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平成29年10月に公表された「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」1) では、道路附属
物等に望ましい色彩として、これまでの3色（ダークグレー、ダークブラウン、グレーベージ
ュ）2) にオフグレーを追加した4色が提示されたが、北海道の道路環境は本州以南の地域や非積
雪寒冷地とは大きく特性が異なる。
そこで本稿では、鋼管を用いた色彩サンプルを提示しての被験者実験等を通じて、北海道の
道路環境特性に適合した色彩のあり方について、検討および考察を行った結果について報告す
る。結果からは、ダークブラウン（こげ茶）に比較してダークグレー等の無彩色の評価が高く、
北海道の環境においては全国標準とは異なる色彩を選定していく必要が認められる。
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1．本研究の背景と目的
(1) 北海道の道路附属物の現状
日本の道路上には、ガードレールや照明、標識、防音
壁、落石防護柵など、多数の道路附属物が設置されてい
る。特に北海道では、これらに加えて冬期積雪期のため
の施設（視線誘導標や雪崩予防柵、防風防雪柵、砂箱な
ど）も設置される。さらに、道路には電線電柱などの道
路占用物も設置され、これらの道路附属物や占用物の色
彩は、景観に大きな影響を与える。
一方、北海道の国道や高速道路、その他の主要な道路
に設置されているこれらの道路附属物等の色彩は、①亜
鉛メッキ仕上げ、②茶系塗装仕上げ、③その他の独自色
塗装仕上げのいずれかに大別できる。これらのうち①と
②を比較すると、環境や景観に配慮した色彩として広く
採用されているのは②の茶系のほうであるが、実際に北
海道の道路において茶系に塗装された道路附属物を見る
と（写真-1）、亜鉛メッキ仕上げの道路附属物よりも存
在感が強く、背景となる風景を阻害しているような印象
を受ける（写真-1）。
(2)「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」1)
これは平成29年10月に、それまでの「景観に配慮した
防護柵の整備ガイドライン」2) を防護柵以外の道路附属
物にも内容を拡充改訂するものとして取りまとめられた
ものである。防護柵、照明柱、標識柱などの各道路附属
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写真-1 北海道の道路景観と道路付属物の色彩
上：夏期（道道 759号 / 中富良野町）
下：冬期（国道 230号中山峠 / 札幌市）
※亜鉛メッキの支柱やコンクリートの電柱よりも、ダークブラウン
の支柱が際だって見える。
例えば、上の写真では、道路右手の視線誘導標の支柱が、より径の
太い電柱よりもくっきり目立つ。下の写真では、左手手前の亜鉛メ
ッキ視線誘導標よりも、より奥のこげ茶照明柱が目立って見える。

物ごとに、地域特性のカテゴリに応じて選定の候補とな
る色彩が示されている。表-1はその一例で、照明柱の場
合の色彩選定の考え方について示されたものである。
ただし、表-1の最上段に「地域の特性に応じた適切な
色彩を選定することが基本であり、下表以外により適切
な色彩があれば、その色彩を採用する。」とあるように、
これらのガイドラインは地域独自のルールが未制定の場
合に参照されるべきものとの位置づけとされており、本
来的には地域や路線独自のルールを策定されるのが望ま
しいとされている。
(3) 北海道の道路景観の特異性
前項のガイドラインで繰り返し言及される「地域の特
性」という観点からは、北海道の道路環境は以下の点で、
非積雪寒冷地および本州以南と特異である。
a) 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い。このため、
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い（写真-2）。
b) 冬期の雪景色
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、一面が明るい白が主体の景色となる。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、
基本的にはモノトーンの風景となる（写真-3）。
c) 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
い（写真-4）。

表-1 「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」 1) に示された、
照明柱で基本とする色彩選定の考え方

写真-2 広大で開放的な道路景観（長沼町）

(4) 北海道の環境に適合した色彩ルールの必要性
以上のことから、北海道においては是非ローカル版の
道路附属物の色彩ルールを検討する必要があると考えら
れる。そこで当研究所では、これに関する研究を過去数
年来行ってきたところである3) ～7) 。
写真-3 北海道の冬期（3月）の道路景観（黒松内町）

