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まえがき  
 近年、我が国の社会経済を取り巻く環境は、少子高齢化の進展、生活の高度化・多様化、

財政状況のひっ迫化など大きく変化しており、社会資本の基礎である道路についても、歩

行者重視、環境や安全への配慮など多様化する国民ニーズや社会経済の変化に対応する

21 世紀に向けた道路整備が望まれている。  
 これを背景として、20 年ぶりに大幅に改訂された「道路構造令（平成 15 年 7 月）」は、

道路の多様な役割と機能に十分配慮した道路計画・設計の考え方や、地域の状況に応じて

交通機能や空間機能などを適切に考慮して基準を弾力的に運用できるという柔軟な考え

方を重視している。  
 北海道開発局では、地域に応じた弾力的な「道路構造令」の運用を図るため、従前の道

路構造基準を定めていた「道路工事設計基準」を平成 16 年 4 月に廃止したところである。

さらに、地域の状況に応じた基準の弾力的運用の観点から、北海道特有の積雪寒冷地の道

路技術や構造規格を考慮した「北海道における道路構造の考え方（案）」、「道路構造イン

スピレーションブック 2005」をとりまとめている。  
 一方、良好な景観の保全、地域の潜在的価値発掘による魅力ある景観形成のため、「美

しい国づくり政策大綱」が策定され、「景観法」、「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）」など実現に向けた取組が行われている。北海道開発局においても、

道路の設計・施工・維持管理の各段階における道路と沿道の景観形成に関して、「北海道

の道路デザインブック（案）」（旧・「北海道の道路景観整備ブック（案）」）をとりまとめ

たところである。  
 本稿は、「北海道の地域特性を考慮した道路整備」（北海道スタンダード）の一環として

取り組むべき道路景観の考え方や整備方法について、①地域特性や良好な景観形成に配慮

した道路構造、②北海道の道路景観と道路デザインのポイント、③引き算による道路景観

向上策から道路景観の課題や特徴について述べた後、北海道開発局における取り組み事例

（新設改築、シーニックバイウェイ北海道における官民協働）を報告するものである。  
 
 
 
 



１．地域特性や良好な景観形成に配慮した道路構造について  
（１）道路構造決定の考え方  

平成１６年２月に改正された「道路構造令の解説と運用」では、道路の特性（地域特性、

交通特性、ネットワーク特性等）を考慮し、必要とされる道路機能を明確にした上で、そ

の機能が確保できる適切な道路構造を、総合的に判断することとしている。  

従 来 の 流 れ

都市部/地方部

今 後 の 流 れ

自動車交通量 道路の種類

道路構造令に規定された
最低値・標準値などを採用

全国画一的な道路構造

地域特性 交通特性 ネットワーク特性

必要な道路の機能の明確化

道路構造令の弾力的運用

地域に適した道路構造

 
図-1 道路構造決定の流れ ※道路構造令の解説と運用１－３道路の計

画・設計の手順より  

 
（２）道路機能としての景観形成の必要性  

道路の機能は、大別して交通機能と空間機能に分類される。  
交通機能は、自動車・歩行者・自転車の通行機能（トラフィック機能）、アクセス機能、

滞留機能がある。積雪寒冷地である北海道では、年間を通じて同一レベルの交通機能を確

保することは困難であり、季節に応じてどの程度のサービス水準を確保するかについても

十分に考慮した上で、適切な交通機能を確保する必要がある。  
空間機能は、市街地形成、防災空間、環境空間、収容空間としての機能がある。  
道路は、地域における重要な景観形成要素であり、環境空間として、周辺景観との調和

