株における徴候（子実体の発生、鋼棒貫入の有無）、隣接した樹木との外
観比較および植栽地の特性等から判断する。
　具体的には、予測する根系伸長範囲内において根系が地中で浮き上がったことによる土壌の盛り上
がりがないか、根系伸長を阻害する植栽基盤の構造、土壌の流出、土壌の固結がないか、根系の切断
を伴う周辺工事がないかを確認する。
　また、植栽時に深植えされたことや根元に盛土が行われた場合には、根系の呼吸活動が阻害される
ことで地中の深い位置となった根系が衰弱して腐朽に至ることもあるため、ルートカラーが埋没状態
にある樹木については樹体の揺れや樹勢衰退の発生を注意深く観察することが重要である。

表 -4.7　外観診断（根株）の項目

図 -4.5　根系の弱点

①露出根の切断 ⑥土壌の流出

⑧周辺工事の影響

⑦土壌の固結

④土壌の盛り上がり

③露出根皮の枯死・欠損

⑤特殊な植栽基盤

②露出根の腐朽
　　（子実体）

樹木健全度調査の基本方針・方法



写真 -4.15　根系における構造的な弱点（着眼点）

①露出根の切断 ②露出根の腐朽（子実体） ③露出根皮の枯死・欠損

④土壌の盛り上がり ⑤特殊な植栽基盤

⑥土壌の流出 ⑦土壌の固結 ⑧周辺工事の影響

表 -4.8　外観診断（根系）の項目



４．２．５ 外観診断の評価
　外観診断の結果は、表 -4.9 に示す基準によって各項目を評価し、表 -4.10 による総合的な評価を
する。

表 -4.9　外観診断結果の評価基準

※）開口空洞における「芯」とは、空洞が幹の中心部分まで達しているか、達していないかの区分。
　　「小・大」の目安は参考表 -4.1。
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空洞の内部は腐朽し
ている

内部まで腐朽してい
る

隆起した内部が腐朽
している

子実体の内部が腐朽
してスポンジ状態

シロアリによる食害
部は空洞化している

　外観診断により把握した樹体の構造的な弱点（指
標）から予測される危険性は以下のとおりである。
（１）枝及び幹における空洞、腐朽、子実体等による
危険性
　開口空洞や外部に晒されている腐朽は、外観から
直接見つけることができる弱点である。また、腐朽
が外部に達していなくても傷、幹の隆起、子実体や
昆虫（カミキリムシやシロアリ等）、打診音の異常の
存在は、内部に腐朽や空洞があることが予測できる

図 -4.6　空洞、腐朽、子実体等の指標から予測できる危険性

表 -4.10　外観評価の総合評価 参考表 -4.1　外観診断結果「小・大」の目安

弱点 小 大

空洞・腐朽、
打診音異常
鋼棒貫入異常

右
以
外

芯達の開口空洞・腐朽が外周の 1/3 以上、
広範囲での明らかな異常音、
鋼棒貫入で推測できる空洞・腐朽が幹断
面の 50%以上

不完全結合 結合部の入り皮が大きく入り込んでいる
穿孔性害虫・
昆虫

カミキリムシやシロアリなどによる空洞・
腐朽が幹断面の 50%以上

子実体 ベッコウタケ・コフキタケ
亀裂 幹・枝の中心部まで深く達している

隆起
隆起した幹内部に断面の 50% 以上の空
洞・腐朽が推測される（他の診断結果と
関連）

根株、露出根の
切断と樹皮枯
死

切断面に空洞・腐朽がある
露出根皮が全て枯死している

ガードリング
ルート 太根が幹周の 50％以上を巻き込んでいる

縁石の巻き込み 根が縁石を完全に巻き込んでいる
樹体の揺れ 根元の土壌も伴って、大きく揺れる
土壌との隙間 根株と根系に明らかな隙間がある
特殊な植栽基
盤、土壌の流出
土壌の固結、周
辺工事の影響

根系の 1/3 以上に関連した影響が認めら
れる場合

重要なサインである（図 -4.6）。腐朽材は、腐朽菌に
より分解されている木材であり、木材強度は失われ、スポンジ状態（写真 -4.16）から空洞化に至る。
　これにより、幹折れや枝折れの危険性が判断できる。



（２）枝及び幹における亀裂、幹や枝の結合、枯れ枝等による危険性
　亀裂は、幹が裂ける途中段階であり非常に危険な状態にある。幹や枝の結合は、その結合部に樹皮
が挟まれていて（入り皮）完全な結合とならないことや、状況によっては入り皮部分に腐朽が発生す
ることもあることから、過度な外力が加わると裂けることが予測できる。枯れ枝や折れてぶら下がっ
たままの枝、剪定等によって先端の枝葉密度が片寄っている枝等は、落枝の危険性が容易に判断でき
る（図 -4.7）。

図 -4.7　亀裂、幹や枝の結合、枯れ枝等の指標から予測できる危険性

矢印の部分に樹皮
が挟まれている

写真 -4.16　スポンジ状態となった脆弱な腐朽材

樹木健全度調査の基本方針・方法



図 -4.8　根系腐朽、切断等から予測できる危険性

（３）根株及び根系異状による危険性
　根株と根系の腐朽（鋼棒貫入異常、子実体も含む）、根系の切断の状況から、根系が損傷している
ことが予測され、倒伏の危険性が高いと判断できる。また、根株を根で絞めているガードリングルー
トは、根株がくびれて細くなっている状態と予測され、倒伏の危険性がある（図 -4.8）。

（４）植栽基盤の異状による危険性
　植栽基盤の土壌が盛り上がっていたり、根株あるいは植桝と土壌に隙間等が確認された場合には、
樹木が異常に大きく揺れていることが予測でき、根返りの危険性が高いと判断できる。また、根系が
縁石を巻き込んでいたり、植栽基盤の大きさに制限があったり、土壌の流出が見られる場合には、倒
伏の危険性がある（図 -4.9）。

図 -4.9　植栽基盤の異状から予測できる危険性



＜ベッコウタケが発生した根株と根系の腐朽＞

＜木材腐朽菌が主原因のケヤキ倒伏事故（左：ベッコウタケ、右：コフキタケ）＞

（ベッコウタケの菌糸）
（ベッコウタケ）

（ソメイヨシノ） （僅かに生きていた根系）

（バックホウによって容易に倒れた根株） （裏返した状態の根株：根系がほとんど無い）

＜ベッコウタケ・コフキタケに侵された街路樹＞　

（ベッコウタケ） （コフキタケ）

　木材腐朽菌の代表的な種としてベッコウタケとコフキタケがある。ベッコウタケは、様々な広葉
樹の幹の地際部や根についた傷から侵入し、幹地際部の心材部や根を腐朽させるが、時間が経過す
るにつれ辺材部や幹の上方にも腐朽は進展する。コフキタケは、幹や根の傷あるいは枯れ枝などに
付着した担子胞子が材内に侵入し幹腐朽を起こすが、被害は上下方向に広がり地際部から比較的高
い部分の幹や枝までさまざまな部位の心材・辺材部両方の腐朽を起こす。
　両腐朽菌ともに、子実体が発生した時点ではすでに樹体内で腐朽が進行しているので、非常に危
険性が高く、適切な診断と措置を速やかに行う必要がある。

