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北海道における道路附属物等の色彩の
課題と選定方法について
－「北海道の色彩ポイントブック」における推奨色と
その追跡調査から－
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地域景観ユニットでは、平成30年6月にそれまでの研究成果をもとに「北海道の色彩ポイント
ブック」を取りまとめ、北海道の道路環境の特異性について整理し、北海道における道路附属
物等の色彩の選び方のポイントについて提案を行った。この中では、「ダークグレー」や「亜
鉛めっき仕上げ」などの無彩色に分類される色彩や「緑みのグレー」を北海道の環境に適合す
る色彩として提案している。
研究においては、周辺環境や季節の違いを考慮して色彩の検討を行っているが、色彩は天候
や時刻によっても色の見え方や印象が変化すると考えられることから、具体の色彩を提案する
にあたっては、それらの変化も考慮する必要がある。
ポイントブックで提案した「推奨色」のうちのいくつかについて、その後も季節・時刻・天
気等による色の見え方や印象の変化を追跡的に調査しているので、本発表ではその経過につい
て報告する。
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1．本研究の背景と目的
(1) 研究の背景
道路附属物等の色彩については、全国版の「景観に配
慮した防護柵の整備ガイドライン」1）が以前から存在し、
先日これを拡充改訂するかたちで「景観に配慮した道路
附属物等ガイドライン」2）も発出されている。しかしな
がら、北海道の道路環境は、広大で開放的な道路景観、
冬期の雪景色、冬期の道路環境への対応などの観点で、
非積雪寒冷地および本州以南の地域と比較して特異であ
り、北海道における道路附属物等の色彩については、北
海道ならではの視点で検討・選定される必要があると考
えられる3)。
このような課題意識から、地域景観ユニットでは平成
26年度より、北海道における道路施設等の色彩に関する
研究に取組んできた4) 5) 6) 。平成30年6月には、それまで
の研究成果をもとに「北海道の色彩ポイントブック」7)
写真-1 成果を取りまとめた「北海道の色彩ポイントブック」
を取りまとめ、前述のような北海道独自の色彩ルールの
制定に向けて、現状の課題を確認した上で考え方や論点
(2) 北海道の色彩ポイントブックの概要と要点
を整理し、また、標準的な北海道の道路環境を想定した
色彩ポイントブック7) では、主に道路附属物等の道路
際に望ましいと考える色彩を試案として提案を行ってい
施設を対象として、色彩の検討にあたり景観の観点から
る。
考慮すべき事項を論理立ててわかりやすいよう整理した。
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前章の内容と重複になるが、北海道および積雪寒冷地
ならではのものとして、色彩選定にあたり考慮すべき事
項には以下が認められる。
・本州以南の地域と比較した場合の北海道の道路環境
の特異性：広大で開放的な景観、冬期の雪景色、冬
期の気候に対応するための多数の道路附属物
・道路附属物等の色彩の現状と課題：目立つこげ茶
（ダークブラウン）の構造物、除雪等に起因する塗装
のはがれ
これらを踏まえ、仮説として無彩色および明るい色彩
の優位性、緑青系の色彩の可能性を設定した上で、事例
調査や色彩被験者テストにより検証を行い、以下のこと
を取りまとめた。