を図ることが求められる。  
表-1 道路の機能 ※道路構造令の解説と運用１－2 道路構造に関する基本的考え方より  

機能分類  自動車  歩行者・自転車  
通行  
機能  

円滑性、安全性、  
信頼性、快適性  

歩行者の交通機能、  
自転車の交通機能  

アクセス  
機能  

交差道路との出入り、沿道施

設への出入り、交通結節点の

利用  

連続性、安全性、  
バリアフリー、快適性  

交通機能  

滞留  
機能  

自動車の駐車、  
自動車利用者の休憩  

歩行者の滞留、  
自転車の駐輪  

空間機能  市街地形成、防災空間、環境空間、収容空間、維持管理（堆雪空間）  
「道路構造令の解説と運用」においても、『道路は地域の景観を構成する重要な要素で

あるため、線形設計、ランドマークとなるような橋梁等道路構造物の全体形状等について、



計画の早い段階から景観に関する検討を進めることが重要である。また、地域住民等との

協力により、沿道と一体となった沿道景観形成への取り組みにも配慮する必要がある』と

あり、道路が地域の景観形成に与える影響の大きさから、周辺景観との調和に配慮するこ

とが必要であるとしている。  
景観の美しさは、基準等で定めることができないため、見る者の価値観や意識等により

変化する。こうした景観の美しさの捉え方が多様であることや、景観形成は道路空間だけ

でなく沿道地域との一体的な捉え方が必要であることを踏まえ、道路事業者の判断だけで

なく、地域住民等との協働による景観形成に向けた取り組みが重要である。  
 

（３）北海道における道路景観形成の重要性  
美しさ（景観性）は、機能性や安全性と同じく、本来、道路などの社会資本に不可欠な

条件である。また、道路の景観は、人々の心のありように大きな影響を与える。美しい自

然や田園風景が人々を魅了し、観光が主要産業の北海道においては、道路景観の善し悪し

が地域に及ぼす影響は大きい。  
広大かつ多様な自然環境を有する北海道は、我国の最北に位置し、接する海域や地勢の

違いによって気候風土が異なり、多種多様な景観特性を有している。また、景観形成要素

として求められる道路の機能も、その地域の特性により相当異なる。  
国土交通省では、「美しい国づくり政策大綱」の具体的施策の一環である「公共事業に

おける景観検討の基本方針（案）」を本年度から本格運用しており、優れた景観を有する

地域で行う直轄事業において、適切な景観評価を含む景観検討の実施が必要となった。今

後は、景観特性に配慮した上で、それぞれの路線に求められる多様な道路機能に応じて、

北海道らしい景観形成の実現に向けた取り組みが重要である。  
 

２．北海道の道路景観と道路デザインのポイント 

 北海道開発局を中心に各開発建設部と寒地土木研究所でメンバー構成された「道路景観

整備ワーキンググループ」により、「北海道の道路デザインブック（案）」（以下、「デザイ

ンブック」という）が昨年の 3 月に作成・発行された。本章では、本デザインブックの内

容を踏まえつつ、さらに最近の研究成果を加え、主に道路管理者の立場から北海道の良好

な道路景観の創出に関して、ポイントを絞って述べる。  
なお、道路景観に関する思想や技術、デザイン手法などは、デザインブックをはじめ、

「道路のデザイン（道路デザイン指針（案）とその解説）」１ ）などを参考としていただき

たい。  
 
（１）北海道の印象に大きく影響を与える道路景観 

“道路は地域を見る窓”とも言われる。すなわち、

道路は見られる視対象だけでなく、最も重要な視点場

ともなり、訪れた人や住む人にとって、その国土や地

域の印象に与える影響が極めて大きい（写真－１）。こ

のことは、多くの社会資本の中でも特に道路の持つ特

写真-１ 道路は北海道を見る窓 



徴である。また、北海道は、鉄道などの公共交通機関が十分でないため、道路を使っての

移動が中心となっており、後述する北海道のドライブ観光人気と併せて、視点場としての

道路の重要性は、本州などに比べて大きい。  
 そのため、道路構造令に示される“空間機能”以外にも道路デザイン指針に示される「地

域認識機能」１ ） ２ ）としての道路を意識した景観形成が重要となる。  
 
（２）北海道観光の価値を高める沿道景観 

北海道には、美しい景観や豊かな自然環

境などを求め、近年、国内外から観光客が

多数訪れている３）。北海道における観光分

野の消費額は、全大型小売店の売り上げを

大きく上回り４ ） ５ ）、経済波及効果も約2兆
円に達する４ ）など、観光は北海道における

最も重要な産業となっている。同時に、外

国人観光客の増加は北海道が日本へ貢献

できる大きな分野である。道外からの観光

入り込みがここ数年伸びない中３ ）、近年は道外観光客によるレンタカードライブ観光が増

加しており、さらに外国人観光客でもレンタカーによるドライブ観光が急増している６ ）。

 北の道ナビ７ ）による個人の外国人ドライブ観光客への調査結果（図－２）などからも、

道外観光客同様に沿道景観の美しさに対する関心は高い。したがって、北海道における道

路景観は観光支援としての役割が大きいことを意識しなければならない。  
 
（３）北海道の道路景観の特徴と道路デザイン  
ⅰ）道路背景の美しい景観とこれを活かした道  

路づくり  
北海道の道路景観は、デザインブックにも示され

ている「原生の自然」「雄大な平地」「緩やかな丘や

酪農風景」「明確な四季」などのキーワードで表さ

れることが多い。このように、変化に富んだ魅力あ

ふれる景観特性を有しているが、共通する大きな特

徴は、郊外部などにおいて“道路の背景に広がる世

界レベルの美しい景観を持つ”ことである（写真－

２）。  
従って、北海道の道路景観を良くするには、これ

ら道路背景に広がる自然景観や農村景観を見やすくし、十分に活かすことを目指していく

こととなる。  
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写真-２ 背景が美しい北海道の道路



ⅱ）防雪対策施設と道路景観への配慮  
北海道は、厳しい積雪寒冷地であるため、雪崩の危険や吹雪による視程障害などが発生

する。そのため主に冬を基準とした道路構造となって

おり、冬期の視線誘導施設や防雪柵、雪崩予防柵など

を含めると、道路付属施設が多い。これらが道路景観

に大きな影響を与えている（写真－３）。  
 これには、道路本体の機能を高めて道路付属施設に

頼らない構造にすることがまず重要であるが、併せて、

その他の道路付属施設と共に、これらの防雪施設を上

手く集約することや、デザインの工夫が必要となる８ ）。 
ⅲ）その他の道路景観の特徴  
 その他の北海道の道路景観の特徴としては、特に夏期に感じられる道路やその周辺の空

