
　ただし、道路附属物等ガイドラインに「道路附属物
等の色彩は、本来、地域の特性に応じた適切な色彩を
選定することが基本」5）とされているように、地域や
路線ごとにそれぞれの実情に応じて最適な色彩を選定
し、それに沿った整備を行えるのであれば、それが最
善ではあります。

Ｑ２：景観3色（景観4色）のうちのどの色を採用した

　　　ら良いのでしょうか？ ダークブラウン（こげ

　　　茶）以外はあまり馴染みがないのですが。

道路附属物や土木構造物の色彩について

地域景観ユニット

はじめに

　土木インフラ・土木構造物の整備は、大なり小なり
の既存の風景や環境の改変を伴います。また、それに
よって形成される新たな風景や環境は、少なくとも数
十年に渡って継続し、多くの人の目に触れるものとな
ります（写真－1）。したがって、それらの形状や色
彩には入念な検討と調整が必要です1）。
　一方で、形状や形態の違いがコストに直結するのと
異なり、色彩（ペイント、塗装）の違いはコストに違
いを生まないケースも多々あり、色彩の選定には、形
状やコストほどに関心を持たない担当者・技術者も少
なくないように見受けられます。
　本稿では道路附属物や構造物の色彩選定にあたって
のポイントについて、過去に地域景観ユニットに寄せ
られた技術相談の実例等も踏まえ、Q&A形式で解説
します。

Ｑ１：照明柱や防護柵などの道路附属物には、どのよ

　　　うな色を採用したら良いでしょうか？

Ａ１：平成29年10月に「景観に配慮した道路附属物等
ガイドライン」2）が策定・公表され、「道路附属物等
の基本色」として写真－2に示す4色（ダークグレー、
ダークブラウン、グレーベージュ、オフグレー）が提
示されました。
　当ガイドラインは、平成16年に策定された「景観に
配慮した防護柵の整備ガイドライン」4）を防護柵以外
の道路附属物も対象として拡充改訂されたものです。
その際に、「景観3色」と呼ばれた当初の3色に、新た
にオフグレーが追加されて前述の4色となりました。
　オフグレーを除く3色については、平成16年の当初
ガイドライン以降、各資材メーカー等でカタログ標準
色として採用が進んだため、これらの色彩であれば調
達に苦慮することはほとんどないと言えます。したが
って、これらの3色あるいは4色から選定するのが、複
数の道路附属物間の色彩の統一、将来的な維持管理や
更新の容易性も考慮すると「無難」といえます。

写真－1　道路附属物や構造物の色彩と道路景観

写真－2 「景観に配慮した道路附属物等整備ガイドライ

ン」（出版物版3））に示された景観4色の色見本

（上から、ダークグレー、ダークブラウン、オ
フグレー、グレーベージュ）

Q&A
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Ａ２：前出の附属物等ガイドラインでは、道路附属物
の種類ごと、道路の環境ごとに望ましいと考えられる
色彩が例示されています（表－1）。
　ただし、ガイドラインにもある「地域の特性に応じ
た適切な色彩」という観点からは、北海道の道路環
境・道路景観は全国に比較して特異ですので、ガイド
ラインの内容をそのまま適用することは、表－1の内
容も含め、適当でないと地域景観ユニットでは考えて
います。
　例えば写真－3は、北海道内のとある道路の風景で
す。固定式視線誘導標（矢羽根）の支柱がダークブラ
ウンで塗られています。この道路の環境は、表－1で
いうところの「自然・田園地域」のうちの「開放的で
比較的明るい色彩が基調な海岸部、田園地帯」に該当
すると考えられ、これによるとダークブラウンは適合
色です。しかし、写真－3では、より径が太いコンク
リート製の電柱（色彩：中明度のグレー）よりも目立
って見えるなど、せっかくの開放的な景観を損ねてい
ます。
　当ユニットでの調査・研究からは6）7）、北海道の道
路環境の特異性を考慮すると、有彩色よりも無彩色、
すなわち景観3色（4色）で言えばダークブラウンより
もダークグレーが好ましいケースが多く、場合によっ
ては明るめの無彩色として溶融亜鉛メッキ仕上げも検
討されてよいと考えています。例えば、支笏洞爺国立
公園および周辺地域の国道では、有識者等による検討
委員会も経てダークグレーや亜鉛メッキ仕上げが標準
としてガイドラインに位置づけられ8）、実際に定山渓
周辺ではダークグレーの道路附属物の整備が進んでい
ます（写真－4）。