樹木健全度調査の基本方針・方法



４．２．６  詳細診断の方法
　倒伏や枝折れの原因となる腐朽や空洞が、外観診断により「樹皮の異常、空洞、腐朽、隆起、子実
体、打診音異常、樹体の揺れ、昆虫」等の弱点として、確認あるいは推測された場合には、診断機器
を使用して腐朽割合や健全材の厚さを調査する。
　また、根株に「腐朽、鋼棒貫入異常、土壌との隙間」等、根系に「根系の切断、露出根の腐朽、土
壌の盛り上がり」等の弱点が確認され腐朽等が予測された場合には、土壌掘削による根系調査を実施
する。
（１）樹木腐朽診断
　樹木腐朽診断は、外観から腐朽や空洞が直接確認された場合、ベッコウタケやコフキタケなどの木
材腐朽菌の子実体が見られたり、樹幹が異常に隆起していたり、木槌打診で異常音が聞かれたり、鋼
棒貫入で根株直径の 1/3 以上に貫入するなど、腐朽部の存在が間接的に判断された場合に実施する
ものであり、腐朽や空洞の状況を専用の診断機器を用いて定量的に把握するものである。
　腐朽診断機としては、γ（ガンマ）線透過量測定機（一般的なものは「γ線樹木腐朽診断機」）、貫
入抵抗値測定機（一般的なものは「レジストグラフ」等）、弾性波速度測定機（一般的なものは「Dr.
Woods」、「PICUS・ピカス」、「アーボソニック」等）、電磁波測定機（一般的なものは「ツリーレーダー」）
があり、各機器の特性を理解した上で、測定樹木の診断内容や条件に適した機器を選択して使用する
（写真 -4.17）。
　基本的には、健全材と腐朽材の判定基準値を明確に示すことが可能で、測定にあたって樹木に傷を
付けない非破壊機器である「γ線透過量測定機」を使用するものとするが、機器の設置が困難な高所
や狭小空間においては使用可能な機器から最適な機器を選択して使用することとなる（表 -4.11）。

写真 -4.17　樹木腐朽診断機器の例

γ線透過量測定機

（γ線樹木腐朽診断機）

貫入抵抗値測定機 電磁波測定機

（レジストグラフ） （ツリーレーダー）
弾性波速度測定機

（Dr.Woods） （ピカス） （アーボソニック）



表 -4.11　樹木腐朽診断機器

樹木健全度調査の基本方針・方法



＜腐朽診断機器の比較＞　

　γ線樹木腐朽診断機、レジストグ
ラフ、ピカス、Dr.Woods の診断精
度の検証事例を右のグラフと下図に
示した（腐朽診断を行った後、伐採
して診断断面の実腐朽割合と予測腐
朽割合を比較）。
　サンプル数は、γ線樹木腐朽診
断機とレジストグラフが 115 断面、
ピカスが 36 断面、Dr.Woods が 14
断面である。
　各機器における回帰式の傾きは、
γ線樹木腐朽診断機、Dr.Woods、
レジストグラフ、ピカスの順で１.0
（実腐朽割合）に近かった。また、
γ線樹木腐朽診断機は予測腐朽割合
が実腐朽割合よりも大きめの値とな
るが、他の機器は逆に小さめの値と
なる傾向がみられた。さらに、レジ
ストグラフ、ピカスでは実腐朽と予
測腐朽の値にバラツキが多くみられ
た。

樹　高：12.0m
幹　周：　0.8m
枝張り：　4.0m

樹　高：8.0m
幹　周：1.1m
枝張り：9.0m

引用文献：危険度判定技術及び予防技術開発に関する調査研究報告書　－精密診断機器の比較試験－、（株）エコル、
　　　　　2010.2　



写真 -4.19　貫入抵抗値測定機による診断例

写真 -4.21　根株から発達した太根

写真 -4.18　簡易な根株の露出方法（除草と掘削）

写真 -4.20　根株腐朽により倒伏したエンジュ

（２）根株診断
　外観調査により根株に重大な異状（樹体の揺れ、子
実体の発生、目視できる空洞や腐朽、打診音の異常等）
があると推測された場合には、根株部分（地表面から
30㎝程度の深さ）を対象とする詳細調査を実施する。
　調査は、根株周辺の土壌を掘削して根株を露出させ、
根株全周に対する木槌による打診、根株の凹部や異状
部が疑われる部分に対する鋼棒貫入による異常部の確
認とあわせて樹体の揺れを確認した上で、樹木腐朽診
断機器あるいはドリル、成長錐等を使用して、腐朽割
合や健全材の厚さを測定する（写真 -4.18、4.19）。
　なお、根株腐朽が進行した樹木においては、根株（地
際部）の腐朽割合があまり大きくない場合においても、
樹体を支持する太根が著しく腐朽していることで倒伏
につながる危険性が高くなることに十分な留意が必要
である（写真 -4.20）。
　そのため、根株に腐朽や空洞が確認された場合には、
樹体の根系による支持力を確認するため、根株から偏
厚して発達する太根の有無や、肥大成長（あて材）の
状態（腐朽の有無を含めた）を把握することが重要で
ある（写真 -4.21）。

根株（地際）部の
断面腐朽割合：40％

根系の裏側（樹体
の下側）から見た
腐朽状態（黄色線
内：50％以上）

地際部（黄色線）
からの根系破断
深さ：約 20㎝

　調査結果は、異状部の位置と状態がわかるように図化し、
腐朽割合や健全材の厚さと太根の肥大成長（あて材）の状
態を調査票に記録する。
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＜東京都における根株診断の事例＞

★根株診断の概要
　根株診断は貫入抵抗測定器を地際で原則として 40 度の俯角をつけて根株の中心に向かって斜め
下方向を測定することにより、地下の根株腐朽の程度を測定する。ただし、根株の範囲からはずれ、
石や土などに当たると想定される場合には 30 度の俯角とする。根株診断では貫入測定器は角度機
能付きで 500mm 以上の測定長をもつ機器を使用する。
　なお、ケヤキなど材の硬い樹木の根株診断を実施するに当たり、季節により機器損傷の可能性が
高いと判断される場合は、貫入回数および使用機器について監督員との協議を行い調査方法を決定
する。この場合、角度機能をもたない機種の使用も可とするが、幹半径以上かそれに近い測定長の
機種を使用する。

○想定断面
　測定は、根株中心に向かって斜め下方向に俯角をつけて行うが、想定断面図ではこれを平面で
表現する。想定断面の縦径及び横径は、測定直径に定数（俯角 40 度：1.31、俯角 30 度：1.15）
を乗じて算出した測定線分延長（補正直径）とする。
　※測定線分延長
 　　測定線分延長は、以下の係数を幹半径に乗じることにより算出する。
　　・俯角 30 度の場合 測定線分延長＝幹半径× 1.15
　　・俯角 40 度の場合 測定線分延長＝幹半径× 1.31

○腐朽度判定
　腐朽空洞率の算出方法は、　　　　  表　 判定基準
「表 -4.11　樹木腐朽診断機器」　
（p1-55）を参照。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真　根株診断のイメージ
引用文献：平成 26年度 街路樹診断マニュアル、東京都建設局公園緑地部、2014.7

腐朽空洞率 判定
10％未満 健全か健全に近い（Ａ）
10％以上、30％未満 注意すべき被害（B1）
30％以上、50％未満 著しい被害（B2）
50％以上 不健全（C）