2．研究の概要
本研究に関連してはこれまで、国内外における道路施
設に関する色彩基準の整理分析4) や、既存の道路施設の
色彩や道路環境色の測色調査5) 6) 、フォトモンタージュ
を用いた室内での被験者実験7) などを行い報告してきた
ところである。
本稿では、これらの成果を踏まえ、実際に鋼管を用い
た色彩サンプルを屋外環境に設置して、色彩と環境の調
和に関する被験者実験を行った結果について報告する。
また、研究の一区切りとしてこれらの研究成果を集約し
て技術資料に取りまとめたのでそれについても紹介する。
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写真-4 北海道の道路に設置された多数の道路附属物

3．色彩に関する被験者実験
北海道の道路環境に適合する色彩について明らかにす
るため、色彩サンプルを用いた被験者実験を行った。
(1) 実験の方法
実験の実施風景について、写真-5に一例を示す。
実験は積雪期（冬期）と非積雪期（夏期）の2回行っ
た。被験者は、人材派遣会社を通じて募集された一般の
被験者および、土木分野の設計コンサルタント職員、寒
地土木研究所職員、学識有識者等の土木技術者被験者で
ある（表-2）。
鋼管パイプ等に着色塗装を行って作成した色彩サンプ
ル23色32種類（写真-6、表-3）を提示して、それぞれの
色彩に関して表-4の4項目のキーワードに評価を求めた。
色彩評価を行う環境としては、一般の自然地域（山
間・森林）を想定した公園内、丘陵・田園地域を想定し
た河川敷①、水際（湖沼・海岸）を想定した河川敷②、
冬期の景観を想定した冬期公園内の4パターンである
（表-2、写真-6）。
実験結果の抜粋を図-1に示す。サンプル1～3は、防護
柵ガイドライン2) に示された景観3色。サンプル4～5は、
無彩色の中での明度比較のために選定したもので、ダー
クグレー（サンプル1）と比較できるよういずれも同色

写真-5 被験者実験風景（夏期）

写真-6 サンプルの提示状況および評価環境

表-2 被験者実験実施概要
想定環境

略称

（実施場所）

評価項目

被験者
土木技術者

冬期 / 自然地域一般

冬1

（札幌市/中島公園内）

⼭間・森林

（札幌市/豊平川河川敷①）

湖沼・海岸

かっこ( )内は配点

美しい / 美しくない

14名

18名

学識2・寒地5・コンサル7

20〜48歳、男8・⼥10、※道外2

31名

（札幌市/中島公園内）*冬1と同じ

夏2

評価方法

一般

夏1

丘陵・⽥園

表-4 被験者実験実施概要

19〜69歳、男15・⼥16、※道外2

16名

6段階評価

ここちよい / 不快な
風景に馴染む / 風景に馴染まない
視認しやすい(分かりやすい)

学識2・寒地7・コンサル7

/ 視認しにくい(分かりづらい)

・
・
・
・
・
・

左の⾔葉があてはまる (1)
やや左の⾔葉があてはまる (2)
どちらかというと左の⾔葉があてはまる (3)
どちらかというと右の⾔葉があてはまる (4)
やや右の⾔葉があてはまる (5)
右の⾔葉があてはまる (6)

夏3

（札幌市/豊平川河川敷②）

表-3 提示サンプルの色彩（抜粋）
< 景観3色
ダークグレー

ダークブラウン

グレーベージュ

> < 無彩色
（オフグレー）

日塗工 色番号
マンセル値(参考)

19-30A
10YR3.0/0.2

19-20B
10YR2.0/1.0

19-60B
10YR6.0/1.0

19-70A
10YR7.0/0.2

19-85A
10YR8.5/0.5

備考

附属物等GL
ダークグレー

附属物等GL
ダークブラウン

附属物等GL
グレーベージュ

※附属物等GL
オフグレーに近似

防護柵GL(案)H15
オフホワイト

< 低明度・色相⽐較
赤
⻩赤 ※再掲

⻩

⻩緑

緑

⻘

紫

05-30B
5R3.0/1.0

25-30B
5Y3.0/1.0

35-30B
5GY3.0/1.0

45-30B
5G3.0/1.0

65-30B
5B3.0/1.0

85-30B
5P3.0/1.0

< 中明度・色相⽐較
赤
⻩

⻩緑

緑

⻘

紫

05-60B
5R6.0/1.0

35-60B
5GY6.0/1.0

45-60B
5G6.0/1.0

65-60B
5B6.0/1.0

85-60B
5P6.0/1.0

オフホワイト

> < 亜鉛メッキ
>
亜鉛メッキ(新品) 亜鉛メッキ(経年)