間的な余裕や広がり、開拓期に建設された山アテ道路や長い直線道路９ ）、視認しやすいス

カイラインなどである。これに加え、気候条件や植生などから欧州や北米地域と似た道路

景観を有する。また、主な都市間の移動では距離が長

く、峠などの自然域を通過すること。そして、美しく

厳しい冬の道などが挙げられる。道路デザインにおい

ても、これら地域の道路景観の特徴や資源を活かし、

その地域に調和した道路デザインが重要となる。  
他方、市街地や都市周辺部では、道路敷地内の電線

電柱類をはじめ、ロードサイドの広告看板などが無秩

序に乱立し、残念な景観となっている事例が多く（写

真－４）、沿道の土地利用や景観規制と一体となった“地域の生活景としての道路景観”

の向上も必要となる。  
 
（４）道路デザインとその留意点 

ⅰ）道路デザインにおける共通目標と認識 

道路景観形成にあたっての共通の目標は、「地域との調和」「環境への影響・負荷の軽減」

「美しさの洗練と持続」である。そして、この目標を達成するにあたっては、地域の資源

を活かし、「北海道らしさ」や「地域らしさ」の保持に努めることが必要である。  
この際留意すべきは、華美なものや装飾的なデザインを施すものではないことである。

また、忘れてはならないのは、「景観デザインは、必要な設計条件の一つであること。」で

あり、設計では、コスト、維持管理の容易さ、交通安全性（機能確保）についてもバラン

スのとれたものとして行うなど、トータルデザインとして取り組まなければならない。  

写真-４ 電線電柱や広告が乱立した
道路景観

写真-３ 防雪柵により山が遮蔽 

写真-４ 電線電柱や広告が乱立した
道路景観 



ⅱ）北海道らしい道路景観とは  
 北海道の道路景観の特徴を上述したが、それ

では“北海道らしい魅力ある道路景観”とは具体

的にどのような要素を持つのか。 

道の駅で行った道内外の観光客を対象とした

調査１ ０ ）によると、「道路施設のスカイラインへの

突出の量」が最も景観に影響し、これが少ないほ

ど魅力あるとされた。他に「空の面積」が多いほ

ど、「緑の量」が適度なものほど評価が高かった

（図－3）。この図は、各要素の相対比較を表現し

たものであり、プラス側が正の評価、マイナス側

が負の評価となっている。  
ちなみに、北海道として魅力のある道路を表す

表現として、極めて相関の高かった形容表現は、

「快適」「美しい」「開放感」「自然的」「調和感」

「ドライブしたい」などであった。これらの結果

も、北海道らしい道路景観の形成には参考となる。 
ⅲ）路線や区間の重要度に応じた整備グレード  

道路景観の形成においては、適切な整備グレー

ド（サービスレベルあるいは目標像）を考慮することが必要となるが、この場合に沿道の

景観資源の豊かさや自然公園などの周辺環境だけでなく、主な観光ルート（シーニックル

ートなど）はもちろん、社会的影響の大きい映画やポスター、宣伝広告の場面に利用され

ている区間など、見られ頻度や重要性の考慮も欠かせない。また、道路利用者の視点場と

なりやすい「道の駅」や「沿道のパーキングエリア」などの休憩施設周辺もグレード設定

の際のポイントとなる。  
なお、道路景観の具体的な向上の取り組みについては、マスタープランの早期策定が有

効であるが、マスタープラン作成前であっても、施設の更新や工事に併せて、順次タイミ

ング良く対応することが肝要である。  
 
（５）道路景観向上のポイント  
 ここでは、特に北海道の道路景観に影響の大きい、「道路線形」「道路付属施設」「法面」

「緑化・植樹」「道路占用物件」「事業連携」を取り上げ、道路のトータルデザインの考え

方と併せて、こられについて“デザインブック”を補足するかたちで簡潔に述べる。  
ⅰ）道路線形と道路法面  

道路線形は道路景観の良否を決定づけるもので、概略及び予備設計での道路線形の検討

は極めて重要となる。特に、切土法面の出現は景観に与える影響が大きいばかりか、維持

管理面でも大きな負担となることに留意すべきである。景観向上策としては、特に切土法

面はなるべく作らないことが肝要である。例えば両切り区間では土工バランスを考慮して

切土区間の縦断線形を検討する際、深く切り込まずに切土勾配を緩くすることにより、土

図-3 道路景観に与える要素１ ０ ）

北海道の道路として魅力がある
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量を確保しながら、法面の安定や植生回復、雪庇防止、雪崩柵