（３）根系診断
　外観調査により、根系に重大な弱点があると推測された場合には、根株部分（地表面から 30cm
程度の深さ）の周辺を掘削して根系の生育状況を詳細に調査する（写真 -4.22）。植樹帯等の狭小な
植栽基盤では根系が絡み合みあい、根系密度が高くなっていることが多いため、掘削時に根系に傷を
与えないように注意する必要がある。最近では、圧縮空気を利用して土壌を吹き飛ばす方法（エアー
スコップ）が多く用いられている（写真 -4.23）。
　腐朽徴候の存在箇所が目視で確認できる幹の低い部分及び根の場合は、木槌で打診して調査する。
さらに、腐朽が疑わしい場合、主根は貫入抵抗値測定機あるいはドリル、成長錐等を使用して、健全
材の厚さを測る調査を行う必要がある（写真 -4.24）。
　調査結果は、それぞれの位置と状態を図化して、主根の総数と弱点及び腐朽を有する割合を把握す
る。

写真 -4.23　圧縮空気を利用した土壌の掘削方法

写真 -4.22　根系の詳細診断（左：根株部分、右：根株と根系部分）

写真 -4.24　ドリルによる根系腐朽状況の確認

樹木健全度調査の基本方針・方法



表 -4.12　開口空洞、腐朽割合、健全材の厚さによる危険度評価

４．２．７ 詳細診断の評価
（１）開口空洞部及び腐朽割合、健全材厚による危険度評価
　開口空洞部及び腐朽割合、健全材厚による危険度評価の判定指標と判定基準値を表 -4.12 に示す。
これらの基準値は、樹木の安全評価を定量的に表しているものの、単独で使用するのではなく、他の
危険度評価の結果もあわせて総合的に判断することが重要である。例えば、安全とされる数値の樹木
においても、その他の弱点により破断する可能性があり、逆に、危険値だったとしても樹冠の縮小等
によりリスクを小さくすることも可能である。

　以下、最も危険性の高い「Ｅ」についての評価基準について示す。
１）開口空洞
　開口空洞が中心に達していて、開口長が幹周の 33％以上ある場合は、「非常に高い危険性があり、
すぐに倒伏、枝折れに繋がる恐れがある」（Ｅ）と判断する。



２）腐朽・空洞割合
　開口空洞が中心に達していて、開口長が幹周の 33％未満の場合には、基本的にはγ線透過量測定
機を使用して腐朽・空洞割合を測定する。腐朽割合（樹幹断面積に対する腐朽面積）が 50％以上の
場合は、「非常に高い危険性があり、すぐに倒伏、枝折れに繋がる恐れがある」（Ｅ）と判断する。ま
た、γ線透過量測定機を使用できない場合には、使用可能な樹木腐朽診断機器の中から最適な機器を
選択して腐朽・空洞割合を測定する。貫入抵抗値測定機による場合は、複数箇所の健全材の厚さを測
定して内部の腐朽・空洞割合を推定する。
　測定にあたっては、腐朽割合が最も大きいと予測される断面位置を特定する必要がある。断面位置
の特定は、樹木特性や腐朽メカニズムの知識を有し、経験が豊富である調査技術者が行う必要がある。
３）健全材の厚さ
　貫入抵抗値測定機において、樹幹が太くて貫通できない樹木に対しては、健全材の厚さで判定する。
健全材の厚さと幹の半径の比率が、0.3 未満（腐朽・空洞が幹の中心を超えて広がっている場合のみ
に適用）の場合には、「非常に高い危険性があり、すぐに倒伏、枝折れに繋がる恐れがある」（Ｅ）と
判断する。健全材の厚さを測定する際には、複数箇所を測定して確認する必要がある。

＜腐朽・空洞による危険性判断＞

　樹幹にある腐朽・空洞により折損する障害が発生することがマテック博士による実態調査結果か
ら示唆されている。調査結果では、腐朽・空洞半径／幹半径が 0.7（幹半径の 70％）を超えると立っ
ている樹木よりも折損する樹木が上回ることが確認されている。ちなみに、この値の 0.7 を面積に
換算すると 49％（約 50％）となる。
　そのため、腐朽診断結果の評価で
はこの値を基準にして、段階的な危
険度を示している。　
　ただし、樹高が著しく低い樹木や
幹直径に対して樹冠が小さい樹木で
は、腐朽・空洞半径／幹半径が 0.7
を超える大きな腐朽・空洞があって
も倒伏していない樹木が確認されて
いる。そのため、この基準値を超え
る街路樹であったとしても、街路樹
の機能面や活力状況から樹高を低く
抑えることや樹冠を小さく抑えるこ
とが可能な場合には、危険性を小さ
くできるものといえる。

＜腐朽・空洞の大きさによる倒壊実態調査結果＞

引用文献：マテック博士のフィールドガイド、最新樹木の危険度診断入門、著者：クラウス・マテック、翻訳：堀大才・
　　　　　三戸久美子、発行：街路樹診断協会、2008.6　

樹木健全度調査の基本方針・方法



表 -4.13　根系腐朽による危険度評価

図 -4.10　根株断面腐朽割合と根系腐朽状態による複合的な倒伏危険性の評価例

　さらに、以下の状態を考慮して、総合的に危険性を評価する。
　・傾斜している樹木
　・根系の生育空間が限定されている樹木
　・厳しい暴風が頻繁に生じる場所に植栽されている樹木
　・樹冠が大きいことや部分的に枝葉が密集している等、地下部と地上部がアンバランスな樹木
　・主要根が地中で浮き上がること等に関連して、土壌に亀裂が発生している樹木

図 -4.11　根系腐朽の特徴

倒伏危険性 大 中 小

腐朽・空洞
割合
（地際）

19％ 22％ 33％

根系（太根）
の健全状態

腐朽が多い 腐朽が少ない 腐朽なし

（２）根株・根系の腐朽状態による危険度評価
　根株・根系の腐朽が認められる場合には、倒伏等の危険が常に存在する。根株の腐朽については、
腐朽割合が 50％未満であっても、倒伏につながる危険性を有する場合があるため、根株から偏厚し
て発達する太根の有無や、肥大成長（あて材）の状態（腐朽の有無を含めた）を評価に含めることが
重要である（図 -4.10）。根系については、主要根の 33％以上が腐朽等で不完全な場合には、危険性
が高いと判断する（表 -4.13）。腐朽の状態を判断する際には、根の断面が楕円形や卵型であること
を認識しておく必要がある（図 -4.11）。また、腐朽した根の場合には、ドリルが根を貫通して土壌
に入る前に何もない空間（隙間）を通り抜けることがあることも想定する。



　植栽環境調査は、生育条件調査と障害対象調査からなり、樹木健全度調査と併せて実施する
ものである。生育条件調査は、植栽地や気象条件、支柱等の保護材の状態を把握する。障害対
象調査は、街路樹が倒伏した際に発生する障害を事前に予測する。

