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「道の駅」の登録要綱では景観配慮が求められているが、具体的要求事項やその手法は示さ
れておらず、地域の魅力や良好な沿道景観の形成に寄与していない事例もみられる。そ こで
「道の駅」の新設や改修の計画に携わる関係者が景観向上に取り組む際の具体手法を示すため、
良好な景観創出の視点から「道の駅」の事例調査を行った。本報告では、既往研究と本調査を
基に主に計画・設計段階に配慮すべきポイントやその手法について提案する。
キーワード：道の駅、景観配慮、ガイドライン、計画

1. はじめに
(1)背景と目的
「道の駅」における景観配慮は、快適な休憩空間の創
出や地域の良好で魅力ある景観形成のために必要なこと
であり、登録要項1)には、配慮事項として「施設計画は
景観に十分配慮し、特に景勝地にあっては、地域の優れ
た景観を損なうことのないよう計画されていること」と
示されている。しかし、実際は十分な景観配慮ができて
いない事例がみられる(写真-1)。その要因の一つに、
「道の駅」の景観について配慮すべきポイントやそれを
実現する具体的手法は示されていないことが考えられる。
そこで、本報告では「道の駅」の計画・設計について
の既往研究2)～9）、及び事例調査から得た知見と文献によ
る記述との照合より主に計画・設計段階に景観配慮すべ
きポイントと景観向上手法について示す。
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(2)本報告の構成
本研究のフローを図-1に示す。本報告では、まず既往
研究2)～9）より良好な景観創出に関わる内容を抽出し分類
した結果（図-1 A a）より、2章で「道の駅」の景観にお
ける配慮するポイントの試案を示す（図-1 A b）。
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次に、道内外126事例のGoogleストリートビューによ
る道路や敷地内から見た屋外空間の画像調査10）と道内14
事例の現地調査から、「道の駅」の景観で配慮するポイ
ントについて具体的配慮事項を抽出した結果（図-1 B c）
と、景観や屋外空間に関する文献11)～13）から得られた知
見（図-1 B d）より、3章で「道の駅」の景観配慮手法を
提案する（図-1 B e）。

結果（図-1 B c）と文献による知見（図-1 B d）より、計
画・設計時の景観配慮手法を提案する。

(1) 道路と「道の駅」のつながり
沿道から視認性が良く敷地内の状況やにぎわいを感じ
やすくするためには、視認性良い敷地を選定し、主要建
物・駐車場・園地が道路からよく見えるよう配置7）する
とよい。しかし、事例調査では園地が建物の背面にあり
道路や駐車場から認識されない配置（図-2 左側）が複数
見られた。それに対し写真-2の事例は道路から駐車場、
2. 「道の駅」の景観で配慮するポイント
園地、主要建物の順に配置（図-2右側）することで、駐
車車両、園地の様子、建物の正面が見える。一方、図-2
既往研究2)～9）より抽出・分類して試案した「道の駅」
右側の配置であっても園地や主要建物が道路から遠いと
の景観で配慮するポイントを表-1に示す。
具体的な状況が見えにくい。諸施設と道路との距離は、
このうち、視点場所の区分の「敷地外部から見た景観」 顔による表現が見える最大距離として20～25mがあり9）
は、道路利用時の視点で、「道の駅」利用者が敷地を最
目安として参考になる。写真-3の事例は、道路と建物の
初に見た印象に加え、通過車両からの「道の駅」に対す
間の距離が約25mで建物前の様子が良く見えている。ま
る印象に影響する。「①道路と「道の駅」のつながり」
た、敷地規模が大きい場合に諸施設を道路から近い位置
は、沿道から敷地を見たときに、道路、駐車場、園地、
に配置する方法として写真-4があり、主要建物、園地、
主要施設の視覚的に確認しやすい位置関係7）などにより、 駐車場が道路に面して並ぶ配置により、敷地規模や駐車
敷地内の状況やにぎわいが感じられる景観をつくれてい
場規模が大きくなった場合に各施設が道路から近くよく
るかで、道路利用者にとって敷地へ入りやすいと感じる
見える位置に配置することが可能になる。
かに影響する。
次に、視点場所の区分の「敷地内外に共通する景
観」は、道路利用時と施設利用時の両方の視点から見
た「道の駅」の印象に影響する。「②周辺景観との調
和」「③敷地外部の景観活用」は、周辺景観と調和し
た施設の外観や周辺景観への眺望6）により、沿道や施
設内から見て地域性ある良好な景観をつくれているか
で、道路利用者や「道の駅」利用者が地域の景観的魅
写真-2 道路から駐車場・園地・建物が見える配置事例
力を感じられるかに影響する。「④景観阻害を抑え
（JICA 北海道 ・寒地土木研究所作成資料 14））
る」は、景観眺望を遮る障害物6）や駐車場の一面のア
スファルト舗装7）など景観阻害となる要素の影響を抑
えることで、「⑤緑や花の活用」は、緑豊かな園地2）
など緑や花で景観を良くすることについてである。
最後に、視点場所の区分の「敷地内部から見た景
観」は、施設利用時の「道の駅」の印象に影響する。
「⑥内部景観の調和」「⑦施設同士のつながり」は、
施設の互いの関係性や調和2）に関する項目であり、
「⑧屋外空間の活用」は、屋外で休憩する環境に関す
園地が建物正面にある配置
園地が建物背面にある配置
る項目である。⑥～⑧の景観配慮の項目は、「道の
図-2 園地の配置位置と道路からの視認性のイメージ
駅」利用者が施設に利用しやすさや快適性を感じられ
るかに影響する。