表-1 緑系グレーの構造物に関する追跡調査対象の一覧
事例番号 マンセル値 *

構造物種別

地点名称

所在地

G系グレー：緑みの灰色
G1
5G 4/ 0.8
G2
5G 4/ 0.8
G3
5G 5/ 0.5
G4
5G 4/ 1

⾼欄
⾼欄
⾼欄
点検用はしご

R453 町有林橋
R453 滝野橋
R453 楓山橋
R453 楓山橋

札幌市南区
札幌市南区
恵庭市
恵庭市

BG系グレー：⻘緑みの灰色
BG1
10BG 5/ 2
照明柱
BG2
5BG 5/ 1
照明柱

氷点橋/永隆橋
クリスタル橋

旭川市
旭川市

GY系グレー：⻩緑みの灰色
GY1
5GY 3/ 1
照明柱
GY2
5GY 4/ 1
侵入防止柵

道道140号
硬石山水管橋

上川郡愛別町
札幌市南区

※ B系グレー：⻘みの灰色
B1
5B 3/ 1
⾼欄

クリスタル橋/氷点橋

旭川市

・色彩選定の方向性：構造物の形態および設置環境ご
との色彩選定の考え方（表）…色彩のおおまかなくく
りとして、無彩色、緑青系（寒色系）および赤黄／茶
系（暖色系）からの選定方法。
・候補色：景観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）および亜鉛メッキの適
用性、緑系グレーの事例…北海道の環境においては、
ダークグレーや亜鉛メッキ、緑系グレーを優先的に検
討することができる。

(2) 調査結果
a) G（緑）系グレー
G系グレー（緑みの灰色あるいは暗い緑みの灰色）は、
支笏洞爺国立公園等における色彩ガイドライン8) で「美
笛グリーン」として規定され、橋梁の高欄等に複数の採
用例がある。しかしながらガイドラインにおける指定色
が5G4/0.5で、日本塗料工業会の塗料用標準色にないため
か、設置箇所ごとに色にばらつきがみられる。
調査対象としたものは、表-1に示した構造物4種であ
(3) 研究課題
るが、それぞれに、明度が1、彩度が0.5程度の範囲で微
これまでの研究および「ポイントブック」においては、 妙に異なる。
周辺環境や季節の違いを考慮して色彩の検討を行ってい
このうち彩度0.8程度のもの（事例G1・G2）では、特
るが、色彩は天候や時刻によっても色の見え方や印象が
に晴れた日中などの時間帯には色味がしっかりと感じら
変化することから、これらを網羅しきれてはいない。こ
れる一方（写真-1上段左）、彩度0.5 明度5のもの（事例
G3）では多くのケースでほとんど無彩色に見え、いわ
のため、設置事例の少ないグレーベージュやオフグレー
の適用性や、推奨する緑系グレーの具体の色彩（マンセ
ゆるクールグレーと呼ばれるような寒色寄りのグレーで
ル色番号）については、結論を得ることができなかった。
そこで、これらのうちの緑系のグレーの色の見え方に
表-2 G(緑)系グレーに関する追跡調査結果の一例
ついて、実構造物をサンプルとして追跡調査を行うこと
調査対象構造物
調査対象構造物（※印のケース）
色彩測色値：
5G 4 /0.8
色彩測色値：
5G 4 /0.8
とした。本稿では、この追跡調査の経過について報告す
構造物種類：
橋梁⾼欄
構造物種類：
橋梁⾼欄
る。
地点名：
R453 町有林橋
地点名：
R453 滝野橋
所在地：

札幌市南区

所在地：

札幌市南区

観察条件および観察結果

2．色彩に関する追跡調査
(1) 追跡調査の方法
札幌からおおむね2時間程度の範囲に、日頃業務で移
動する機会のある経路上にて、いくつかの緑系グレーの
道路附属物の事例が確認できた。
これらの事例について、季節・天候・時間帯を変えて
複数回訪れ、それぞれの色彩の見え方の違いについて観
察を行った。観察者は筆者1名である。
調査対象とした道路附属物およびその色彩は表-1に示
したとおりである。

晴れ
朝

昼

夕

薄曇
・

曇り
・

春
(残雪)

夏

●2018/6/6

(緑)

⻘みを帯びて美しく
映える。
環境にも調和。
晴天の環境下では、夏の草葉の緑⾊に、⻘みを帯びた緑⾊が美しく⾒える。
環境にも良く調和する。
陽光の乏しい環境での⾒え⽅は確認できていないが、環境には融和して⾒えると⾒込まれる。

秋
(落葉)

冬

●2018/12/2 ※

●2019/1/9

(積雪)