色彩
(イメージ)

>

色彩
(イメージ)

日塗工 色番号
マンセル値(参考)

19-20B
10YR2.0/1.0
附属物等GL
ダークブラウン

備考

>

色彩
(イメージ)

日塗工 色番号
マンセル値(参考)

25-60B
5Y6.0/1.0

備考
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相・同彩度としている（サンプル4のオフグレーは、実
験実施がそれ以前であったため、平成29年の道路附属物
等ガイドライン1) で示されたオフグレーとは色相および
彩度が異なる）。サンプル6～7は溶融亜鉛メッキ仕上げ
で、光沢があり明度の高い新品に近いものと、光沢が失
われ明度の低い経年したものの2種類を用意した。サン
プル8～14は、低明度低彩度の色彩の中で、色相の異な
るものを比較のため揃えた。
ただし、サンプルは表-3に「低明度・色相比較」「中
明度・色相比較」などと示したように、数本ずつのグル
ープにまとめて提示してそれぞれに回答を求めたので

（写真-5）、同一グループ内の比較はそれなりに正確で
ある可能性が高いが、異なるグループ間の比較評価には
適さない可能性があることを留意する必要がある。
なお、実験では表-3に示した中明度低彩度の色相比較
サンプルや、その他のサンプルも示したが、これらにつ
いては結果を割愛する。
(2) 実験結果：一般被験者
一般被験者については、冬1・夏1の実験のみ実施して
おり、結果は、図-1に赤系のプロットで示したとおりで
ある。

「風景に馴染む / 風景に馴染まない」の評価平均値
サンプル1〜7
冬1
冬期

サンプル8〜14

← 風景に馴染む
1

2

風景に馴染まない →
3

4

5

← 風景に馴染む

6

1

風景に馴染まない →
3

4

5

6

8

凡例：

2

9

土木技術者

3

10

サンプル番号

1

サンプル番号

2

4

11

5

一般被験者

12

6

13

7

14
評価平均値

夏1
⼭間・森林

1

2

3

4

5

6

9

3

10

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

12

5
6

13

7

14
2

3

4

5

6

8

2

9

3

サンプル番号

サンプル番号

4

11

4

1

10

4

11

5

12

6

13

7

14
1

2

3

4

5

6

1

8

2

9

3

10

サンプル番号

サンプル番号

3

サンプル番号

サンプル番号

2

1

夏3
湖沼・海岸

2

8

1

夏2
⽥園・丘陵

1

11

4

12

5
6

13

7

14

1

ダークグレー

10YR3.0/0.2

8

赤

5R3.0/1.0

2

ダークブラウン

10YR2.0/1.0

9

⻩赤

10YR2.0/1.0

3

グレーベージュ

10YR6.0/1.0

10

⻩

5Y3.0/1.0

4

オフグレー近似色

10YR7.0/0.2

11

⻩緑

5GY3.0/1.0

5

オフホワイト

10YR8.5/0.5

12

緑

5G3.0/1.0

6

亜鉛メッキ(新品)

13

⻘

5B3.0/1.0

7

亜鉛メッキ(経年)

14

紫

5P3.0/1.0

*サンプルは、2.と同じ

図-1 被験者実験結果（抜粋） ： 各色彩サンプルに対する被験者評価の平均値
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標準偏差