Ｑ３：北海道の道路環境・道路景観の特異性とはなん

　　　でしょうか？

Ａ３：大きく3つあると考えています。
（１）広大で開放的な景観
　ゆるやかな地形、規模の大きな土地利用、農地や牧
草地、それらを貫く直線的な道路などの要因により、
スカイラインが低く、見通し距離が非常に長くなって
います。このため北海道では、ポール照明や標識類
は、建築物や樹木ではなく、空や遠方の山を背景とし
て見られるケースが多くなっています（写真－5）。
（２）冬期の雪景色
　北海道の大半の地域では冬期は雪に覆われ、白銀の
世界と言われるように、地面も山も一面が明るい白が

表－1　「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」3）に

　　　示された、標識柱で基本とする色彩選定の考え方

（文献3）の p.45の表3.3.1を引用して加筆）

写真－3　北海道の道路環境における色彩の見え方の一例

　　　　  径の太い電柱よりも、径の細い標識柱（ダークブ
　　　　  ラウン）のほうが目立って見える

写真－4　ダークグレーを採用した道路附属物の例

　　　　  （国道230号、札幌市南区定山渓）

　　　　  ※左写真のガードケーブル、右写真の照明柱

主体の景色となります。雪の上に出ている樹木の幹な
ども茶色よりは灰色に近いため、基本的には色のな
い、無彩色が主体の風景となります（写真－6）。
（３）冬期の気候に対応するための多数の道路附属物
　冬期積雪期の道路環境に対応するための施設（視線
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地域のテーマカラーで塗られた橋梁や照明柱などの事
例もあります。
　しかしながら、地域のテーマカラーだからといっ

誘導標や雪崩予防柵、防風防雪柵、砂箱など）が設置
され、非積雪寒冷地に比較して道路附属物の種類や設
置数が多くなっています（写真－7）。

　これらのことから、北海道における道路附属物や構
造物の色彩としては、明るい空や遠方の山、雪景色を
背景とするケースの多いこと、多数の道路附属物間の
色彩の調和とそれらの附属物（群）の存在感の低減と
いったことに特に配慮する必要があると言えます。

Ｑ４：防護柵について、ガードケーブルと端末防護の

　　　色彩はどうしたらよいでしょうか？

Ａ４：ガードケーブルのケーブル自体を塗装すること
は現実的ではありません。したがってケーブルは亜鉛
メッキ素地色（設置当初は明るいシルバー、後に中明
度のグレーで、いずれも無彩色）となります。この支
柱や端末防護にダークブラウンなどの有彩色を組み合
わせると、ケーブルの無彩色と支柱の有彩色の組み合
わせで煩雑な印象となってしまいます。
　これらを考慮すると、防護柵類にはダークグレーな
どの無彩色を採用するのが無難と考えられます。

Ｑ５：防雪柵もこげ茶（ダークブラウン）に塗る必要

がありますか？

Ａ５：防雪柵や遮音壁などの面積が大きい道路附属物
を暗い色に塗装すると、圧迫感のある景観となりま
す。道路附属物等ガイドラインにも「明度の低い色彩
は重たい印象となるため、避けることが望ましい。」
とされているほか、「防雪柵で多く採用されている亜
鉛メッキ仕上げは経済性に優れるため、色彩選定にあ
たっては亜鉛メッキ仕上げも含めて検討を行うことが
望ましい。」とされています9）。
　これらのことから、金属製の防雪柵の場合にはこれ
までどおり、亜鉛メッキ仕上げとすることが妥当と考
えられます。それよりも防雪柵については、夏期の景
観・眺望阻害を低減するため収納式の防雪柵とするな
ど、色彩以外の面での配慮が重要といえます9）。