夏よりは緑みを帯び
て⾒え、美しさは失
われるものの、環境
によく調和。

同左。

夏よりは緑みを帯びて⾒え、映えるような⾊彩の美しさは失われるものの、環境にはよく調和。
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事例G1（5G4/0.8） 夏・晴れ・昼（2018/6/6 11:00）

事例G3（5G5/0.5） 夏・晴れ・昼（2018/6/6 11:20）
同写真中の点検用はしご： 事例G4（5G4/1）

事例G1（5G4/0.8） 冬・薄曇り（2019/1/9 14:40）

事例G3（5G5/0.5） 冬・晴れ・昼（2018/12/2 9:50）
同写真中の点検用はしご： 事例G4（5G4/1）

事例G2（5G5/0.5） 冬・晴れ・昼（2018/12/2 9:20）

写真-1 G(緑)系グレーの追跡調査一例

あるため、無機質な冷めたような印象を受ける（写真-1
上段中央）。
冬期積雪期になると、若干色の印象は変わって見える
ようになるが（写真-1 上段右および下段2枚）、差はさ
ほど大きくない。しかしながら、夏には若干青みを帯び
て見えていた色彩（写真-1 上段左）が、冬には緑みを帯
びて見える（写真-1 下段左）などの違いが感じられた。
表-2に、これらのG系グレーのうち、事例G1およびG2
の追跡調査結果を一例として示した。
b) BG（青緑）系グレー
BG系グレー（青緑みの灰色）は、旭川駅周辺の土地
区画整理事業地区「北彩都地区」で複数の採用事例があ
る。表-3、表-4および写真-3に、表-2に示したBG1およ
びBG2の事例の追跡調査結果を示す。
これらのBG系グレーは北海道の環境によく調和する

色彩と認められるが、天候・日射による色の見え方の差
異が著しい。彩度1のものは、日中の日射のあるときに
は美しい色だが（写真-2 下段左）、それ以外ではくすん
だグレーに見える（写真-2 下段中央）。彩度2のものは、
日射のあるときには鮮やかすぎ（写真-2 上段左）、夕方
等太陽高度の低いときには、直射光の黄色みの影響か、
緑が強く感じられる（写真-2 中段中央）。
c) GY（黄緑）系グレー
GY系グレー（黄緑みの灰色あるいは暗い黄緑みの灰
色）は、札幌市南区や愛別町で事例を確認しているが、
ここでは表-1の事例GY1（愛別町内の照明柱）の結果に
ついて記載する。
以前実施した被験者ヒアリングによると、これらの
GY系グレーは単体では特に美しくはないとされる色と
のことだが、光の環境の違いによる印象の差異が少なく、

表-3 BG(青緑)系グレーに関する追跡調査結果の一例(1)

表-4 BG(青緑)系グレーに関する追跡調査結果の一例(2)
調査対象構造物

調査対象構造物
色彩測色値：

10BG 5/ 2

構造物種類：

照明柱・標識柱

色彩測色値：

5BG 5/ 1

構造物種類：

照明柱

地点名：

氷点橋・永隆橋

所在地：

旭川市

地点名：

クリスタル橋

所在地：

旭川市

夕

薄曇
・

夕

薄曇
・

観察条件および観察結果

観察条件および観察結果
晴れ
朝

昼

曇り
・

春

春

(残雪)

(残雪)

晴れ
朝

昼

●2018/5/22

夏

●2018/9/26

●2018/5/22

夏

●2018/9/26

(緑)

彩度過多

彩度過多

(緑)

爽やかな⻘⾊が美し 同左。
く映える。環境・景観
にも融和・調和。

夏の草葉の緑⾊に、ブルーグレー⾊が美しく映える。
非常に美しい⾊であるが、よく目⽴ち、環境に融和する⾊彩とは⾔いがたい。

⽇射が⼗分にあると、本来の⻘みが⼗分に視覚され、美しく映える。
夏の草葉の緑⾊や、遠景の⻘い山並み、あるいは残雪の山並みにもよく調和する。

秋

●2018/11/9,15

秋

(落葉)

彩度過多

(落葉)

