
概 要 コンパクトな都市においては、生身の人間が徒歩で活動することが多くなる．そうした都市におい
て良質で快適な都市空間を提供すること、すなわち土木が創り出す景観への配慮は、公共事業にとって極
めて重要な任務である．しかし景観への配慮は、その対象や範囲が多岐にわたるため、適切な対応をとる
ためには、目的を正しく認識しながら事業を進める必要がある．本稿では、よい景観を創り出した土木事
業とは「場」をつくることに成功しているものだという認識を示し、「景観向上効果」という考え方の紹
介を通じて景観に取り組むことの目的を示した上で、発注側技術者が景観に配慮した公共事業に取り組む
ためのヒントについて述べた． 
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1.土木が創り出す景観とコンパクトな都市 

　コンパクトな都市というと、都市機能の配置や交通、

エネルギーの問題などが中心的な課題として語られるこ

とが多い。しかし，コンパクトに集約された都市におい

ては、郊外に拡散した地域に比べ、生身の人間が徒歩で

活動する機会が圧倒的に多くなる．そうした都市におい

て良質で快適な都市空間を提供することは、そこで暮ら

し、活動する人々の生活の質を担保する上で、とても重

要になってくる．

　公共事業は都市空間の基調を作る重要な仕事である．

しかし、高度成長期以降の公共事業の多くは、事業がも

たらす直接的な機能や経済効果には注意を払ってきた一

方で、事業の結果が人々にどのような都市空間や風景を

提供することになるかについては無頓着だったと言わざ

るを得ない．コンパクトな都市における公共事業は、こ

れまでより格段にその質─土木が作り出す景観─につい

て十分に検討することが必要である． 

2.わかりにくい「景観」の概念と考え方

　だが公共事業に関係する場で「景観」という言葉を使

うとき、実はうまく意思疎通ができていなかったという

ことがよくある．その理由は４つあると考えている．　

　第一に、「景観」の指す対象や範囲が、場合によって

様々であることである．例えば橋梁の場合には、橋梁構

造の合理性と美しさに関する橋梁美学的な点が問われる

こともあれば、高欄や排水管などの付属物の形状や配置

を問題にすることもある．その一方で公共空間に彫刻な

どのパブリックアートを置くことや、公共物に絵を描く

こと（筆者は原則としてこれを推奨しません）も景観の

問題として議論されることがある．

　第二に、「よい景観」とは何なのか、判断基準がよく
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わからない、ということがある．正直に申し上げて、筆

者も学生時代の景観の講義で「これはよい、これはあま

りよくない」と事例の解説を聞いたときにはその判断基

準が理解できなかった．しかし多くの事例を見ていくう

ちに、何かに似せて作ったもの（擬木など）、子供のお

もちゃのように即物的で直接的な表現のもの、いわれや

由来を強引に形に反映させたもの（○○風）、舗装だけ、

柵だけ、というように限定的な範囲だけで考えたものは

よい景観を創り出さない、ということがわかってきた．

　第三に、公共事業の実際の仕事の中で景観を考えよう

というときに、どこから手をつけて、どこまでやればよ

いのかがよくわからないということがある．コストダウ

ンや安全ならわかるが、景観はどうすればよいのか？と

いうのは、よく聞く疑問である．この難しさは、景観と

は、マニュアルに基づいて一定のチェック項目を満たせ

ばよい、というものではなく、事業全体に関する総合的

判断であることに起因している．つまり景観への配慮と

は、その段階で検討すべきことを検討しているか、全体

としておかしな構造物や空間にならないか、ということ

を常に念頭に置きながら個々の検討をすることだという

ことができる．

　第四に、事業関係者の偽らざる心情として、これ以上

面倒な仕事を増やさないで欲しいという、いわば拒否反

応がある．コストダウン、透明性の高い業務発注、住民

参加等々、行政の方はもうへとへとである．この上景観 !?