設置の回避につながるなど、景観向上以外にもその道路機能の

向上効果は極めて大きいので、法面勾配の決定にあたっては、

トータルデザインの思想で取り組んで行くことが重要である。  
また、法面は直線的な勾配で設計されるが、この時点で地形

から構造物に変化してしまう。横断方向だけでなく縦断方向の

ラウンディングと緩勾配化が有効となる（図－4）。  
ⅱ）道路付属施設  

北海道の沿道に広がる魅力的な景観を引き出し、良好な道路

景観を形成するためには、視点場と視対象の間に存在し、大き

な景観阻害要因となる道路付属施設を必要最小限とするこ

とが望ましい１ １ ）（写真－５）。また、道路付属施設は、近

年、衝突事故の危険性や維持管理の問題など負の側面も指

摘されている。そこで道路のトータルデザインとして、必

要な道路機能を確保しつつ、道路付属施設を集約するなど

して減少させていくことは、北海道の道路景観向上に極め

て有効となる。これを“引き算による景観創出”と定義し

ている８ ）。この手法については、3章にて、その考え方を概

説し具体の景観向上事例について述べる。  
他方、設計時にはないものが、施工時や完成後に付加さ

れる事例も多く、必要最小限の道路付属施設になっている

か、各段階で再確認が必要である。  
ⅲ）道路緑化・植樹  
 道路緑化は、景観や環境への貢献が大きい分野である。

道路から、視対象となりやすい樹木は、道路景観診断等でも良

好な景観に寄与していると評価される一方、醜い生育状況の樹

木は、かえって道路空間の印象を悪くするとの評価を受ける。

これには、しばしば過剰な剪定などによる樹形の醜さや生育不

良が影響している（写真－６）。また、頻繁な維持管理が必要な

樹種で生育状況も不良な場合などは、適切な樹種への変更によ

る更新も一つの方法である。緑化は、生き物であり植えたとき

がスタートである。植樹後は、継続的な日常点検やケアが必要

となる。  
 法面の緩勾配化と組み合わせた法面の木本緑化は景観向上効果が大きく、今後環境対策

の面でも積極的に取り組んでいくべき分野である。  
ⅳ）道路占用物件  
 道路施設ではないが、電線電柱類は最も景観に影響す

る。また、それだけでなく電柱類の占用位置（縁石背面）

により道路植樹の生育や管理への影響や横断歩行者の確

写真-７ 電線電柱占用状況 

写真-５ 道路付属施設等による
    景観阻害（イメージ）

モンタージュ

図-4 縦断方向のラウ  
ンディング 1) 

 

写真-６ 過剰に剪定
    された樹木 



認の遅れや、車両の衝突事故の原因にもなる。地下埋設以外で有効な方策は、電柱類のセ

ットバックと裏配線、横断電線の迂回・集約などがある。なお、北海道外では民地占用も

多く、また電柱類のセットバックを採用している事例も少なくない。今後は占用のあり方

の検討が必要である。詳しくは、３章で述べる。  
ⅴ）事業連携  

多くの事業連携が考えられるが、実現可能性の高い一例を述べる。市街地や都市周辺部

では、沿道の建物や土地利用が道路景観に大きな影響を与える。そのような箇所での景観

向上には、事業連携が欠かせない。特に開発行為による大型商業施設などでは、敷地の一

部緑化などが義務づけられており、この緑化部分を道路との境界に集約配置し、さらにア

ースマウンドなどの整備により沿道景観は大きく向上する。これらは、シーニックルート

での活動や地域の景観計画と一体となって行うと進めやすい１ ２ ）。  
ⅵ）パースや模型の活用  

完成する道路は立体である。設計で用いられる“図面”では仕様は示せても出来上がる

道路を表現しきれない。道路事業では図面のみで進める事例があるが、道路景観を検討す

るには少なくともパースの作成は考えられるし、今後は、高規格道路など大きな事業では、

模型による設計検討も考えていく必要がある。特に若い技術者にとっては有効であろう。 
 

今回の報告では、良好な景観創出に欠かせない官民連携・住民参加については省略した。 
 
３．引き算による道路景観向上策 ８ ） 

（１）道路付属施設の道路景観向上方針 

 道路付属施設には、その期待される機能と共に負の側面があることから、設置に当たっ

ては、これらのバランスを踏まえ、景観向上とコスト低減にも配慮したトータルデザイン

を意識することが重要である。  
 そこで道路付属施設に関する景観向上方針を次のとおり列挙する。  
①施設は必要最小限にすること。  
②法令や基準等の本来趣旨まで遡って理解すること。  
③一律に基準等に合わせるのではなく、現地の固有の条件を考慮し、設置によるマイナス