3. 「道の駅」の景観配慮手法
本章では、前章で示した「「道の駅」の景観で配慮
するポイント」の景観配慮の項目について、事例調査
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約 25ｍ
写真-3 道路と主要建物が近い事例 (Google Maps)

(2) 周辺景観との調和とその活用
a) 周辺景観を考慮した敷地選定・造成・施設配置
写真-5の事例では、道路から海に向かって傾斜した地
形が活かされており、建物越しに背後の海や山並みの景
観資源を見通すことができる。敷地選定では、地域の景
観資源を把握し、景観資源への眺望や見通しある敷地を
選定6）することで、周辺景観を敷地の計画に取り込むこ
とが可能になる。また、敷地の造成は既存の高低差を活
かすとともに、景観資源への眺望が得られる6）よう計画
すると、既存の地形を継承し「道の駅」の景観的な魅力
を向上することが期待できる。高低差ある敷地の造成例
として、図-3のように緩く傾斜した造成は各所から眺望
を得ることができる。また、施設配置においても景観資
源への見通しを確保12）するよう配慮するとよい。
b) 周辺景観と調和する施設設計
写真-6の事例では、地場産の木材を構造や仕上げに使
い、写真-7の事例では、隣接する歴史的な建物に合わせ

主要
建物
園地

駐車場
道路

写真-4 諸施設が道路に面した配置案
（模型：寒地土木研究所作成）

た建築様式にしている。このように周辺地域の建築様式
や建築資材を活用6）すると、施設自体が地域性ある建物
になるとともに、地域資源が循環し地場の建築工法や建
築産業が活用されることで周辺地域の景観や経済にも寄
与する。写真-8の事例では、背後の山並みのスカイライ
ンを活かすように、建物高さは背後の山並みより低く、
建物の屋根傾斜や外形ラインが山並みの傾斜に親和性が
ある。また、外壁のコンクリートや屋根のダークグリー
ンの色が背後の山並みに調和している。これらのように、
建物の形状や外壁・屋根の色彩は周辺景観に調和6）し引
き立てるように考慮すると、周辺の景観と施設が一体と
なり地域性を感じる魅力ある景観が創出しやすくなる。
周辺の景観に調和した建物形状の例として、背景の山並
みや丘陵の稜線勾配と同様な屋根勾配にすること12）が
あり、山並みと建物の一体感が期待される。
c) 周辺景観を活用した休憩場所
写真-9の事例では、景観資源である山の視点場に園地
を設け、山側に建物を配置しないことで屋外休憩場所か
ら山が際立って見えている。屋外休憩場所を眺望の良い
視点場に設け、景観眺望を阻害する障害物を設けない6）
ようすることで、屋外休憩場所に景観資源への眺望を取
り込むことが可能になる。写真-10の事例では、屋内休
憩場所の大きなガラス開口から、湖と湖畔の緑地の景観
が眺められる。屋外の景観資源が眺められる位置に屋内
の休憩場所を配置し、大きなガラス開口や出入り口を設
けることで、屋内休憩場所と屋外の景観資源が一体とな
り休憩空間の魅力が高まりやすい。