曇天環境下では、鮮やかさが落ち着いて⾒えるが、落葉期の周辺の環境⾊からは彩度が突出しており、⾃然
環境に調和した⾊彩とは⾔いがたい。

冬

●2019/1/11

(積雪)

緑みを帯びて⾒える 強い緑みを帯びて⾒ 良好
彩度過多
える
彩度過多

●2016/3/17

曇り
・

●2019/1/11

薄曇りの環境では、鮮やかさが落ち着き、雪景⾊に調和した良好な⾊彩に⾒える。
晴れた環境下では、直射⽇光の⻩⾊みに影響されてか、緑みが強く感じられ、あまり良好な印象ではない。
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●2018/11/9,15
ほぼ無彩⾊
曇りの環境下では、ほぼ無彩⾊に視認され、中間明度のぱっとしない⾊に⾒える。

冬

●2019/1/11

(積雪)

⻩⾊みを帯びて⾒えるほぼ無彩⾊。
環境には融和。

●2019/1/11

●2016/3/17

●2019/1/11

ほぼ無彩⾊。
環境には融和。

良好

薄曇りの環境では、雪景⾊に調和した良好な⾊彩に⾒える。
晴れた環境下では、直射⽇光の⻩⾊みに影響されてか、くすんだ⾊に⾒え、あまり良好な印象ではない。
環境・景観には融和。

事例BG1（10BG5/2） 夏・晴れ・昼（2018/5/22 14:10）

事例BG1（10BG5/2） 冬・薄曇り（2019/1/11 8:40）

事例BG1（10BG5/2） 冬・晴れ・昼（2019/1/11 12:00）

事例BG1（10BG5/2） 秋・曇り（2018/11/9 8:20）

事例BG1（10BG5/2） 冬・晴れ・昼（2016/3/17 15:30）

事例BG2（5BG5/1） 冬・晴れ・昼（2019/1/11 12:50）

事例BG2（5BG5/1） 秋・曇り（2018/11/9 8:10）

事例BG2（5BG5/1） 冬・晴れ・朝（2019/1/11 9:00）

事例BG2（5BG5/1） 夏・晴れ・朝（2018/9/26 8:40）

写真-2 BG(青緑)系グレーの追跡調査一例

事例GY1（5GY3/1） 夏・晴れ・昼（2018/9/26 12:20）

事例GY1（5GY3/1）冬・晴れ・昼（2019/1/11 10:20）

事例GY1（5GY3/1）夏・薄曇り（2018/8/20 13:50）

事例GY1（5GY3/1）冬・晴れ・昼（2019/1/11 10:20）

事例GY1（5GY3/1）冬・薄曇り（2019/1/11 10:50）

事例GY1（5GY3/1）冬・薄曇り（2019/1/11 10:50）

写真-3 GY(黄緑)系グレーの追跡調査一例

また、いずれの環境でも環境に融和する色彩に感じられ
た（写真-3、表-5）。

3．考察
これまでの調査結果を踏まえた、緑系グレーの視認特
性および適用性に関する考察は以下のとおりである。
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(1) 季節・天候・時間帯による色彩の知覚傾向
曇天の環境では、青みの色彩が知覚されにくいようで
ある。これには、曇天時には環境光が青み寄りとなるこ
とから、環境全体が青みがかって見え、それにより元来
青みを帯びた要素の青みが弱まって知覚されるためかも
しれない。このため、青みがかった色彩は彩度が落ちた
ように、また、青緑系の色彩の場合には青みのみが減退

表-5 GY(黄緑)系グレーに関する追跡調査結果の一例
調査対象構造物
色彩測色値：

5GY 3/ 1

構造物種類：

照明柱・標識柱

地点名：

道道140号

所在地：

上川郡愛別町

昼

夕

薄曇
・

夏

●2018/8/20

●2018/5/22

●2018/8/20

(緑)

融和・調和
融和・調和
融和・調和
ややくすんだ⾊に⾒え ややくすんだ⾊に⾒え ややくすんだ⾊に⾒え
る
る
る

観察条件および観察結果
晴れ
朝

曇り
・

春
(残雪)