面も評価の上、施設を設置しないことや削減も検討すること。（トータルデザインの考え

方）  
④施設機能の重複や過剰を避けること  
⑤施設の撤去・削減や集約化・小型化により

煩雑・錯綜を防ぐこと。  
⑥施設は可能な限り車道から離して設置し、

衝突事故低減や除雪作業に配慮すること。  
⑦施設に関する全体費用を小さくすること。 
 また、景観向上策を具体的に検討する際に

は、道路付属施設の種類によって、景観への

影響や改善の難易が異なることから、景観向
図-5 道路付属施設の改善と景観の関係（概念図） 



上策を取り組む優先性を考慮することが重要である。図 -5は、道路付属施設と景観向上に

関する概念を示したイメージ図であり、例えば、改善の難易度が容易で景観への影響が比

較的大きい固定式視線誘導柱を優先したり、或いは景観上特に重要な区間では、改善が困

難でも影響が大きい電柱に取り組むといった考え方を持って対応することが必要と考え

る。  
 
（２）景観向上策の検討事例  
 上記の方針を踏まえ、道路付属施設の景観向

上策について検討した事例を次に示す。  
ⅰ）車両用防護柵  
a)車両用防護柵の状況と課題 

 北海道の国道では、車両用防護柵としてガー

ドケーブルが一般的に採用されており、部分的

に透過性があることから統一感のある場合に

は景観への影響は比較的小さいと考える（写真

-8）。ただし、短い間隔で、種別や色彩、高さ

が変わると途端に煩雑な景観となる。また、ガ

ードケーブルの端末部では、施設保護などのた

めに付属施設の連鎖が発生している（写真 -9）。
その他、安全性の課題としては防護柵への車両

衝突による死亡事故も発生している。従って、

可能な限り防護柵を必要としない道路構造を

検討することが必要と考える。  
b)景観向上策の検討と基準等との整合性  
 車両用防護柵は、道路構造令の解説と運用で

は、車両を正常な進行方向に復元させることに

よって、運転者や歩行者、沿道の家屋等の安全

を確保するものとされている。その上で、車両

の路外への逸脱により乗員に人的被害を与え

るおそれのある区間および車両の路外などへ

の逸脱により路外、対向車線、歩道等の第三者

などに人的被害を与えるおそれのある区間、そ

の他道路の線形条件、気象条件等により必要と

なる区間においては道路および交通の状況に

応じて、原則として車両用防護柵を設けるもの

とするとなっている。  
 その参考として防護柵の設置基準・同解説で

は、設置区間や種別、性能等が記載されいる。

その中で設置すべき区間の規定の一つとして

写真-8 景観への影響が小さい 
      ガードケーブルの事例 

写真-9 道路付属施設の連鎖の事例 
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図-6 路外の危険度（防護柵設置基準・同解説参考） 
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図-7 法面緩勾配化により防護柵を不要とする方策



法勾配と路面高さから決まる路外の危険度（図 -6）がある。この図を利用した場合、図 -7
に示すように、法面勾配を緩くするか、路面の高さを下げることによって、防護柵を設置

不要とすることが可能となる。また、斜線の範囲は設置の是非を検討する範囲であること

から防護柵の設置を前提とするのではなく道路の状況や路外逸脱による損害の程度等に

応じて判断する必要がある。  
 なお、防護柵の設置による負の側

面としては、写真 -10のように冬期、

防護柵設置区間には、除雪による雪

堤が出来やすく吹雪時には、ドライ

バーの目線の高さで視程障害が発

生することがある。一方、写真 -11
のように防護柵が無い区間で雪堤を低く抑えられ

ると地吹雪による影響は小さくなると考えられる。 
 

ⅱ）道路案内標識 

a)道路案内標識の状況と課題 

 今回、道路案内標識の内、図 -8のような方面、方

向及び距離（105系）、方面及び距離（106系）、方面及び

方向（の予告）（108系）に着目し、検討を行った。  
 これらの案内標識は、写真 -12（上）のように、一般的

に片持式（Ｆ型柱、逆Ｌ型柱）で道路上方に設置されて

いるが、比較的規模が大きくなり背景を遮る面積が大き

いことや設置位置が道路車線上であるため、視界前方に

良好な景観が存在する場合は、阻害要因になりやすい。

また、片持式は、コスト面でも高額となる。北海道の郊

外部のような見通しが良く、片側１車線の道路では、予

告案内と交差案内が同時に視認でき、その必要性は市街

部の多車線道路に比べ低いと考えられる。  
b)景観向上策の検討 

 次に、景観向上策についてフォトモンタージュを作成

し比較検討した。写真 -12（下）は、片持式から路側式へ

変更したもので、これによりスカイラインから案内

標識の突出が無くなり前方の湖までの見通し（ｳﾞｨｽ

ﾀ）が確保され景観改善できると考える。  
 また、片持式と路側式の整備コストを比較したと

ころ図 -9のとおり大幅な低減が見られ、さらに着雪

による被害や管理コストも解消される。このように

案内標識の設置方式を変更することによって、景観

と機能の両立やコスト低減、さらに安全性向上にも

写真-10 雪堤ができ地吹雪 
の影響を受け易い 

写真-11 防護柵が無く雪堤 
の形成は抑制される 

図-8 着目した案内標識

方面、方向及び距離
（105 系） 

方面及び距離 
（106 系） 

方面及び方向（の予
告）（108 系） 

図-9 設置方式の変更による整備コスト比較
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寄与する可能性を示した。  
c)設置基準等との適合性 

