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1. はじめに
（背景と目的）

３．現場における景観整備の現状と課題

近年、景観緑三法の施行をはじめ、国土交通省所管の公共事業において
「景観整備の事後評価の手引き
（案）」

１）
（2009 年）
にて、事業の進め方や行政内の連携、景観形成実現のため
土木学会の「景観政策に関する提言」

や「景観検討の基本方針（案）」が示され、
さらに事業部門別に景観形成のガイドライン等の技術資料も策定され

のシステムなどについて、その課題の指摘や解決に向けた提言がなされているが、これとは別に主に景観整備に

るなど、
国の景観施策の整備が進んでいる。

影響する事業現場での計画設計段階における課題をいくつか挙げると・・

このように公共事業において、景観整備に向けた環境は従来に比較して格段に整ってきたが、一方これらの環

認識／知識や経験の不足による景観への誤解

設計システム、基準・マニュアル類の影響 2）

他分野に比べて景観工学を学んでいない技術者が多
いこと。業務を通じての技術向上の機会も極めて少な

技術者自身が設計根拠となるマニュアルを強く求める傾向にある
が
（経験の浅い若い技術者ほど）
、景観に関する技術資料がなくて

路景観の改善の取組を事例に考察を行った。

いこと。
そのため、先輩技術者から教わることも極めて
稀である。

も設計可能で且つその他の技術基準類に景観配慮の記述が極め
て少なく、
他の基準とは違いやらなくても良い条件と認識？

２．
国土交通省における景観施策の取り組み

依然、景観配慮がミッションのひとつになっていない

近年の厳しいコスト縮減の影響

基準や仕様規定の遵守、管理者責任が問われる安全
対策、コスト管理などに比較して景観配慮は努力目標

コストと景観がトレードオフの関係にあるとの認識が強く、近年の
厳しい予算縮減方針のもと、内部での設計審査や会計検査での説

と認識？

明に苦慮するとの意識から景観配慮に消極的に・・

境整備に比べると現場における景観配慮はそれほど進んでいない。
そこで景観整備がより実効性あるものとして進むよう、土木研究所の景観研究や技術的支援と連携しながら、
現在の行政システムの中において有効に機能する景観整備手法やそのマネジメント手法に関して、北海道の道

「美しい国づくり政策大綱」
（2003 年）
に基づく景観配慮の内部目的化により、
以下の施策などを実施

■行政施策
・「国土交通省所管公共事業における景観検討の基本方針
（案）
」
（2007 年）
（原則、
全ての事業における景観配慮を規定し、
景観整備の手続きを明文化）

・「公共事業における景観整備に関する事後評価の手引き
（案）
」
（2009 年）
■法制度
■技術支援 ( 一例）
（2004 年）
の施行
・
「景観緑三法」
・
「景観形成ガイドライン」
（2004 年）
（事業分野別に策定）
（2007 年）
・
「観光立国推進基本法」
（観光地における景観保全の責務）
・
「景観デザイン規範事例集」
（2008 年）
（事業分野別に策定）・

しかしながら、
現場での景観整備はなかなか進まない状況に・・・？

・ ( その他）
・

４．土木研究所に求められる景観研究と技術支援
景観に関する現行の土研研究の位置付け

・評価委員会による研究課題の承認が
必須だが、内部には景観を専門とする

・景観まちづくり的な視点よりも、公共事業における

委員はいなく、景観工学を理解する技
術者もほとんどいないため、構造系な
ど他の研究分野に比べて景観研究の

一定水準の品質確保や基礎部分の構築・底上げ
的な研究であり、整備システム
として景観創出に繋がる研究

・国の施策との整合性や高い社会ニーズ、
緊急性、成果の確実性、土研が実施するこ
との必然性など

▲維持管理コストの削減により伸び
放題の草（景観以前の問題？）
地域や利用者から苦情も多い

題

・公共事業における景観創出の技術的な課題解決や
政策の推進に寄与する技術の開発や支援

必要性が理解されにくい
・事前評価にて具体的な研究方法や年
度ごとの成果予定などを示す必要が
あり、景観研究の性質から不利な評価

研究に求められる条件

■ 道路のデザイン＆河川景観デザイン

▲外国人も多く訪れる重要な観光
ルートの整備後の景観

課

・技術基準やマニュアルへの反映などによ
る現場での活用、講習会や研修などによ
る研究成果や技術の普及

システム

土木研究所

・シーズ研究の実施は難しく、明らかな
（確実に予測される）技術的課題への
対応が中心

５．
北海道における道路景観向上の実践的取り組みの事例

■道路景観データベースを活用した景観向上（今年度末から）
研究所にて開発した道路景観データベースを活用しての目に見える景観マネジメント
と学習機能による技術支援
（リスト化された対策＆改善箇所をデータベースに入力予定）