Ｑ６：色彩に関して、「地域らしさ」というニーズに

　　　どのように答えたらよいでしょうか？

Ａ６：色彩に限らず、土木景観の分野では「地域らし
さ」の実現が求められるケースがあります。過去には

写真－5　北海道の広大で開放的な道路景観（長沼町内）

背の高い構造物は、空や遠方の山並みが背景となる。

写真－6　北海道の冬期（3月）の道路景観（黒松内町内）

年間の1/3を占める無彩色の景色。写真－5と比較
すれば色のなさがわかりやすい。明るい無彩色の
景色に亜鉛メッキの照明柱が溶け込んでいる。

写真－7　北海道の道路に設置された多数の道路附属物等

存在感の低減、道路附属物同士の色彩の調和にも
配慮が必要。
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す。旧来は、空の色や植物の色からの引用と思われる
水色や緑色の道路附属物や構造物が多くありました
が、自然の色と構造物の人工的な色がぴたりと調和す
ることはありません。逆に違和感として見えることが
多くありました13）。したがって、同じ色は同じ色に
統一する一方、素材などの違いにより同じ色にするこ

て、それを道路附属物や構造物の色彩にそのまま安易
に採用していいわけではありません。印刷物やウェブ
ページ、ロゴマークなどでは鮮やかで映えるような色
彩を用いることができますが、道路などの屋外環境に
はそぐわない色である可能性があります。また、その
ような色彩で「地域らしさ」を無理に表出すること
が、果たして地域の魅力向上に寄与するのかについて
も熟慮が必要です。
　近年はコンビニエンスストアやガソリンスタンドな
どの企業のサインでも、景観や環境に配慮した色彩を
採用するケースが増えています。
　このため土木や景観、環境、色彩を専門とする技術
者が、地域のニーズも踏まえつつ、適切な色彩を責任
もって検討する必要があります。それが、地域の風景
や土木インフラへの愛着にもつながるはずです。

Ｑ７：色彩や景観のガイドラインに頻出する「調和」

　　　とはどのような意味ですか？

Ａ７：新しい「景観に配慮した道路附属物等ガイドラ
イン」では、「融和」という言葉が意識的に使われて
います。
　「融和」は、背景や周囲の環境に溶け込むことで、
周囲の景観に極力影響を与えない色彩の選び方です。
同系色（同色相）で、明度や彩度を落としたものが、
周囲の環境に融和する色となるケースが多いようで
す。
　一方で「調和」は、景観の分野ではよく使われる便
利な言葉ですが10）、調和の実現には様々な方法があ
るので捉えにくい言葉です。色彩の場合には「類似調
和」と「対比調和」の2つの調和の実現方法があると
言われています11）12）。このうち「類似調和」は、上
述の「融和」に近い概念で、似た色はよく馴染むとい
うことを表しています。一方の「対比調和」は、対極
にある色彩（補色の関係にある色彩）が互いを引き立
て合って美しく映える、というものです。最もわかり
やすいものはいわゆるクリスマスカラーで、緑と赤と
いう色の組み合わせです。土木分野でも、緑深い環境
に赤い橋梁という組み合わせは、シンボリックで印象
的な風景となります（写真－8）。
　ところで、色彩の理論の中には、類似調和のうちに
「同一」と「類似」のあいだに不調和の領域があるこ
とを指摘するものがあります（図－1）。これは、中
途半端に似ていて明らかに違う色は、逆に周囲から浮
いて見えて違和感を感じるということだと考えられま

写真－8　シンボリックな色彩の橋梁（松見大橋 /上士幌町）

図－1　ムーン＆スペンサーによる色彩調和論

写真－9　ペイントソフトによる色彩検討のイメージ
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とが困難な場合（例えば、前述の周囲の樹木などの自
然環境と人工構造物）は、あえて同じ色に揃えようと
しない配慮が必要です。