夏の草葉の緑⾊に囲まれた環境下では、ほぼ無彩⾊に視認され、かつ、なんとなく無表情な冷めた印象のグ
レーに⾒える。
あまり好ましくない印象。

秋

●2018/11/15

●2018/11/9(雨

青緑（BG）系の色彩と異なり、環境の違いによる色
の見え方の差異が少ないが、自然の草葉の色と同系統で
あるため、夏期はくすんだ色に見える。
c) 緑（G）系の色彩
黄緑（GY）と青緑（BG）の中間にあたる色相で、色
の見え方としても、前項および前々項で述べたGYおよ
びBGの特性の中間にあたる。
すなわち、環境の違いによる色の見え方の差異は少な
からず認められるものの、青緑（BG）系の色彩ほどで
はなく、一方で、青緑（BG）系の色彩ほどではないも
のの、光の条件次第で環境に美しく映える色彩となる。

(落葉)
薄曇りおよび小雨の環境でしか調査できていないが、夏期とほぼ同じ印象である。

冬

●2019/1/11

●2019/1/11

(積雪)

融和・調和

融和・調和

環境によく融和・調和している。
夏期と違い、冬期の無彩⾊の景⾊の中にあって、程よいきれいな⾊に⾒える。
明るい雪景⾊の中にあって、暗めの⾊彩で、引き締まって⾒えるのも影響しているかもしれない。

し、緑が強調された色彩に知覚される傾向があると理解
できる。
積雪の環境下では、環境が無彩色に近くなるため、夏
期には無彩色と認識される色彩も、若干ながら色味を帯
びた色彩に視認されるようになる。
晴天の環境下では、日照（直射日光）を受ける面（順
光面）と、環境光のみで照らされ陰となる面（逆光面）
とで印象が異なる。このうちの逆光面については、周囲
の明るさに比較して相当に暗く見えるため、色彩が知覚
されにくくなる。一方、順光面では、朝方、日中、夕方
で色彩の見え方が異なる。日中は、比較的フラットな色
彩の見え方となるが、夕方は、大気散乱により直射光の
青みの波長成分が減り、赤みの波長成分が占める割合が
増えるためか、青み寄りの色彩は発色しにくく、知覚さ
れにくくなる。このため、曇天の環境下同様、青みがか
った色彩は彩度が落ちたように、また、青緑系の色彩は
緑よりの色彩に知覚される。
(2) 各色彩の知覚傾向と印象
これらを踏まえて、青緑、緑、黄緑の各色について、
季節・天候・時間帯を考慮した色彩の見え方を整理する
と以下のようになる。
a) 青緑（BG）系の色彩
曇天時、夕方などに青み成分が知覚されにくくなるた
め、彩度が下がり、常時よりも緑がかった色彩に見える
ようになるなど、色の見え方が一定しない。
単体では非常に美しい色ではあるが、扱いにくい色彩
と言える。
b) 黄緑（GY）系の色彩
彩度の低いYG系の色彩は、オリーブやカーキと呼ば
れる色に近い色彩であるが、2.章で述べたとおり単体で
はあまり美しくない色とされる。
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(3) 色彩の3要素に基づく、色彩選定の際の配慮事項
a) 明度
背景となる環境色にあわせた色彩が基本となる。した
がって、空や雪面を背景とする場合は、明るめの色彩が
融和して見えやすい。
ただし、明るい色は膨張色とされ、この観点からは、
引き締まった印象に見える暗めの色彩（収縮色）に比較
して目立ちやすくなるため、無闇に明度を高くするのは
好ましくない。
調査事例からは、明度5程度でも十分明るい背景に融
和する。また、背の低い構造物、あるいは近傍の森林、
里山くらいの距離間の環境であれば、冬期積雪期でも明
度3程度でもよく調和する。
b) 色相
青緑（BG）系の色彩は、単体では美しい色であるが、
環境光、季節・季節・天候・時間帯による色の見え方の
差異が多く、扱いにくい色彩である。
黄緑（GY）系の色彩は、環境光、季節・天候・時間
帯による色の見え方の差異が少ないが、夏期には、同色
相となる草葉の色との関係から、くすんだ色彩に見える
ようになる。ツヤを高めに保つなどの対策が良いかもし
れない。
緑（G）系の色彩は、BG系とGY系の中間の特性を持
ち、多少なり季節・季節・天候・時間帯による色の見え
方に差異があるが、それほど影響の大きいものではなく、
日射の条件次第で、BG系グレーのように美しい色に見
えることもあるよい色彩である。
c) 彩度
実際の色相と環境光、季節・天候・時間帯にもよるが、
彩度0.5ではほとんど無彩色に見えるケースが多い（全
国版ガイドライン2） のダークグレーも彩度0.2〜0.5と規
定している）。逆に彩度1.0では、明らかに色味を持っ
た色彩に知覚され、環境によっては鮮やかさを感じるほ
どの色彩となる。
環境に融和させる目的では、彩度0.5以下が好ましい
が、若干の色味を感じさせる色彩としたい場合には、
0.5では低く、1.0では若干高いということになる。追跡
調査の対象とした緑系のグレーには彩度0.8程度の事例