写真-5 建物越しに海を見通すことができる事例

写真-7 隣接する歴史的な建物に外観を合わせた事例
(Google Maps)

眺望
眺望

図-3 緩く傾斜した造成と各所からの眺望のイメージ
写真-8 背後の山並みと調和した建物外観の事例

写真-6 地場産の木材を構造や仕上げに使った事例
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写真-9 山への眺望を取り込んだ屋外休憩場所の事例

(3) 内部景観の調和
写真-11の事例では、各建物の高さ、屋根や外壁の仕
上げが揃えてある。建物の高さ・スケール感・量感、フ
ァサードの全体構成、材料・色彩・屋根の形を連続させ
ると視覚的な連続感をつくりだし、デザインの連鎖やテ
ーマの反復は、分かりやすい個性やプレイス感を与え、
幅広い利用に応える市場性の高い場所にするのに役立つ
13）
とされている。各建物の高さや規模、外壁や屋根形
状などが敷地全体で一体感があるよう計画することで、
建物の外観同士が調和しやすい。また、写真-6のように、
園地や歩行路の舗装を黒アスファルト舗装ではなく、色
相や明度・彩度を抑えた舗装にすることで建物と舗装の
調和が期待できる。さらに、屋外休憩場所など滞留を伴
う空間で路面の一部に木材等を取り入れると、空間的魅
力が高まりやすい。
(4) 施設同士のつながり
写真-12の事例では、道路側からは駐車場に面して歩
行路沿いに建物が隣接して並び、反対側の園地からは建
物が園地を囲み、園地ごしに各建物を相互に見ることが
できる。利用者は、使える施設やどのようにすればそこ
に行けるかをあらかじめ見ることができないといけない

11）

とされている。諸施設が相互に見通せる配置や近接
した配置にすると、敷地内で施設同士が相互によく見え
行き来しやすいと感じる効果が期待できる。また、建物
は主要なアプローチや駐車場・園地に面して大きなガラ
ス面の開口部を設けると、屋内外の様子が相互に感じや
すくなる。
(5) 屋外空間の活用
写真-13の事例では、駐車場から主要建物への主要動
線に面して緑地があり、歩行者動線に重ならない緑地の
中や緑地に近接した場所に休憩用の椅子、テーブル、パ
ラソルが配置されている。このように緑豊かな屋外休憩
空間にすることで利用者の評価が高まる2）。また、屋外
休憩場所や緑地の配置は、主要建物への主動線やよく利
用される施設から眺められアクセスできると利用者しや
すくなる11）。さらに、屋外休憩場所の設えは、歩行者
や駐車車両との分節をし、拠り所となるものを設け、陽
射しや風を緩和11）すると利用しやすさや快適性の向上
が期待できる。
(6) 景観阻害を抑える
a) 駐車場
まず、一面の広い駐車場が景観に与える影響を抑え
るためには、駐車場の規模を抑えたり規模感を抑える
ことが効果的である。そのためには、駐車場を分散配
置したり、写真-14の事例のように駐車場を分節配置し
て建物や沿道から見た駐車場の奥行きを抑えると、駐
車場の規模感を抑えやすくなる。そのほかに、駐車場

写真-10 湖や緑地の景観を屋内休憩場所に取り込んだ事例

写真-11 建物同士の高さや外観を揃えた事例

写真-13 主要建物への動線に面した緑地の内外に
屋外休憩場所を設けた事例
駐車場

道路

駐車場

駐車場
道路側は建物が隣接し並ぶ
(Google Maps)