という気持ちは理解ができる．

　このようなことがあって、これまではなかなか景観に

取り組むことについて敷居が高かったことは否めない．

それでも 2004 年に景観法が公布され、都市計画系部署

はもちろん、事業系の部署にも、すくなくとも「景観」

という言葉自体は広まってきた．



3. 「景観に配慮する」目的とは

3-1. よい景観の事例

　ここで、よい景観を生み出している具体的な事例をい

くつか紹介したい．

　福井県勝山市の大
おおしょうず

清水（写真 -1）では、街中の民家

の間の水路を湧水が流れていく．敷地と敷地の間のすき

まになってしまいがちな水路を、居心地のよいひとつの

空間として整備している（設計：小野寺康都市設計事務

所）．

　島根県津和野町の津和野川（写真 -2）では、河川改

修時に河川区域を拡張し、緩勾配の斜面を生み出し、津

和野を訪れる観光客が川に近づける空間を生み出した．

また、これにより街なかの人の流れが変わり、川沿いを

歩く観光ルートが生まれた（設計：プランニングネット

ワーク、篠原修）．

　横浜市の和泉川（写真 -3）はコンクリート三面張り

の河川を改修して川の姿を再生したもので、季節や時間、

老若男女を問わず多くの住民の方がこの場所で過ごして

いる．この近傍では、川に向けたベランダをつけるなど、

川側を表とする住宅が増えてきている（設計：吉村伸一、

橋本忠美）．

　松江市の岸公園（写真 -4）は宍道湖に沈む夕日を眺

める名所として知られているが、国、県、市の３つの主

体が絡む場所を一体的な空間として整備し、市民や観光

客に心地よい水辺を開放している．（設計・日本建設コ

ンサルタント（現いであ）、アプル総合計画事務所）

　総じて言えば、良好な景観を創り出している土木事業

とは、「場」をつくることに成功しているものだという

ことができる．

3-2. 「景観に配慮する」目的

　ある自治体の景観条例の冒頭に次のような条文があ

る．「（本条例は）‥‥美しいまちなみや風景を創造又は

保全し、魅力ある景観の形成をはかることを目的として

います」．

　これは、景観のために景観行政を行う、という構成に

なっており、現在の社会状況でこのような論理で景観と

いう考え方を導入するのはかなり難しいと考えられる．

　一方、景観法では「美しく風格のある国土の形成、潤

いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地

域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民

経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的と

する（景観法第一条）」とあり、景観を手段と位置付け

ていることがはっきりとわかる．

　公共事業で景観に配慮する目的は、最終的には住民や

利用者の「幸福」の増進である．例えば、事業による地

域環境の整備が生活の質を向上させること、あるいは、

活動の舞台を提供することにより住民の日常的な活動が

活発化し、結束が強まること等が想定される．全てでは

【写真 -2】津和野川（島根県津和野町） 【写真 -4】岸公園（島根県松江市）(1)

【写真 -1】大清水（福井県勝山市） 【写真 -3】和泉川（横浜市）



ないが、場合によっては住民の資産価値を向上させる可

能性もある．そして、それらが総合的に地域の強さをも

たらし、よい意味での地域格差を生むことが景観に配慮

することの目的であると考える．

4. 景観配慮がもたらすもの──景観向上効果

　では、景観に配慮することにより、具体的にどのよう

な効果を生むのだろうか．

　英国建築都市環境委員会（CABE）では、自治体幹部

向けのパンフレット「The Value Handbook」1) の中で、「良

く機能する場所の価値」を整理している（表 -1）．我が

国では公共事業の価値としてお金に換算することのでき

るものばかり注目しがちであるが、それ以外のものにも

注目されていることがわかる．例えば、学校の改築時に

適切なデザインを検討したところ、生徒の成績や行動に

改善が見られたことなどが紹介されている．

　国内でも、千葉県浦安市の境川の護岸整備により、周

辺住民の散歩の頻度が増加したり、イベントが増えたと

の調査結果がある 2)．このような様々な景観への配慮の

効果のとらえ方を整理するために、筆者は国土交通省在

籍時に「景観向上効果」という考え方を提案した．景観

向上効果とは、「よい空間・施設を作ること、またその

プロセスによって、周辺の空間や地域社会、人に与える

効果．公共事業によるアウトカムのひとつ」と定義して

【表 -1】良く機能する場所の価値 1)

種類 意味 評価方法

商品価値
売買される商品としての建造物の価値．
所有者にとっては帳簿上の価値．
ディベロッパーにとっては利益や収益性

簿価、資本利益率・賃料、収益性

利用価値 構造物等が、そこで行われる活動の成果を高めること
の価値．生産性、収益性、競争力、事業継続性など．

利用状況に関する指標（満足度・やる気）
生産性・収益性に関する指標（健康改善率・
入込客数・学力向上・利用者満足度）

イメージ価値
プロジェクト実施による、組織のアイデンティティ、
格調、ビジョンや評判、透明性やブランドイメージ向
上の価値

メディア掲載回数、知名度、好感度、印象や
感銘

社会的価値
プロジェクト実施による、人々の新たな関係、社会交
流機会の創出や増加、地域社会の結束や誇りの増強、
安全・安心に向けた貢献、犯罪の抑止等の価値

地域の「場」づくり、コミュニティ・地域の
誇り、近所づきあい意識、犯罪・迷惑行為減
少率

環境的価値
世代間公平性、生態系保護、地球温暖化対策といった
観点での付加価値．短期的には大気汚染改善、健康増
進等．

環境負荷・ライフサイクルを通じた価値、生
態系

文化的価値
文化は自分自身を示すもの．地理的文脈、歴史的背景

を示す価値．
批評・評論記事、専門誌・一般紙への掲載

【表 -2】景観向上効果の分類と主な効果例 3)