（1）北海道における道路景観の重要性

■予算マネジメントによる工夫

北海道では観光が最も重要な産業の一つであり、
国土交通省の
「新たな北海

道路幅など走行のしやすさ

道総合開発計画」
でも
「国際競争力のある魅力ある観光地づくり」
が主要施策と
され、
インフラ整備における観光貢献が期待されている。
自動車観光が主流の北海道では、
地域を眺める視点場となる道路からの景観
の影響は大きい。沿道景観を活かした地域振興施策であるシーニックバイウェ
イ北海道の推進もその一つであり、
道路景観への配慮が重要となっている。

車道・歩道の分離と安全性

（2）道路景観改善向上の取り組み事例
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▲講習会の様子

（北海道開発局(H17)と外国人ドライブ観光推進協議会(H18)実施
した外国人ドライブ観光客へのアンケート調査結果を基に作成）

▲道路景観データベース ( 画面抜粋）

▲ドライブが「とても満足」の人の評価（外国人観光客）

現在、
国土交通省北海道開発局の道路事業において、
行政と研究所が連携して、
以下の実践的取り組みを進めている。

６．成果と考察

景観向上策の技術支援（ツールの提供）
北海道や積雪寒冷地に適用できる実践的な道路景観向上のための技術
資料の発行（設計に用いる資料に規定）
による現場への技術支援など

■ 取り組みの主な成果と課題
・コスト縮減、維持管理の軽減にも繋がる景観向上策は、
現場の共感を得やすく、
現場で進めやすい。

（ホームページよりダウンロード可能）

他の技術資料への景観配慮記述と景観検討への誘導

・今後、特に直接の機能向上に寄与しなくコストアップとなる対策へは、
設計規定などで対応する必要がある。

設計に用いる北海道開発局の技術マニュアル（景観以外）における景観
配慮の明記と景観技術資料への誘導など

・マニュアル類に頼る傾向があるため、これを活用してマニュアル類への反映は効果的且つ必須のマネジメント。
特に景観
以外の基準等への景観配慮記述と景観検討への誘導は有効。

シーニックバイウェイ事業と連携した横断的ＷＧの設置
シーニックバイウェイルートの景観向上のために設置された行政（道路
事業に関係するセクション）
と研究所による景観ＷＧを通じて、景観向上の

▲北海道の道路デザインブック ( 案 )：左
北海道における道路景観チェックリスト
（案）
：右

・研修を通じた人材育成の効果は若い技術者ほど効果が大きかった。
ただし、
「上司となる指導的立場の技術者への研修も
同時に必要」
との若手・中堅技術者の意見が多く、
この対応が必要。

ための内部マネジメントを実施

コスト縮減にも繋がる景観向上策からのアプローチ

■ 今後有効と考えられる方策

（道路付属施設の改善による景観向上）

北海道の道路景観の魅力

沿道景観を低下させる要因

▲Ｆ型標識への着雪と、
除去作業の様子

整備前

積雪寒冷地特有の気象条件などから、
防雪施設などの道路付属物が多い

道路付属物の改善による景観向上を優先的に取り組む
●対象範囲が広い
●維持管理のコスト縮減が期待できる

●衝突事故低減の効果がある
●景観改善に取り組みやすい

具体的な進め方は、景観ＷＧを通じて北海道内全ての道路事務所で以下
の作業とＷＧによる技術支援を実施

・設計システムによる手法：計画設計段階毎での景観チェックシステムの構築
・人による手法：インハウスエンジニアにおける景観エキスパートの養成と認定制度など
・対象の拡大：道路付属物以外に北海道の道路景観への影響が大きい、切り土のり面や道路植栽の他、利用者ニーズの
高いビューポイントパーキングの効果的な整備と設計配慮など

▲道路付属物への激突事故

背景に広がる雄大な
自然や農村などの景観

・異動の頻繁な行政担当者と異動間隔の長い研究所が連携した、
景観ＷＧからの現場への指示や支援は極めて有効に機能。
今後はこのシステムの継続と担当者の異動に対応することが重要。

７．今後に向けて
・道路分野での取り組みを河川や港湾など他の事業分野へも拡大が望まれる

整備後
▲沿道景観の美しい R237 美瑛町の美馬牛峠付近
にて、矢羽根を伸縮式視線誘導標に変更

・公共事業による良好な景観創出効果や便益の提示による事業評価における支援ニーズへの対応
（現在、景観整備の効果に関して研究中３））
・基礎レベルを上げるために景観配慮の通達や技術資料などの提供は有効と考えられるが、
より良い景観形成のためには今後
も専門家や有識者の協力は不可欠であり、
そのためのシステムが必要
（現在、整備局単位での景観アドバイザー制度があるが、
より有効なものが望まれる）

景観ＷＧを通じての技術支援

・大学、学会との連携や共同研究の推進による、
景観整備を進めやすくする研究の必要性
・技術者だけでなく、行政が組織として良好な景観形成の意義
（計画思想）
とそのための技術を理解することが必要４）
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