　　解説
　樹木の倒伏等の発生は、樹木そのものが健全であるかどうかと併せて、樹木の植栽されている場所
の地形条件・気象条件によっても影響を受ける（写真 -5.1）。また、支柱等の保護材（未活着樹木の
倒伏等を防ぎ、樹木の活着と成長を助けるために設置）が適切に機能しているか、逆に樹木の欠損を
引き起こしていないかにも影響を受ける（写真 -5.2）。
　したがって、樹木健全度調査と併せて、倒伏等の生じやすさの判断をするために必要となる地形条
件、気象条件等を調べる生育環境調査や、支柱や踏圧防止板等の保護材の設置状況を調べる保護材の
調査を行う必要がある。
　また、道路空間は、自動車や歩行者が常時利用し
ているだけでなく、沿道には住居等の建築物や、架
空線、水道管等のライフラインなどが存在している
ため（写真 -5.3）、倒伏、枝折れが生じた際の障害を
事前に予測しておくことが重要である。
　このことにより、倒伏、枝折れの発生に対する改
善策を事前に措置でき、障害事故を最小限に防止す
ることが可能となる。また、緊急時に限られた時間
の中で改善的措置の優先順位を付けることも可能と
なる。 写真 -5.1　積雪（着雪）により折損した枝

写真 -5.2　支柱とガードパイプに挟まれた樹木 写真 -5.3　道路空間に存在する障害対象

植栽環境調査の基本方針と方法



　　解説
５. ２．１ 生育環境調査
　海岸沿いや、ビル風の生じやすい場所などの恒常的に風の強いところは、台風等の強風時に、風向
きによっては局地的に暴風を受けやすくなる（倒伏が発生しやすくなるので、恒久的な支柱等の設置
が必要となる場合もある）。また、降雪による枝への着雪が生じやすい地域では、枝折れが起こりや
すくなる（図 -5.1）。
　したがって、このような倒伏等の発生しやすい場所（存在）がないかを把握するために、現地を確
認、調査するとともに、これまでの倒伏等の発生箇所の記録を道路管理簿等から把握する。

５. ２. ２ 樹木保護材の調査　
①支柱の必要性の調査
　支柱は、根が十分に張っていない樹木が強風等により揺れたり傾いたりするのを防ぐ目的で設置さ
れるものであり、根系が発達し、樹木が十分に活着した場合には支柱は不要となる。樹木の活着は、
根の伸長状況、樹木の揺れの状況を調査することで判断する必要がある。
　なお、支柱撤去の時期は、樹種や植栽環境によっても異なるが、木製の支柱に老朽化が見られたり、
植栽時に設置した支柱が幹に食い込みはじめると考えられる時点（５年経過以降）が一応の目安とな
る。
②支柱の結束状況・樹木損傷状況調査
　支柱は、その種類、材質にもよるが、概ね２～３年すると支柱を構成する材間の結束や、支柱と樹
木の間の結束部分がゆるんだりするので、結束状況等を調査する。
　また、逆に結束縄等が幹に食い込んだり、支柱本体が樹木へ食い込んで、樹幹に損傷を与えていな
いかを調査する（図 -5.2）。

図 -5.1　地形と気象条件

ビル街 海岸地 平地 積雪地

　生育条件調査は、生育環境調査と樹木保護材の調査からなる。生育環境調査は、地形条件や
気象条件を調査するとともに、これまでの倒伏事例等の記録を整理することにより、どこで倒
伏等が生じやすいかを把握する。樹木保護材の調査は、支柱や踏圧防止板等における必要性、
結束状況、樹木への損傷等を調査する。



図 -5.2　支柱の結束状況・樹木損傷状況

図 -5.3　支柱・踏圧防止板等の損傷状況

支柱の損傷 踏圧防止板の損傷（凹凸） 縁石の損傷 舗装の損傷

樹幹の損傷 樹幹への食い込み 結束部の劣化

③支柱、踏圧防止板等の損傷調査
　支柱が腐朽したり、損傷したりしている場合には、支柱そのものが倒れ道路利用者等に危害を与え
ることとなるので、腐朽・損傷の有無を調査する。
　また、街路樹の根元を踏圧等から保護するために設置されている踏圧防止板や植栽桝の縁石、舗装
等が、根の成長で浮き上がった場合には、歩行者の転倒や身体障害者の移動を妨げることに繋がるた
め、浮き上がりが生じていないかの調査を行う（図 -5.3）。

植栽環境調査の基本方針と方法



　樹木に倒伏・落枝が発生した際にどのような規模の障害が生じるか、また、その障害によっ
てどれだけの影響を及ぼすのかを予測するために、植栽場所の土地利用や植栽地形状を区分し
ておく。また、樹木の倒伏・落枝により、具体的に何に対してどの程度の大きさの障害が生じ
るかを事前に調査し、予測することが必要である。

　　解説
５. ３．１ 植栽地区分
　樹木に倒伏・落枝が発生した際に、どのような障害が、どのくらいの頻度で生じるかを大まかに予
測するために、植栽場所の土地利用条件（住居地域、商業地域、工業地域、農村地域等）、植栽地形状（植
樹帯、植栽桝、中央分離帯等）を把握して区分する（図 -5.4、5.5）。

図 -5.4　土地利用条件

図 -5.5　植栽地形状

住居地域（都市部） 住居地域（地方部） 商業地域

工業地域 農村地域 自然環境地域

緑地帯 植樹帯 植栽桝

中央分離帯 のり面 盛土



５．３．２ 障害対象予測
　樹木に倒伏・落枝が発生した際に、何に障害を与える恐れがあるのかを、樹木健全度調査に併せて、
個々の樹木に対して予測するものである。障害対象として、自動車、歩行者等の道路交通状況、住居
等の建築状況、信号機や標識、街灯等の施設状況、架空線の設置状況等を確認する（図 -5.6）。
　また、地下埋設物等による地下利用状況についても可能な範囲で把握する。

図 -5.6　障害対象

自動車 自転車 歩行者 ビル

公共施設 住居 歩道橋 信号

標識 ガードパイプ ベンチ、バス停 モニュメント

架空線 街灯 電柱 電話ボックス

植栽環境調査の基本方針と方法



＜倒伏等による通行者や周辺施設の障害事例＞　

＜障害発生事例＞

（自動車の破損）

（周辺住居等の破損）

（架空線の障害）

（車道の通行障害、歩行者信号機等の破損）

（歩道の通行障害）（ガードパイプの破損）

　平成 16年に発生した倒伏等が周辺に及ぼした人的被害をみると、人命に関わるものが 6件、命
に関わらない傷害 2件を含めると 8件あった。家屋器物被害も 151 件あり、交通障害は 7,512 件
で 54％（不明なものを除く）と半数程度の割合で発生していた。
　被害の発生と樹高の関係
では、樹高にかかわらず被害
が発生しており、樹高が大き
な発生要因となるものではな
く、周辺にどのような障害対
象があるかに大きく影響され
ることがいえる。
　詳細は、国総研資料第 669
号「街路樹の倒伏対策の手引
き」、「第 2編 平成 16年における街路樹の台風被害実態調査」を参照。

　＜倒伏等による周辺への被害＞



　　解説
　危険度評価の結果から倒伏等の危険性が高いと評価された樹木については、危険性を解消あるいは
低減するための改善的措置を実施する必要がある。その際、街路樹が道路の附属物であることを認識
し、道路交通の妨げにならない範囲内で、街路樹としての機能（図 -6.1）を十分に継続して発揮でき
ることに配慮するものとする。特に、強度の剪定等により本来の樹種特性を乱した小さくいびつな樹
冠形状にすることは、緑陰形成や景観上から好ましくないだけでなく、生育不良や剪定箇所からの腐
朽侵入に繋がるので避けなければならない（写真 -6.1）。
　改善的な措置を施しても機能が回復できないと考えられる場合には、伐採して更新することを優先
的に考える必要がある。さらに、危険性を有する街路樹が路線内に多数確認された場合には、路線全
体の街路樹を更新する再整備についての検討も必要となる。