分類 効果例
景観整備による効果

整備された空間に対する認知・印象 ・整備した空間の機能向上に関する認知
・整備した空間の印象の向上　等

意識に与える効果

・親しみ ･愛着、誇りの向上
・地域のシンボル・ランドマークとしての認知、地域らしさの認知
・景観やまちづくり､ 環境等に関する意識の高まり（住民、事業担当者）
・住民、行政、設計者、施工者の信頼関係の構築

活動に与える効果

住民の日常生活での
利用に与える効果

・利用の増加
・利用の多様化
・コミュニティの形成　等

団体活動、維持管理
活動に与える効果

・イベントの開催
・維持管理活動の実施
・地域活動団体の活動の発展　等

景観整備による波及効果

周辺の空間に
与える効果

隣接する空間整備に
与える効果

・建物の形態、ファサード、意匠等の変化
・建築外構の変化
・公共空間整備の拡張　等

周辺の空間整備に
与える効果

・周辺施設整備との連携
・視点場の形成　等

良好な景観形成に
寄与する制度等の構築

・景観条例、景観計画等の策定
・景観形成に関する協議会の設置　等

地域経済に与える効果
・地場産業の活性化
・観光振興
・民間投資の誘発　等

外部評価の高まり
・外部機関（専門家）からの表彰
・マスコミ・マスメディア掲載の増加
・地価の上昇、居住者の増加　等



いる．13 事業に対する調査によって、景観向上効果と

して具体的にどのようなものがあるのかを把握した（表

-2）．その結果は事例調査の内容を含め、国土交通省の

「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 )」3) の中にまとめられている．

5. 今日から取り組む「景観に配慮した公共事業」

5-1. 事業実施上の留意点

　景観に配慮した公共事業を進めるためには、まず、他

部署を含む庁内の情報共有と調整を広範囲に行う必要が

ある．例えば、近傍のどこでどんな事業の計画が進行し

ているのか、景観計画の策定などで何が検討されている

のか等は必ず確認が必要である．行政側から見れば、ひ

とつの事業は完結した仕事のまとまりであるが、住民や

利用者の目からは、ひとつの事業は、地域の景観の一部

分として見える．したがって、ある事業の設計を、事業

の中だけで決めてしまうのは景観形成の面からは望まし

くない．

　そして「何をどうやって検討するか」を検討すること

から始めなければならない．つまり、検討の体制をどう

するのか、どの程度の検討を行うのか、周辺に留意すべ

き景観資源はあるか、それを踏まえて大まかにどのよう

な方針で計画・設計を行うのか、という点を初めに整理

しなければならない．形や色を決めるのはそれからの話

である．

　その上で、計画 ･ 設計の中に次のような検討を織り込

む可能性を検討していただきたい．

①参考事例研究：その事業の計画 ･ 設計上参考になる事

例を集めて、デザインや検討過程のポイントを整理する．

ただし、あくまでも参考であり、直接的なコピーを作る

ことは避けなければならない．

②検討体制・合意形成プロセスの検討：「あの事例のよ

うな使われ方を実現するために、この事業の条件に適し

た検討体制やプロセスはどのようにすべきか」というよ

うに、事業遂行の戦略について検討する．

③事業に求められる要件を一体的に解決する方法の検

討：機能、安全、コストと景観を別々に検討するのでは

なく、同時に解決するための工夫を考える．

④時間への配慮：竣工時ではなく、少なくとも 5 年後、

10 年後に好ましい姿になるような設計と、維持管理の

仕組みを検討する．

5-2. 発注機関の技術者の役割──目利きになる

　発注側の技術車の方に「景観」というと「私にはセン

スがないので」と尻込みされる方がいる．しかし、発注

者はデザイナーである必要はない．発注機関の技術者に

求められるのは、よい設計かどうかを見分ける判断力、

つまり目利きとしての役割である．

　目利きになるには、よいと言われる事例を知り、担当

している事業との違いや共通点を考えることから始める

のがわかりやすい．そのための材料としては、まとまっ

た情報源として、土木学会デザイン賞 4) や国土技術政

策総合研究所の景観デザイン規範事例集 5)6) などがある．

さらに、資料やウェブサイトでの情報収集だけでなく、

機会を見つけて良い事例を現地でみること、可能ならそ

の場で設計者の解説を聞くことが早道である．

　各自治体でこうした目利きの方が増え、多くの景観向

上効果をもたらすような公共事業が増えることを期待し

たい．

補注

(1) 土木学会デザイン賞ウェブサイト 4) 掲載写真に加筆
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