園地

駐車場
道
路

園地側は建物が園地を囲む
写真-12 諸施設が相互に視認性ある配置の事例
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駐車場
写真-14 駐車場を分節配置した事例
（Google Maps に加筆）

の規模を抑えるには、需要のピーク時に園地等や周辺駐
車場を臨時使用するなど柔軟な対応が考えられる。
次に、緑を活用することは、駐車場の目隠しや景観を
向上させる効果が期待できる。写真-15の事例では、駐
車場外周や駐車場内の緑地帯をマウンドさせ、地被植物
と高木を植栽している。道路と駐車場の境界部に高木を
植樹した植樹帯13）を設けることで敷地外部から駐車場
内が見えすぎないようにすることや、駐車場内に緑地帯
を設け植樹することで景観的印象を良くすることが可能
になる。
さらに、駐車マスの配置について、大型車用の駐車マ
スは、視界を遮らない奥側に配置6）することで、大型車
による圧迫感や見通しの阻害を抑えやすくなる。
b)管理施設や設備
写真-16の事例では、バックヤードが利用者動線から
見えにくい配置になっている。写真-17の事例では、バ
ックヤードの荷下ろしや出入り口が建物内にあり、利用
者の目につかないようになっている。このように、管理
施設や設備は、主要動線や滞留空間などの主な視点場か
らが見えにくい場所に設置し、利用者から目につく位置
に設置せざるを得ない場合は見え方を工夫することで、

景観を阻害する影響を抑えやすくなる。
c)電線・電柱類
電線電柱類の地中化を行うことが最も効果的であるが、
これが難しい場合には、裏配線やセットバックによりそ
の影響の低減を図ることで、景観を阻害する影響の軽減
が可能になる。
(7) 緑や花の活用
道路や周辺敷地との境界部(写真-11、15)、駐車場内
(写真-15)、駐車場から建物への主要動線(写真-13)、園
地や建物まわり(写真-9、13)に花や樹木による植栽をす
ることで、景観を向上する効果が期待できる。例えば、
写真-18の事例では、既存樹木を活用し駐車場や歩行者
空間の緑陰をつくっている。既存樹木を計画に取り入れ
る6）ことや、樹種について地域の自生種を選ぶことは地
域性ある景観や環境保全、樹木の成育しやすさなど利点
がある。また、写真-19の事例では歩行路をプランター
で分節をしている。一方、写真-20では空間の制御や分
節にロードコーンを多用しており景観の印象を下げてい
る。事例のように、施設の運営時にプランターやポット
を活用すると、歩行者の誘導や空間の分節をしながら緑

写真-15 駐車場外周に高木と草類を植栽した事例

写真-18 駐車場、歩行空間に既存樹木を活用した事例

バックヤード

利用者が使う空間

写真-16 利用者動線から見えにくいバックヤード
の配置事例（Google Maps に加筆）

写真-17 バックヤードの荷下ろしが建物内にあり
利用者に見られにくい事例
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写真-19 プランターで歩行空間を分節した事例

写真-20 ロードコーンで空間を分節した事例

や花で快適な空間をつくることが可能になる。一方、樹
木は空間の囲われ感や緑陰などのメリットがあるが、大
きくなりすぎたり密度が高くなって見通しを悪くなった
り暗い空間となっている事例が見られ、管理運営時にお
ける補植やせん定、間引きが必要となる。

4. まとめと考察
本報告では、2章で「道の駅」の景観について配慮す
べきポイントとして8項目の試案を示し、3章で各項目に
ついて主として計画・設計時における景観配慮手法を提
案した。その結果より以下に考察を示す。

(3) 緑や花の積極的な活用
「緑や花の活用」は、プランターの使用や樹木の維持
管理など管理運営段階の取り組みがある。これらは既設
の「道の駅」で取り組みやすい項目であり、緑や花の積
極的な活用を進めることで、多くの「道の駅」で景観を
向上する効果が期待できる。そのため緑や花の効果的な
活用手法や維持管理のポイントについて、「道の駅」運
営者の方々に情報提供することが有用となる。
今後は本報告をもとに、「道の駅」の景観向上手法に
ついての技術資料をまとめていくことを目指している。
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