　危険度が高い樹木については、街路樹としての機能を考慮した上で、危険性を解消、あるい
は低減するために必要な改善的措置を行わなければならない。

図 -6.1　街路樹の機能

写真 -6.1　倒伏対策として強剪定された街路樹

（根株に発生したベッコウタケ）

　改善的措置の実施にあたっては、
樹木の生理特性や維持管理に詳しい
知識を有する専門家を含めた体制を
構築することが望ましい。改善的措
置の中には、樹木の生育にとっては
一時的ではあるが悪影響となるもの
もあり、その影響をできる限り抑制
するためには、樹木の専門的知識が
必要不可欠となる。

改善的措置の基本方針と立案



　　解説
　改善的措置の立案においては、樹木の危険度評価のほか、道路緑化としての緑化目標（将来像）、
植栽環境の変化、実施できる維持管理水準等も含めた総合的な判断により、最適な方法を選択するこ
とが求められる。そのため、最終的には個々の樹木への改善的措置のみを立案するのではなく、その
地域における街路樹として路線全体を俯瞰した判断も必要となり、その際には、路線全体を対象とし
た改善的措置を立案することとなる。
　本章では、改善的措置の立案の第一段階として、個々の樹木の危険度評価に応じた改善的措置につ
いて示すものとし、路線全体の改善的措置（再整備）については手引き本編の第 4章に解説する。
　
６．２．１ 点検・診断結果に応じた立案
（１）通常巡回の結果を踏まえた改善的措置
　通常巡回の結果に基づいて、表 -6.1 に示す改善的措置を提案すると同時に、通行障害や視認障害
を解消するために緊急的な措置を行う。なお、巡回者だけでは措置の実行が不可能な場合には、通行
者の危険を回避するための適切な保安措置を図るとともに障害発生を通行者に周知し、実施体制を整
えた上で速やかに適切な保安措置を行うこととする。
　緊急性がない障害については、その後の通常巡回でのモニタリングや定期巡回の際に状況把握に努
め、適切な時期に異状箇所の改善的措置について検討を行うこととする。

　改善的措置の立案においては、樹木の危険度評価に応じて、健全度を維持するための日常管
理方法、あるいは危険を解消または低減するための方法として、剪定、ケーブリング、伐採更
新、保護材の復旧または撤去、樹木活力の向上などから最適な方法を選択する。

表 -6.1　通常巡回における改善的措置の例

項目 確認内容
改善的措置（案）

緊急性が高い場合 本格的な対策が必要な場合

車道 倒木の存在 倒木の除去・再植栽

その後の「通常巡回」、「定
期巡回」の際に状況把握を

実施

改善的措置の検討

落葉等の散乱 視認障害等交通障害になる場合、落葉等
の除去

歩道 根の成長による舗装の隆起 転倒等交通障害となる場合、根系切除※

標識 視認障害物 視認障害となる場合、樹冠縮小の剪定
照明 照明状況に問題 照明を遮っている場合、樹冠縮小の剪定
緑化施設 枝葉による見通し阻害 見通し阻害となっている場合、樹冠縮小

の剪定
枝葉が建築限界を侵してい
る

建築限界を侵している場合、樹冠縮小の
剪定

立枯れや枝枯れの存在 立枯れ木があれば、伐採・再植栽
枝枯れがあれば、危険枝の剪定

枝葉による歩行者や車両等
への交通障害

交通障害になっている場合、樹冠縮小の
剪定

専門的な措置となるため、樹木医等の専門家による判断・対応が望ましい



（２）定期巡回の結果を踏まえた改善的措置
　定期巡回の結果に基づいて、表 -6.2 に示す改善的措置を提案すると同時に、樹木の構造上の弱点
や樹木保護材等による危険性を解消するために緊急的な措置を行う。なお、巡回者だけでは措置の実
行が不可能な場合には、通行者の危険を回避するための適切な保安措置を図るとともに障害発生を通
行者に周知し、実施体制を整えた上で速やかに適切な保安措置を行うこととする。
　緊急性がない危険性については、必要に応じて簡易診断や健全度調査等により詳細に状態を把握し
て、適切な改善的措置について検討を行うこととする。

表 -6.2　定期巡回における改善的措置の例

項目 確認内容
改善的措置（案）

緊急性が高い場合 本格的な対策が必要な場合

枯損木、
枯れ枝

・枯損木の存在 伐採（再植栽）
・枯れ枝の存在 危険枝となる枯れ枝の剪定

幹や枝の亀裂・幹や枝に亀裂が発生 幹折れや落枝の可能性が高い場合、
断幹もしくは危険枝の剪定

幹に亀裂がある場合は「簡
易診断」、「樹木健全度調査」

を実施

改善的措置
腐朽・空洞 ・幹や根元に大きな空洞

・幹や根元に腐朽
・幹や根元にキノコが発生

倒伏や幹折れの可能性が高い場合、
空洞・腐朽部措置もしくは断幹・伐
採（再植栽）※

腐朽・空洞やキノコがみら
れる場合は「簡易診断」、「樹
木健全度調査」を実施

改善的措置
著しい揺れ、
土壌との隙間

・幹を押すと、樹木全体に揺
れが発生

・根元と土壌に隙間が発生

周辺工事等によって根系の切断が認
められた場合、支柱の再設置
腐朽根が多少あるが、活力があり、
新たな根系発達で数年後には回復が
見込まれる場合は、支柱の再設置

腐朽根が確認される場合は
「簡易診断」、「樹木健全度調

査」を実施

改善的措置
根が生育不良のために倒伏の可能性
が高い場合、不定根育成もしくは断
幹・伐採（再植栽）※

根が生育不良のために樹勢
衰退がみられる場合は「簡
易診断」、「樹木健全度調査」

を実施

改善的措置
樹木保護材 ・支柱や保護柵は結束の緩み

や破損
・幹や根元への支柱や踏圧防
止板等の食い込みが発生

保護材の補修、再整備

根上り・舗装
面の不陸

・舗装の不陸や段差が発生 根系切除及び植栽基盤整備※ 根上りが確認される場合は
「簡易診断」、「樹木健全度調

査」を実施

改善的措置
踏圧防止板、緑石、舗装の破損がみ
られる場合、施設の補修

その他 ・病虫害に侵されており、樹
木の健全性と美観回復が
必要な場合

道路通行者への影響、樹木生育への
大きな影響、周辺住民への大きな影
響を及ぼす害虫が発生した場合は駆
除

樹勢衰退が考えられる場合
は「簡易診断」、「樹木健全

度調査」を実施

改善的措置
専門的な措置となるため、樹木医等の専門家による判断・対応が望ましい

改善的措置の基本方針と立案



表 -6.3　異常時巡回（襲来時）における改善的措置の例

表 -6.4　異常時巡回（襲来後）における改善的措置の例

（３）異常時巡回の結果を踏まえた改善的措置
　異常時巡回の結果に基づいて、襲来時に樹木による障害が発生している場合には、人的災害や交通
の支障、周辺施設の被害等があるものに対して緊急的に支障を取り除く作業を行う（表 -6.3）。交通
の迂回措置がとれる場合には、案内看板等により交通誘導しながら交通障害を起こした被害木の立て
起こしや伐採・撤去、剪定等の応急措置を実施する。作業時には、作業員が新たな倒木等の下敷きや
伐採木の跳ね返り等の二次災害に巻き込まれる事故の発生可能性があるため、十分な安全対策のもと
での実施が必要である。
　緊急措置後の本格的な措置は、台風通過後の二次災害の危険が回避されてから実施する（表 -6.4）。
　街路樹の強風による被害は交通障害を発生させる可能性が高いことから、根返り・傾倒は、交通障
害とならないわずかな傾きや主に育成段階の支柱不良の場合を除き、伐採・再植栽を基本とする。幹
折れの場合も回復の可能性を十分考慮した対応とする。現場では被害がどの部分でどの程度発生して
いるのかを見極めて、状況に応じた対応を的確に行うため、過去に樹木点検・診断に携わっていた者
も同行の上で措置を実施することが望ましい。