 現在、道路標識の設置に関する事項については、道路法第45条や同法等の規定に基づい

た、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令で基本的事項が定められ、これを受けて

道路標識設置基準・同解説が発行されている。この命令では、案内標識の設置場所として

道路の左側路端も示されている。  
 一方、道路標識設置基準・同解説によると設置方式の選定の基準は、標識の種類、設置

目的、路線の重要度、設計速度等を勘案のうえ、標識の効果を損なわないように選定する

ものとなっており、その解説として図 -7のような方面・方向・距離等を示す標識は提供す

べき情報量も多く、一連のシステムとして経路案内を行うため、「設置方式も一般には同

一の方式（片持式）によることが望ましい。」と記述されている。このことから、片持式

（Ｆ型柱、逆Ｌ型柱）が一般的な道路に採用されていると考えられる。  
 また、予告標識は、多車線道路で車線変更にかなりの距離を必要とする場合、重要な道

路との交差があり、右左折交通が多い場合などに、交差点付近の混乱を防ぐため設置する

ことが望ましいとなっている。  
 これらを踏まえると、北海道の郊外部においては、標識の効果を損なわなければ、設置

方式を路側式にし、予告案内標識も不要とすることが可能と考えられる。さらに、カーナ

ビゲーションシステムの急速な発達と普及によって、道路案内標識の役割も変化してくと

考えられる。  
ⅲ）電線電柱  
a)電線電柱の状況と課題  
 電線や電柱が景観の阻害となっているという指摘は

様々な場面でなされている。このような背景のもと、

国土交通省では2004年4月に無電柱化推進計画を策定

し、歴史的街並みの保全、良好な住環境の形成、歩行

空間バリアフリー化、避難路確保等の防災対策等を目

的として無電柱化を進めている。しかし、実際に推進

するためには、道路管理者、電線電柱の管理者及び地

方公共団体と地域住民が一体となって連携協力しなけ

ればならず多くの時間が必要となっている。  
 北海道では、電柱の位置として歩車道境界付近（縁

石背面から0.5m程度）に設置されることが一般的な状

況であり雑然とした景観をつくり出している。また、

それが植樹帯と重なることによって樹木の生長を阻害

する事例（写真 -13）や樹木が強剪定される事例も見ら

れる。さらに、電柱への衝突による死亡事故も発生し

ており、電線電柱による負の側面も指摘されている。  
b)景観向上策の検討  

写真-13 電線を避けるように伸びる樹木

写真-14 電線地中化された町並み



 電線電柱に関する景観向上策としては、既に

様々な検討がなされており、無電柱化（電線地

中化、裏配線、軒下配線）や車道から離すセッ

トバック、集約化（片側寄せ等）、デザイン電

柱、樹木による遮蔽などがある。  
 写真 -14は、実際に電線地中化が行われ、す

っきりと統一感のある美しい街並み景観が形

成された事例である。  
 また、写真 -15は、電線電柱が歩道の外側ま

でセットバックしている事例であり、このセッ

トバックだけでも開放感のある道路空間が形

成されると考える。さらに、写真 -16のように

電線電柱がセットバックされた状態で尚かつ

植樹帯の樹木が良好に生育していると、電線電

柱の存在感が小さくなるとともに、沿道の建物

が遮蔽され、自然的な道路景観が形成されると

考える。  
c)基準等との適合性 

 電線電柱の占用に関して道路法では、第32条で道路に次の各号のいずれかに掲げる工作

物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者

の許可を受けなければならないと道路の占用の許可について記述されており、同法第1項
第1号に電柱・電線が掲げられている。そして、第33条に道路管理者は、道路の占用が前

条第１項各号の一に該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得な

いものであり～中略～許可を与えることができると許可基準について記述されている。ま

た、道路法施行令の第10条と第11条に電柱・電線の占用場所について規定されている。  
 その道路法等に基づいた具体的な運用の一例として北海道開発局における占用許可の

基準（昭和63年4月1日開局建第6号）では、元々電柱や電線についての占用は、道路の敷

地外に余地が無く、やむを得ない時で、その場合でも地下埋設等により路上から極力除去

することとなっており、それらが不可能な時に限り臨時的に認めると読むことができる。

しかし現状は、歩道縁石の背面から0.5m程度という占用場所への設置が少なくない。  
 これらを踏まえると、無電柱化が実施されることが望ましいが、過去の経緯や関係機関