があった（表-1）。しかしながら、日本塗料工業会の塗
料用標準色には低明度色には基本的には彩度1.0以上の
ものしか掲載がなく、したがって実用上は彩度1.0を採
用せざるを得ないケースが多いと見込まれる。
一方、有彩色に見せたい場合でも、1.0〜2.0もあれば、
いずれの環境でも十分に色として知覚される。
(4) 適用、色彩の選定方針
無彩色として採用する色彩であれば（環境への融和を
最重視する）、調達の容易性や経済性の観点から、景観
標準4色のダークグレーやオフグレーで問題ない。
若干の色味を帯びつつ、環境に融和する色彩（環境へ
の融和を本義としつつ、他とはひと味違う色）として選
ぶのであれば、G系のグレーかYG系のグレーが良い。
BG系は環境や日射の条件次第で、色の見え方の差異が
大きく採用にリスクがある。
存在感を出すため有彩色としつつ、環境や景観を損ね
ない色彩（街なみや道路環境を彩る色）とするには、彩
度1.0〜2.0が目安となる。BG系は美しい色であるが、環
境光、季節・季節・天候・時間帯によって色の見え方が
異なるので留意が必要である。G系グレーはBG系に次
いで美しい色でありつつ、扱いやすい色である。

4．まとめ
北海道は、「広大で開放的な景観」「冬期の雪景色」
といった点で、本州以南の地域と比較して特異であり、
これを考慮すると、旧来から用いられているダークブラ
ウンなどの茶系の有彩色は北海道の環境・景観に融和し
にくい。代替となる候補色としては、ダークグレー・亜
鉛メッキ仕上げ・緑系のグレーといった色彩が考えられ
る。緑系のグレーについては、寒地土木研究所で過去に
実施した被験者テストでも評価が高く、また道内におい
ても多数の採用例があり、良好な印象を受ける。地域景
観ユニットでは、これらの知見を「北海道の色彩ポイン
トブック」として取りまとめ提供をはじめた。
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しかしながら、候補色のひとつとして提示した緑系の
グレーについては、環境条件による色の見え方の違いな
ど、具体の色彩を提示するにまでは至っていない。
そこで、複数の環境条件下で、緑系のグレーに属する
色彩事例の追跡調査を行い、色の見え方の差異について
考察を行うとともに、緑系のグレーの中での色彩の選定
方針について考察を深めた。
その結果、G系あるいはGY系の色彩で、彩度0.7～1.0
程度、明度は3～5程度が、北海道の環境に融和する色彩
として新たな候補となると考えられた。
検証は、条件をかえて現在も継続中であり、今回は経
過報告の位置づけとしている。将来的には、色や環境条
件を絞り込んで、学識有識者の意見も確認したいと考え
ている。
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