被害状態
緊急的な改善的措置（案）

基本的対応 重要性の高い場合の対応
根返り 切断・撤去 樹体に残された根量が多く、活着が見込める場合には、立

て起こして仮支柱で固定
幹折れ 除伐・撤去 被害が先端部で、生育や樹形等に大きな被害がない場合の

状態は、折損部をきれいに切断して殺菌剤等を塗布
傾倒 多くの根系が切断され、活着が見込ま

れない場合は切断・撤去
立て起こして仮支柱で固定

枝折れ 剪定・撤去

被害 被害発生要因 改善的措置（案）
根返り 根系腐朽 根系腐朽が 1/3 以上⇒伐採・再植栽腐朽が小さい⇒腐朽部切除・立て起こし

根系伸長不良 生存根量が少ない⇒伐採・再植栽 生存根量が多い・植栽基盤小⇒植栽基盤の拡大
生存根量が多い・病虫害がある・樹勢低下⇒土壌改良・病虫害防除・立て起こし

支柱不良 育成段階での支柱材腐朽・結束部の劣化⇒新規材料で再設置
維持段階の傾き⇒伐採・再植栽 維持段階・支柱規格不適合⇒適正支柱の再設置

幹折れ 腐朽・空洞、亀裂 伐採・再植栽（回復可能性が小さい）
不完全結合 全て折損⇒伐採・再植栽 残存樹幹があるが傷が大きい⇒伐採・再植栽

残存樹幹があるが傷が小さい⇒殺菌剤を塗布し保全
樹木保護板の不良 根株への食い込み⇒樹木保護板の撤去、伐採・再植栽

傾倒 根系腐朽 根系腐朽が 1/3 以上⇒伐採・再植栽傾きと腐朽が小さい⇒腐朽部切除・立て起こし
根系伸長不良 傾きが大きい⇒伐採・再植栽 生存根量が多い・植栽基盤小⇒植栽基盤の拡大

傾きが小さい・病虫害がある・樹勢低下⇒土壌改良・病虫害防除・立て起こし
支柱不良 育成段階での支柱材腐朽・結束部の劣化⇒新規材料で再設置

維持段階の傾き⇒伐採・再植栽 維持段階・支柱規格不適合⇒適正支柱の再設置
枝折れ 腐朽・空洞、亀裂

最適な位置まで切り戻す剪定
不完全結合
枝葉の過密・偏り 枝葉のバランスをとる枝抜き剪定や透かし剪定、切り戻し剪定



（４）簡易診断の結果を踏まえた改善的措置
　簡易診断の結果に基づいて、表 -6.5 に示す改善的措置を提案すると同時に、樹木の構造上の弱点
や樹木保護材等による危険性が認められた場合には、危険性を解消するために緊急的な措置を行う。
　なお、簡易診断の結果から緊急的な措置が必要であると判断する場合には、樹木専門家などの意見
を参考にするなどの方法により、健全な街路樹が必要のない措置を受けて緑化機能の発揮が妨げられ
ないように、十分な配慮が必要である。
　当該街路樹の保全重要性が高い場合には、樹木健全度調査、植栽環境調査の対象木とし、それ以外
の場合には、道路交通等の安全性を確保するために改善的措置の提案を行う。
　簡易診断の結果、樹木形状と活力状況、樹体の構造において異状や弱点等が特に認められなかった
場合には、通常実施されている日常管理を継続して行うこととする。

表 -6.5　簡易診断における改善的措置の例

表 -3.3　簡易診断結果の評価基準と対応例」（p1-33）を再掲

※「小・大」の目安は参考表 -3.1

改善的措置の基本方針と立案



表 -6.6　樹木健全度調査（外観診断）定期巡回における改善的措置の例

診断項目

評価基準に対応する改善的措置・詳細診断
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

健
全

僅かな異
状がある

弱点が認められる
が、危険性はない

危険性を有してい
るが、すぐには倒
伏、枝折れはしない

非常に高い危険性があ
り、すぐに倒伏、枝折
れする恐れがある

枝

結
合
部

①幹との結合部の腐朽 無 詳細診断、剪定
②樹皮を巻き込んだ結合 無 経過観察 剪定
③穿孔害虫 無 経過観察 剪定・除去

本
体

④枯れ枝 無 剪定
⑤ぶら下がり枝 無 剪定・除去
⑥腐朽・空洞・樹皮
の枯死等 無 詳細診断、経過観察 詳細診断、

剪定・除去
⑦亀裂 無 剪定・除去

バラ
ンス

⑧枝葉の偏り
　（ライオンテイル） 無 剪定

頂上
枝
⑨主幹切断部
　（トッピングの腐朽） 無 剪定・除去

幹

本
体

①開口空洞※） 無 経過観察 詳細診断、経過観察 詳細診断、断幹、空洞・
腐朽部処置②腐朽（子実体） 無 詳細診断、経過観察

③亀裂 無 剪定、ケーブリング
等

詳細診断、
剪定、ケーブリング等

④樹皮枯死・欠損 無 詳細診断、経過観察

詳細診断、経過観察
⑤隆起 無 詳細診断、

断幹、剪定、ケーブリ
ング等

⑥打診音異常 無
結合 ⑦不完全な結合 無
昆虫 ⑧昆虫 無 詳細診断、駆除

根
株

本
体

①腐朽（子実体） 無 詳細診断、経過観察 詳細診断、
断幹、不定根育成②鋼棒貫入異常 無

③根株の切断 無 樹勢回復
④ガードリングルート 無 切除・経過観察
⑤縁石の巻き込み 無 経過観察

基
盤
⑥樹体の揺れ 無 詳細診断、経過観察 詳細診断、

伐採、断幹、剪定
⑦土壌との隙間 無 樹勢回復

昆虫 ⑧昆虫 無 詳細診断、経過観察 詳細診断、駆除

根
系

露
出
根

①露出根の切断 無 詳細診断、経過観察

②露出根の腐朽 無 詳細診断、経過観察 詳細診断、
空洞・腐朽部処置

③露出根皮の枯死・欠損 無 詳細診断、経過観察

地
中
根

④土壌の盛り上がり 無 詳細診断、経過観察 根系切断、不定根育成
⑤特殊な植栽基盤 無

植栽基盤改良、樹勢回復⑥土壌の流出 無
⑦土壌の固結 無
⑧周辺工事の影響 無

※）開口空洞における「芯」とは、空洞が幹の中心部分まで達しているか、達していないかの区分

（５）樹木健全度調査の結果を踏まえた改善的措置
１）外観診断の結果に対する改善的措置
　外観診断の結果に基づいて、表 -6.6 に示す改善的措置を提案すると同時に、樹木の構造上の弱点
や樹木保護材等による危険性が認められた場合には、危険性を解消するために緊急的な措置を行う。
　樹木の構造的な弱点が確認された場合には、詳細診断の対象木として必要な調査を実施する。