ちなので、ダークグレーがニュートラルで基本となる
このうち、冬1については、雪の背景に溶け込む明色
色彩ということでよいと考える。
の評価が高く（サンプル3～5）、明度の低い色彩の評価
・開放感という観点からは、「丘陵・田園景域」につい
（サンプル1～2、8～14など）は総じて低い。
ては、実験結果（夏2）からも分かるように「山間景
夏1については、ダークグレー（サンプル1）の評価が
域」同様の低明度（ダークグレー等）中心でよいと考
高く、次いでダークブラウン（同2）、黄緑系（同11）、
える。低明度の色彩は背景を透過しやすい。「湖沼・
緑系（同12）の評価が高い。
海岸景域」（夏3）や、面積の大きい構造物で重く見
(3) 実験結果：土木技術者被験者
えるものは、中明度（亜鉛メッキ等）でもよい。
・北海道独自の推奨色もあり得るが、色数が増えると景
土木技術者被験者については、冬1・夏1～3の実験を
観的にも技術的にも煩雑になる可能性があるので、標
すべて実施しており、結果は図-1に青系のプロットで示
準の景観4色に、1色追加する程度がよい。
したとおりである。
・低彩度のグリーン系はよいのではないか。ただし、彩
サンプル1～7については、冬1・夏1～3のすべてにお
度は0.5以下で色味がほとんどわからない程度が良い。
いて、ダークグレー（サンプル1）の評価が最も高い。
特に中明度の場合は色味が出やすいので、彩度0.2程
一方、ダークブラウン、グレーベージュ、オフグレー
度に抑えるのが望ましい。
（サンプル2～4）および亜鉛メッキ（同7）については、
・いずれにせよ、新たな色彩を標準色として追加するの
環境によって評価順が異なる。冬1ではグレーベージュ
であれば、より詳細な実験や検討が必要と考える。
やオフグレーなどの高明度の色彩の評価が（ダークグレ
ーに次いで）高く、夏1ではダークブラウンの評価が高
なお、冬期景観については十分な意見が得られなかっ
い。夏2および夏3では、ダークブラウン・グレーベージ
ュ・オフグレー・亜鉛メッキの評価に大きな差異はない。 た。
サンプル8～14は冬1・夏1～3のいずれでもサンプル11
（黄緑系）の評価が最も高く、次いで、冬1および夏1で
5．研究成果のまとめ
はサンプル12（緑系）、夏2および夏3ではサンプル10
（黄系）の結果となった。
北海道の道路環境をイメージした複数の環境下で、小
型の色彩サンプルを用いた色彩の評価実験を行い、北海
(4) 実験結果のまとめ
道の環境や景観に適した色彩について、有識者ヒアリン
ダークグレー（サンプル1）および低明度低彩度の黄
グも交え検討を行った。
緑系（サンプル11）は、一般被験者の冬1を除いていず
実験からは、夏冬ともに低彩度の黄～黄緑～緑の色彩
れでも評価が高く、北海道の環境に広く適合する色彩で
（実験では5GY3.0/1.0（低明度低彩度の黄緑）や5Y6.0/1.0
ある可能性がある。
（中明度低彩度の黄：本論文には結果未掲））の評価が
溶融亜鉛メッキ経年（サンプル7）は、土木技術者評
高かった。これらの色彩については、有識者にも否定的
価ではいずれの環境でも中庸の評価であった。
な意見はなく、今後より詳細の検討を行った上で北海道
独自の景観色として選定も考えられる。
既存の景観4色（ダークグレー、ダークブラウン、グ
4．被験者実験結果を踏まえた有識者ヒアリング
レーベージュ、オフグレー）および亜鉛メッキ仕上げに
ついては、いずれの景域においてもダークグレーの評価
以上の実験結果を踏まえ、表-5の学識有識者3名にヒ
が高かった。
アリングを行い、実験結果および北海道における道路附
その他本研究に関連しては、土木学会デザイン賞受賞
属物等の色彩のあり方について考察や見解を伺った。
の橋梁における道路附属物の色彩事例（空や遠景の山並
結果は、以下に抜粋のとおりである。
みが背景になりやすいという点が、北海道の道路環境に
類似すると考えた）や、海外の土木インフラに関する色
・実験結果のとおりダークブラウンは重い印象となりが
彩ガイドラインの調査などを行ったが、前者では明るめ
表-5 学識有識者ヒアリング一覧
の無彩色の採用が多いこと、後者では暗めの無彩色（ダ
ークグレーもしくは風化した亜鉛メッキ）が推奨されて
日時
ヒアリング対象者
いることなどを確認できた3) 4) 。
H29.7.26
早稲⽥⼤学 創造理工学部
これらの研究成果を踏まえ、「北海道の色彩ポイント
13:00〜15:00
佐々木 葉 教授
ブック：北海道および積雪寒冷地の道路施設の色彩検討
H29.7.31
一般財団法人 日本色彩研究所
15:00〜17:00
赤木 重文 氏
の手引き」（写真-7）を取りまとめた。研究成果を踏ま
H29.8.1
有限会社クリマ
え、慣例となっているダークブラウンに優先して、ダー
10:00〜12:00
吉⽥ 慎悟 氏
クグレーあるいは亜鉛メッキなどの無彩色の採用につい
Satoshi Kasama, Tetsuo Takahashi, Yasuaki Matsuda