Ｑ８：パソコンのペイントソフトで色を検討できます

　　　か？

Ａ８：構造物の目指す「見た目の色」の検討には利用
できますが、「実際に塗る色」の検討には利用できま
せん。
　一般的に、物体の実際の色と、見た目の色は一対一
に対応しません。色は環境によって見え方が変わりま
す。光が当たれば色は明るく、陰になれば暗く見えま
す。また、オレンジ色のナトリウム灯の下では、白が
白として見えることはありません。同様に、太陽光と
蛍光灯、白熱灯ではそれぞれに色の見え方が異なりま
す。
　写真－9のようにパソコンの画面上で（あるいはそ
れをプリントアウトした紙面上で）色彩を検討する行
為は、写真に写った「見た目の色」と、対象とする構
造物の画面上での「見た目の色」の調和を検討する行
為であり、ここでの色は「実際に塗る色」とは異なり
ます。この画面上あるいは紙面上で検討した「見た目
の色」を「実際に塗るべき色」変換するには、現場の
環境に実際の色の見本を持ち込み、どの色が意図する
「見た目の色」に一致するのかを確かめる必要があり
ます（写真－10）。
　また、色は目の錯覚でも、色の見え方が変わります。
図－2は、目の錯覚の一例です。大きい面は、色が鮮や
かに見えます（色の面積効果）。また、隣や背景の色に
よっても、色の見え方が変わります（色の対比効果）。
　したがって、色彩を検討するにあたって、「実際に
塗る色」を決定するには、実物と同じ材料で、可能な
限り実物に近い大きさ・形状の見本を作り、実際に設
置されるのと同じ環境で検討を行う、といったことが
必要になります（写真－10）。

おわりに

　本稿の執筆内容は、地域景観ユニットにおける近年
の研究成果をもとに取りまとめた「北海道の色彩ポイ
ントブック：北海道および積雪寒冷地の道路施設の色
彩検討の手引き」15）からの要点の抜粋でもあります。
　これについては別稿（ニュース）にて詳しくご紹介
しますが、本稿でも紹介した景観4色（景観3色）や近

写真－10　色見本を用いた現場での色彩検討の一例14）

図－2　色彩に関する錯覚の一例

写真－11　「北海道の色彩ポイントブック」15）
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いて－国土交通省「景観に配慮した道路附属物等
ガイドライン」の策定を受けて－、第61回　北海
道開発技術研究発表会、産8、2018.

7） 吉田智、小栗ひとみ、佐藤昌哉：積雪寒冷地にお
ける道路施設の色彩について、寒地土木研究所月
報第763号、pp.30-36、2016.

8） 国土交通省北海道開発局　札幌開発建設部：支笏
洞爺国立公園及び周辺道路における道路付属物の
色彩ガイドライン、2006.

9） 同1）、p.54.
10）内山久雄、佐々木葉：ゼロから学ぶ土木の基本　
景観とデザイン、オーム社、pp.180-181、2015.

11）日本色彩学会：新編　色彩科学ハンドブック【第3
版】、東京大学出版会、pp.1516-1517、2011.

12）日本色彩学会：色彩用語辞典、東京大学出版会、
pp.226-227、2003.

13）Highways England：Design Manual  for Roads 
and Bridges、Vol.10 Section1 Part4 Chapter15、
1992（first）/ 2017（latest）.

14）国土交通省北海道開発局　札幌開発建設部　千歳
川河川事務所：千歳川遊水池管理施設色彩ガイド
ライン（第2版）、2013.

15）寒地土木研究所地域景観ユニット：北海道の色彩
ポイントブック～北海道および積雪寒冷地の道路
施設の色彩検討の手引き、2018.    http://scenic.
ceri.go.jp/manual.htm

年の全国的なガイドライン等も踏まえた上で、北海道
の環境に適合した色彩のあり方について、より具体に
提案を行っています。日々の業務にご活用ください。
地域景観ユニットでは、色彩のほか、景観や地域づく
りに関する技術相談にも広く対応しております。お気
軽にお問い合わせください。

（文責：笠間　聡）
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