２）詳細診断の結果に対する改善的措置
　樹木健全度調査（詳細診断）の結果に基づいて、表 -6.7 に示す改善的措置を提案すると同時に、
樹木の構造上の弱点や樹木保護材等による危険性が認められた場合には、速やかに実行する。
　なお、路線のある一定区間で伐採（再植栽）の診断結果が多数確認されるなど、路線全体における
街路樹の健全な維持が困難と判断される場合などには、路線全体の再生（再整備）を含めた対応方針
を検討する（詳細は手引き第１編第 5章参照）。

表 -6.7　樹木健全度調査（詳細診断）における改善的措置の例

診断項目

評価基準に対応する改善的措置・詳細診断

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

健全 僅かな異状
がある

弱点が認め
られるが、
危険性はな
い

危険性を有してい
るが、すぐには倒
伏、枝折れはしな

い

非常に高い危険性
があり、すぐに倒
伏、枝折れする恐
れがある

地
上
部

開口空洞 開口空洞部の周囲
長比率

無
（日常管理）

樹勢回復、
剪定

樹勢回復、
腐朽・空洞部処置、
不定根育成、
剪定

伐採（再植栽）腐朽・空洞
割合

幹の断面積に対す
る腐朽・空洞部の
割合

健全材の厚
さ

幹の半径に対する
健全材厚さの割合

根
株

地際の腐朽・空洞割合
無

（日常管理）
樹勢回復、
剪定

樹勢回復、
腐朽・空洞部処置、
植栽基盤改良、

剪定
伐採（再植栽）

根系（太根）の健全状態

根
系根系腐朽

無
（日常管理）

樹勢回復、
植栽基盤改良、

剪定

樹勢回復、
腐朽・空洞部処置、
植栽基盤改良、

剪定
伐採（再植栽）

改善的措置の基本方針と立案



６．２．２ 改善的措置の概要
　街路樹の改善的措置の概要を表 -6.8 に、その留意点を表 -6.9 に示す。

表 -6.8　改善的措置の概要

改善的措置 概要（主な内容） 効果の
発現時期

剪定

・街路樹の主枝、副枝、側枝を切除して受ける風圧を軽減する。
・街路樹の枯れ枝等の危険な不要枝を切除する。
・建築限界を越境した枝を切除する。
・病虫害に侵されて他の対策では対処が不可能と判断された枝等を切除し
たり、樹冠内の枝の密度を低くして通風性を確保し病虫害を予防したり
する。

短期

植栽基盤整備・改良

・部分的な土壌の通気・透水性の改善や化学性を改良する。
・根系の露出を伴う広範囲かつ深層までの土壌を対象に、通気・透水性の
改善や化学性を改良する。
・強酸性化、アルカリ性化した土壌を改善するために基盤内土壌に中和剤
を混合することにより土壌酸度を中和させる。
・樹木特性（形状等）に適した植栽基盤の大きさに拡張して、良好な生育
（根系伸長）を確保する。
・根上り対策として、根系遮断シートの設置や縁石等の構造物の強化を行
う。

中期

空洞・腐朽部処置

・幹や枝の空洞・腐朽部の外科的処置としては、以下の方法がある。
開口型：腐朽部を削り取り、よく乾燥させた後、傷口を殺菌する。
開口部閉鎖型：腐朽部を削り取り、よく乾燥させて傷口を殺菌後、開口

部に蓋をする。
全充填型：腐朽部を削り取り、よく乾燥させて傷口を殺菌後、ウレタン

等を充填する。
不定根誘導型：腐朽部を削り取り、よく乾燥させて傷口を殺菌後、不定

根を育成して空洞・腐朽部を被覆する。
・根系の外科的処置としては、　罹病（りびょう）部位を切除した上で、
殺菌剤を塗布する方法がある。

長期

不定根育成 ・樹幹等に発生した不定根を土壌まで誘導して根系からの養水分の吸収を
図り、生育の促進を図る。 長期

樹体保護
・樹木の強風等による倒伏防止や枝折れ防止のために、支柱を設置する。
・樹木の強風等による幹裂けや枝裂けを防止するため、保護対象となる幹
や枝をワイヤーで連結させる。

短期

病虫害防除 ・薬剤散布、捕殺、コモ巻き、罹患部の切除、マツ材線虫病の予防のため
の薬剤散布や樹幹注入により、病虫害を防除する。 短期

再植栽 ・伐採された既存街路樹の植栽空間に、同種の新たな樹木を植栽する。 短期

伐採・間伐
・樹勢衰退が著しい樹木や倒伏危険性が高い樹木を伐採する。
・樹木間隔を広げて狭小となっていた植栽空間を改善させるために、一部
の街路樹を間伐する。

短期

伐採後の処置 ・伐採後に植栽桝等を花壇や歩行空間等として整備するなどの有効活用
や伐採木材等の有効活用を行う。 短期

根系切除 ・歩道の舗装面の隆起や亀裂等を発生させて通行に支障を与えている街路
樹の根系を切断して除去する。 短期

※対策工効果の発現時期は、短期が「1年程度」、中期が「1～ 3年程度」、長期が「3～ 5年程度」を目安としている。



表 -6.9　改善的措置の留意点

保全対策工 施工性・経済性等 長所 短所

治
療
・
保
護

剪定 ・一般的な剪定作業と同程度となるが、
高所の枝を対象とする場合には、特殊
技術や機材が必要になるため、コスト
がかかる。

・枯損枝等のみを除去
することで応急的な
対策ができる。

・剪定箇所によっては
樹形等に影響が生じ
る場合がある。

植栽基盤整備・
改良

・治療・保護における植栽基盤整備・改
良は、大径木に対して実施することが
多いため、歩道改修等も必要となる場
合があるため、通常よりもコストが大
きくなる。

・樹勢を良好にするこ
とで、空洞・腐朽部処
置や樹勢回復を促進
することができる。

・広範囲な植栽基盤の
改良となるため、工事
中は通行者等への支
障が生じることがあ
る。

空洞・腐朽部処
置

・熟練技術者による特殊な技術を要する
ため、コストがかかる。
・空洞・腐朽部が高いところにある場合
や大きい場合は、養生期間中の仮設工
事等を要する場合も生じるため、施工
性が悪くなる可能性がある。