ても検討するよう促す内容としている。
これらの無彩色は、冬季の雪景色への融和、遠景の山
並みや空を背景としたときの融和などの観点からダーク
ブラウンよりも優れ、これらの風景に溶け込む色彩であ
る。ガードケーブルや他の亜鉛メッキ仕上げの構造物と
の調和の観点からも優れる。
なお、本研究の範囲では、対象の道路付属物（色彩サ
ンプル）から距離をおいて眺めた時や、空を背景とした
時の見え方については十分に検証ができていない。今後
精度を高めて、北海道版色彩ガイドラインとして位置づ
けていくことが望まれる。

6．研究成果と既存の基準等との整合
現行の道路附属物等の色彩に関する基準等としては、
北海道内には、支笏洞爺国立公園周辺地域を対象とした
「支笏洞爺国立公園及び周辺道路における道路附属物の
色彩ガイドライン」8) のほか、「北海道の道路デザイン
ブック」9)がある。
これらの基準等における記述と本研究の成果あるいは
前掲の「ポイントブック」における記述との整合につい
て確認する。
(1) 支笏洞爺国立公園及び周辺道路における道路附属物
の色彩ガイドライン 8)
2006年に北海道開発局札幌開発建設部が取りまとめた
ガイドラインである。防護柵ガイドライン2) の制定と洞
爺湖サミットを契機として検討されたものとされる。
当該ガイドラインでは、各種支柱・照明柱・路側用防
護柵・雪崩防止柵などについて、周辺景観に融和し極力
存在感を低減するよう「モノトーン」を基本方針とし、
選定色として、一般区域（自然公園区域外）では通常の
亜鉛メッキ仕上げを選定している。また、自然公園区域
では一般区域に比べ明度を下げる意図から、ダークグレ
ー塗装仕上げあるいは亜鉛メッキ後リン酸亜鉛処理仕上
げを選定している。
(2) 北海道の道路デザインブック 9)
当初、2004年3月に北海道開発局「北海道の道路整備
ブック(案)」として取りまとめられたもので、改訂を経
て現在の名称となったものである。
当該資料では、郊外の一般的地域においては溶融亜鉛
メッキ仕上げを第一の候補とし、重点的な景観や環境へ
の配慮が必要な区間では塗装やリン亜鉛処理による明度
の低い無彩色系の色彩が推奨されている。
前節(1)の資料含め、これらの記述は、本検討の結果
と整合するものであり、北海道においては、全国的なガ
イドラインに優先して、ポイントブック、デザインブッ
ク9)、支笏洞爺ガイドライン8) を参照し、無彩色の採用を
検討していくことが望ましいと考えられる。
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写真-7 成果を取りまとめた「北海道の色彩ポイントブック」

(3) 景観に配慮した道路付属物等ガイドライン 1)
平成29年10月に公表された、全国版の道路付属物の景
観対策に関するガイドライン（色彩等に関する詳細な記
述含む）である。
前掲した表-1のとおり、樹林地ではダークグレーある
いはダークブラウンを、海岸部や田園地帯ではダークブ
ラウンあるいはグレーベージュを選定するよう促す内容
であるが、後者については、本研究の成果とは異なる。
このことからも、全国版のガイドラインに優先する、
北海道独自の色彩基準の制定が必要と考える次第である。
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