との連携・協力が必要なことから現状では一律に実施することは困難であるが、その他対

策が実施されることによっても空間が広がるなど景観改善効果が見込まれることから、占

用許可の際にはその設置位置だけでも考慮する必要があると考える。  
 
（３）引き算による道路景観向上の実現可能性  
 今回、示した道路付属施設以外の施設についても同様の考え方で景観向上策を検討して

おり、これらの景観向上策は、現行の法令や基準、要領等の範囲内で見方を変え、工夫す

ることによって取り組むことが出来、道路景観を確実に向上させると考える。  

写真-15 電線電柱セットバックの事例

写真-16 植栽による電線電柱の遮蔽事例



 また、道路付属施設の“引き算による景観創出”を着実に実現するために必要な事項を

次のとおり示す。  
①良好な道路景観の形成が、道路空間の価値を高め、豊かさを引き出すという認識を得る

こと。これにより、景観向上の取り組みに対する理解が得やすくなる。  
②道路付属施設には期待される機能と共に景観阻害や維持管理など負の側面があるとい

う認識を得ること。これにより、施設を少なくする意識が出てくる。  
 なお、本論では考察していないが次の事項も今後、検討していく必要があるのではない

かと考える。  
・ ドライバーが一度に認識できる標識の情報量には限りがあることから、標識の撤去や

移設、集約、ピクトグラムの活用が図られること。これにより標識の適正化に寄与す

る可能性がある。  
・  
（４）今後に向けて  
 今後は、良好な景観に対する社会的ニーズの高まりやコスト縮減の視点から、道路付属

施設の設置に関し、北海道の道路として様々な機能を有していることを考慮し、道路機能

をトータルデザインとして考えていく必要がある。  
 北海道開発局では、現在、引き算による景観向上策に関する具体的な手引きとして「道

路付属施設等の改善チェックリストによ

る簡易で確実な道路景観向上策（案）」（図

-10）作成したところである。  
 
 
 
 
 
 
４．地域特性や良好な景観形成に配慮した道路構造の取り組み事例  
 

ここでは、北海道開発局において取り組まれた景観形成事例の中から、道路構造による

対応も含めて総合的に取り組まれた事例を幾つか紹介する。  
 

（１）地形改変の軽減を図った上下線分離構造  
国道 40 号幌富バイパスは、冬期の暴風雪や地吹雪等による交通障害を克服し、冬期交

通の安全性、確実性の向上を図るために計画された高規格幹線道路である。  
この事例では、比較的緩やかな丘陵地形を通過することから、通過地域に広がる森林地

域の保全と道路走行景観（シークエンス景観）への配慮と、全体的な土工規模の削減によ

るコスト縮減を両立した地形活用型上下線分離構造（セパレート構造）を採用している。

上下線の中央部にも既存樹林を残すことで、北海道らしい道路景観形成に努めている。  
また、排水用カルバート等の横断構造物の設置箇所では、山側の盛土処理を緩勾配にす

図-10 改善チェックリスト(案)の表紙と事例 
図-10 改善チェックリスト(案)の表紙と事例



りつけ、その上に既存樹木の根株を移植することで、景観形成だけでなく、周辺環境との

調和にも配慮している。  
 
 
 
 
 
 
 
 

図-11 地形活用型上下線分離構造（セパレート構造） 

 
 
 
 
 
 
 

 
図-12 山側の盛土処理の工夫 

 
（２）優れた防雪効果と景観性の両立を図った緩和勾配防雪盛土の採用  

国道 40 号豊富バイパスでは、冬期の視程障害対策として、林層密度の高い既存樹林内

（天然林・人工樹林）を通過することで、風速低下による吹きだまり抑制と視程障害の緩

和を図るとともに、高盛土箇所や低密度樹林帯等、既存樹林による防雪効果が期待できな

い区間については、緩勾配斜面による防雪盛土を採用している。  
防雪盛土は、法面勾配４割とす

ることで、「防護柵の設置基準・

同解説」に基づき、防護柵を設け

ない構造を採用するとともに、通

常は道路に隣接して設けられる

防雪柵を走行景観への影響が少

ない法尻位置まで離すことで、周

辺地域と一体的な開かれた走行

景観を確保している。  
 
写真-17 緩勾配防雪盛土 

（３）点在する景観資源を活かすための取り組み 
北海道には多くの優れた景観資源が点在している。良好な景観形成は道路整備に際して
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の地形改変等を最小限に抑える、すなわちミチゲーション（mitigation）の取り組みが重

要となるが、一方でこうした景観資源を積極的に活用、見せるための工夫も重要である。 
国道 273 号上士幌町幌加地区の事例では、国指定登録有形文化財であり北海道遺産にも

登録されている「旧国鉄士幌線のコンクリートアーチ橋」のビューポイントと、300ｍほ

ど離れた位置にある既存駐車場を結ぶアプローチ歩道の設置に際し、緩勾配盛土（1：4.0）
の採用や、沿道地形と一体的に整備した分離歩道を採用している。この歩道は、縦断勾配

を地形なりに調整することで用地の改変面積やのり面の縮小化に貢献し、沿道景観との調

和を図っている。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-18  緩勾配盛土（1:4.0）の採用 

 

 
 
 
 
 
 

図-13 地形一体型分離歩道と緩勾配盛土 

 

 