・対象樹木の樹形等を
大きく損壊すること
なく維持することが
できる。

・作業の実施にあたっ
ては十分な調査や検
討が求められる。
・当面の間、樹幹の見
栄えが良くない。

不定根育成 ・熟練技術者による特殊な技術を要する
ため、コストがかかる。
・不定根育成は、継続した作業を行う必
要があるため、時間がかかる。

・樹形等を大きく損壊
することなく、地下部
の掘削も最小限にと
どめられる。

・養生期間が長く、そ
の間の景観的な配慮
が求められる。

樹体保護 ・大径木の場合、特殊な資材や工法によ
りコストがかかる。
・大径木を対象とする高所のケーブリン
グは特殊技術や機材が必要になるため、
施工性が悪い。

・対象樹木の樹形等を
大きく損壊すること
なく維持することが
できる。

・歩道空間の安全や、
景観への配慮が求め
られる。

更
新
【
同
種
】

再植栽 ・植栽桝や舗装の改変を伴う場合は初期
コストがかかるとともに、複数の工種
が発生するため施工性が低下する。

・当面の間、倒伏・落
枝のリスクを軽減で
きる。

・短期的に景観性等の
道路緑化機能が損な
われる場合がある。

（植栽基盤整備・
改良）

・再植栽時の植栽基盤整備・改良は、特
殊な植栽基盤等を除き、一般的な施工
性・経済性等となる。
・植栽桝や舗装面の改変を伴う場合はコ
ストがかかる。

・植栽基盤整備・改良
を行うことで、活着促
進や健全な生育環境
の確保が期待できる。

・舗装部分も含めた整
備を行う場合は、施工
等が相対的に煩雑に
なる。

（伐採） ・伐採と同時に伐根が必要な場合にはコ
ストがかかる。

・倒伏等を根本的に改
善できる。

・道路緑化機能が一時
的に損なわれる。

（伐採後の処置）・植栽桝を舗装等で再整備する場合には、
放置に比べてイニシャルコストが生じ
る。
・薪材等として配布する以外にベンチや
堆肥等で有効利用する場合にはコスト
がかかる。

・跡地の花壇利用等の
利用により、地域の活
性化に寄与すること
ができる。
・資源としての有効活
用、街路樹への親しみ
が深まる。

・花壇利用等を行う場
合には、新たな維持管
理に係る負担が生じ
る。
・有効活用にあたって
は、製造や活用方法等
を事前に調整するこ
ととなる。

※改善的措置の（）書きは、その上に示されている対策工に付帯するもの。

改善的措置の基本方針と立案



　主な改善的措置のイメージを図 -6.2 に例示する。なお、各措置の方法については、本編第 4章に
紹介する。
　落枝の危険性に対しては、剪定により枯損枝や折損する可能性が高い危険枝等を切除することや
ケーブリング等の樹体保護を施すことが有効である。
　倒伏の危険性に対しては、原因となる樹体の構造上の異状が小さい場合や景観面等で重要となる街
路樹の場合には、風圧軽減のための樹冠縮小や根系伸長促進のための植栽基盤の改良が有効である。
また、歴史的価値等の高い街路樹等において樹体に受けた傷害から木材腐朽菌が侵入し幹等が腐朽・
空洞化している場合には、空洞・腐朽部処置や不定根育成が行われることがある。ただし、これらの
対策工では危険性が解消できないと判断される場合には、同種を再植栽して当該街路樹による緑化機
能等を維持していくことが効果的となる。
　なお、再植栽の際に伐採された樹木については、薪材として配布することやベンチ等に加工して有
効利用することが考えられる。

図 -6.2　改善的措置のイメージ

危険枝の剪定

空洞・腐朽部処置

再植栽【同種】

不定根育成

樹冠縮小の剪定

樹体保護（支柱設置）

樹体保護（ケーブリング）

植栽基盤整備・改良

・倒伏の原因となる腐朽等の
程度が小さい場合

・歴史文化的な価値やシンボ
ルとなるなど景観面等で重
要な街路樹の場合

・落枝の危険性がある場合

・空洞・腐朽部処置や不定根
育成、樹体保護では対応でき
ないと判断される場合

伐採後の再利用（ベンチ）

出典：「街路樹再生の手引き」、国総研資料第 885 号、2016.3
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　年　月　日
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○○○○年○月○○日 ○○　○○　（樹木医）

　国道○○号（○○街道）
　№ 1234-56
　プラタナス
　○○県○○市○○

8.0
0.8
4.5
4.0 5.0

　8.0 ／ 0.3 ＝ 26.6
　3.0 ／ 0.15 ＝ 20

根株
幹Ｈ =1ｍ

地上 20㎝ ベッコウタケ
根株
根株　　 20 40

　幹に樹皮欠損部あり

　根株の腐朽 子実体（ベッコウタケ） 樹皮欠損

根株に危険を有する腐朽がある

当該街路樹の保全性重要性は低い

伐採（再植栽）
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○○○○年○○月○○日 ○○　○○（樹木医）
　県道○○○号線 　№ 123-298
　ソメイヨシノ 　○○県○○市
　昭和 58年 　なし
　剪定（1回／ 3年） 　景観・緑陰等

9.5
2.4
8.0

3.0 4.5

　9.5 ／ 0.8 ＝ 11.9
　5.0 ／ 0.3 ＝ 16.7
　約 50年
　自然相似樹形

　テングス病
　アメリカシロヒトリ

Ｅ

Ｄ コスカシバ
Ｅ コフキタケ

Ｃ  

－
Ｃ 　詳細診断の必要性・有り

　根株腐朽における危険性が高いと推測される　Ｅ
Ｄ ４７％
－ －

1年後
－ －

Ｄ 　根株の腐朽割合が大きいため、倒伏の危険性が高い

　病虫害除去・剪定 　・てんぐ巣病、ぶら下がり枝、風圧軽減のための剪定
　・アメリカシロヒトリの除去
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特になし

　支柱なし

　支柱なし

　支柱なし

　根上りによる凹凸がある

　根上りによる凹凸がある

　住居地域（都市部

　植栽桝（変形）　8.5 ｍ× 1.7m



樹木  断面

街路樹カルテの様式と記入例



○○○○ ○○ ○○
　県道○○○号線　 ソメイヨシノ
　№ 123-298 9.5m 240cm 8m
γ線樹木腐朽診断機（1.5m） 3 10 1
岩間（樹木医） ○○樹木医事務所

４７%

コフキタケが地際に
発生している。

　地上 20cm高さ（コフキタケ発生部）の診断において、47％の大きさの腐朽が検出された。す
ぐに倒伏する危険性は高くはないが、樹冠を縮小して風圧を低減させる必要がある。また、今後
の腐朽部の状況を追跡診断していく必要がある。

樹木  断面
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○○○○ ○ ○○
県道○○○号線 クスノキ № 123-333
○○（樹木医） ○○株式会社
レジストグラフ ＧＬ＋ 20cm

40cm 35cm 35cm 35cm

４４％

地上 20cm高さの診断において、44％の大きさの腐朽が検出された。すぐに倒伏する危
険性は高くはないが、樹冠を縮小して風圧を低減させる必要がある。また、今後の腐朽
部の状況を追跡診断していく必要がある。

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

024681012141618202224262830
0

25

50

75

100

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]
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Amplitude [%]
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Drilling depth [cm]

Amplitude [%]
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100

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]
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Drilling depth [cm]

Amplitude [%]
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○○○○ ○○ ○○
国道○○号線 59 エンジュ

エアースコップ等 　２ｍ× 2ｍ× 0.2 ｍ

○○○○（樹木医） ○○株式会社

別票（腐朽診断票） 3 箇所に良好な成長あり
3/15 20％

　根株にベッコウタケが発生（腐朽が進行）しており危険性を有しているものの、
すぐに倒伏する危険性としては小さいが、早めの改善的措置が必要である。

○健全な太根の
　成長（あて材）

○健全な太根の成長（あて材）

×ベッコウタケ

×ベッコウタケ×腐朽部
　打診音異常
　鋼棒貫入異常

×腐朽部
　打診音異常、鋼棒貫入異常
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