５．シーニックバイウェイ北海道における官民協働の道路施設整備 

（１）シーニックバイウェイ北海道について 

 「シーニックバイウェイ北海道」は、地域住民・ＮＰＯ等と行政が連携し、沿道景観の

改善、農村景観の維持等の「美しい景観づくり」、地域固有の資源の発見・活用等による

「活力ある地域づくり」や、地域情報発信や景観ポイントの紹介、新たな体験型観光等に

よる「魅力ある観光空間づくり」に取り組み、愛着と誇りを持てる地域環境を創出すると

ともに、訪れる人々に安全・快適な観光空間を提供し、美しく個性的な北海道を実現する

ことを目的としている。 

 「美しい景観づくり」の主な活動では、活動団体や地域連携による広域的な花ロードづ

くり、沿道景観診断、広域的な看板の撤去・集約化、ビューポイントの調査・維持管理な

どがある。ここでは、道路管理者と地域連携によるビューポイントパーキングの整備事例

緩勾配盛土分離歩道

ア ー チ 橋 の
ビ ュ ー ポ イ
ント  

分離歩道
既存駐車場  



について紹介する。 

 

（２）官民協働の道路施設整備の事例  
ⅰ）ビューポイントパーキングの整備と課題 

東オホーツクルートにあるメルヘンの丘は、一般国道

３９号沿線のオホーツク丘陵地帯に位置し、ゆるやか

な丘陵地に連なる畑が、季節ごとに美しい田園風景を

描き、畑と空が織りなすのどかな風景のビューポイン     
トである。                     写真-19 メルヘンの丘の四季         

 しかしながら、景観観光が増加する中、路側の駐停車による国道機能阻害、事故の誘発

が懸念されていたことから、自治体や関連団体、地域住民の方々とワークショップを開催

し、道路機能の確保と観光支援を目的とした「ビューポイントパーキング」を整備した。 
また、今後の整備の基礎資料とするため、利用者アンケートを実施し整備効果の検証を

行った。  
〈整備前の懸案事項〉 

・路側駐車による道路機能低下 

・写真撮影や路側歩行、横断時の事故の危険性 

・営農者に対し耕作への悪影響（病害虫・菌の移入） 

・ 優れた景勝地にも関わらず観光資源として有効活用

が成されていない  
〈ＷＳの開催〉                                          写真-20 整備前の状況  
 平成１６年より自治体や写真愛好団体を含む関連７団

体、及び耕作者により結成し、計４回開催した。  
・決定事項   

①道路機能を確保するため路側駐車場の整備 

②撮影ポイント、眺望ポイントとしての整備 

③ユニバーサルデザイン及びホスピタリティー向上 

④占用物件の集約（電柱の片側集約）  
写真-21 ワークショプの様子 

〈整備状況〉                                                    
・平成１７年６月２５日完成（地元住民参加による除幕

式） 

・２段構造の写真撮影スペース 

・大型バス２台、乗用車１０台分のスペース 

・車いす等で利用できるスロープ設置（ＵＤ化） 

・ 路側排水施設の埋設化   等  
                                              写真-22 整備後の利用状況 

  
 

ワークショップ実施状況ワークショップ実施状況ワークショップ実施状況ワークショップ実施状況
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〈利用状況〉                                                   
・１日に１４０台以上の利用（調査時間内） 

・利用者の７０％が景観を求め来訪 

・夏期に夕景を求め１５時以降に多く来訪 

・利用者の５０％が道外からの観光客 

・利用者の９０％以上が少人数での観光 

・ 利用者の５０％以上が空路を利用  
 
〈整備効果〉 

ビューポイントパーキングの整備によ  
り、懸案であった路側駐車による国道機          図-14 利用状況調査  
能障害や事故の誘発要因は解消され、交通安全上の整備効              
果が図られた。また、安全な駐車スペースの確保により、  
利用者が拡大され地域観光に貢献する結果となった。  
 
ⅱ）取り組み事例  
ビューポイントパーキングは、これまでに４ルート８箇所で整備されている。  
〈支笏洞爺ニセコルート（ニセコエリア）の事例〉  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-15 ニセコルートのビューポイントパーキング 

 

９０％以上の９０％以上の
高い満足度高い満足度

 

京極町更新地区  

ビューポイントパーキング

 

喜茂別町相川地区  

ビューポイントパーキング

 

ニセコ町黒川地区  

ビューポイントパーキング 



あとがき  
本稿は、「北海道の地域性を考慮した道路整備」（北海道スタンダード）の一環として取

り組むべき道路景観の考え方や整備方法について、「道路構造令の解説と運用」における

道路機能としての景観形成の必要性、「北海道の道路デザインブック（案）」における北海

道の道路景観形成の重要性について述べた後、北海道開発局における取り組みの中から、

新設改築時と道路付属施設等の維持管理時に大別して紹介した。  
道路は人々の暮らしの中に存在し、地域を見る窓として機能するため、もっとも美しさ

を追求しなければならない社会資本整備である。  
今後は、改訂された「道路構造令の解説と運用」の地域の状況に応じた道路構造、及び

「美しい国づくり政策大綱」の趣旨を踏まえ、自治体で策定中の「景観法」に基づく「景

観計画」と整合を図りながら、道路に求められる機能（交通機能、空間機能、地域認識機

能）を明確にした上で、道路の景観整備に取り組み、後世における資産となることを期待

したい。  
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