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１．ガイドラインの概要



１－１．ガイドラインの目的と役割

防護柵の形状・色彩は必ずしも周辺景観と調和し
ていない。

周辺の景観や街並みと道路とを調和させることが
理想、景観への妨げを減らす配慮が必要。

道路景観全体の向上を目指すことを目的に、防護
柵の設置・更新を検討するにあたっての考え方を
整理。



１－２．適用する道路と防護柵の種類

全国全ての道路を対象。

「防護柵の設置基準」（国土交通省道路局長、平成
１６年３月３１日）に基づき整備する全ての防護柵を
対象。

具体的には、車両を対象とする車両用防護柵と歩
行者を対象とする歩行者自転車用柵を対象。



１－３．ガイドラインの構成

１．ガイドラインの概要

２．道路の景観と防護柵に係る課題

３．景観的配慮の基本理念

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項

６．景観に配慮した防護柵整備の進め方

５．景観的な配慮が特に必要な
地域・道路



２．道路の景観と防護柵に係る課題



道路の景観

道路や道路付属物、周辺の建物や自然及び沿道の土地利用
等から構成

防護柵

道路の景観を構成するさまざまな要素のひとつであり、眺めら
れる対象

防護柵の景観的配慮

道路景観の特性、防護柵の役割、両者の係りを理解することが
必要

２．道路の景観と防護柵に係る課題



２－１．沿道の特性と道路の景観

(1) 市街地の道路景観

ほとんどが道路上からの眺め、建築物や工作物等の沿道の
人工的要素が、道路景観を大きく規定。

道路空間内の、多様な道路付属物（標識、照明等）も、道路
景観を構成する要素として同時に眺められ、防護柵を含む道
路付属物の相互のデザイン（形状、色彩）の関連性、統一性
が重要な観点。

防護柵は、歩行者が直接に触れる機会が多い。



２－１．沿道の特性と道路の景観

(1) 市街地の道路景観

■沿道の建築物や広告、標識、照明等、多様な沿道の人工的要素
が、道路空間とその道路景観を大きく規定する



２－１．沿道の特性と道路の景観

(1) 市街地の道路景観

■歴史的な街並みは、街並みと
しての統一性に優れ、落ち着い
た色調を有していることが多い

■大通りや繁華街では、歩行者
が防護柵に直接に触れる機会も
多い



２－１．沿道の特性と道路の景観

(2) 自然・田園地域の道路景観

沿道の人工的要素（建物等）の影響は比較的小さく、道路景観
は道路自体のデザイン、沿道の立地特性に大きく規定される。

道路の線形や構造、地形・植生等の要素、沿道に広がる農業
的な土地利用等から生まれる景観が主体。

道路が同一の景観的基調を有する地域を一定の延長以上連
続して貫き、地域景観を眺められる場所となるところにも特徴。

防護柵が、遠景や中景となる地形、自然植生、田園等の手前
に、他の道路付属物とともに眺められる。



２－１．沿道の特性と道路の景観

(2) 自然・田園地域の道路景観

■自然・田園地域では、道路の線形や構造、地形・植生等の要素
等から生まれる景観が主体である



２－２．道路敷地内からの景観（内部景観）と
敷地外からの景観（外部景観）

(1) 道路敷地内からの景観（内部景観）

内部景観は、ドライバーや歩行者が、道路敷地内から眺める景観
山・海、沿道建築物といった道路敷地外の要素と、道路の線形や
道路付属物といった道路自体及び道路敷地内の要素が主要な景
観要素。

シーン景観への配慮
歩行者は移動速度が遅く、立ち止まることが多く、防護柵はその
手触り感等の細部のデザインが重要。

シークエンス景観への配慮
走行中の車両からは、景観は流れるように連続して認識される。
移動する視点からの外部への眺望確保や周辺景観との調和に配
慮することが重要。



２－２．道路敷地内からの景観（内部景観）と敷地外からの景観（外部景観）

(2) 道路敷地外から眺めた道路自体の景観（外部景観）

外部景観は、沿道利用者や地域住民が道路敷地外から眺め
る景観

周辺景観と道路の構造物や道路付属物との調和が重要。

■道路の外部から道路を眺める場合には、防護柵は目立つ存在となり
やすい



■植樹帯と横断防止柵が２重に設置されている

２－３．防護柵の課題

課題：必ずしも防護柵としての機能が求められていない場所
に設置されている

（１）防護柵の設置上の課題



２－３．防護柵の課題
（１）防護柵の設置上の課題

■歩行者の巻き込み防止のため
に防護柵が設置されている

■橋脚保護のために防護柵が設置
されている

課題：必ずしも防護柵としての機能が求められていない場所
に設置されている



２－３．防護柵の課題

課題①：周辺景観の中で防護柵が目立っている

■周辺景環境から浮立っている白色の防護柵

（2）防護柵の景観上の課題



２－３．防護柵の課題
（２）防護柵の景観上の課題

課題①：周辺景観の中で防護柵が目立っている

■錆が目立つ防護柵

■色彩の彩度が高く、周辺景観か
ら浮立っている防護柵



■透過性の低い防護柵が外部への眺望を阻害している

課題②：外部への眺望が阻害されている

２－３．防護柵の課題
（２）防護柵の景観上の課題



■透過性の低い防護柵が外部への眺望を阻害している

課題②：外部への眺望が阻害されている

２－３．防護柵の課題
（２）防護柵の景観上の課題



■隣接して設置された防護柵の色彩、形状が異なるため、煩雑となっ
ている

課題③：形状、色彩の異なる防護柵が隣接して設置されてお
り、煩雑な印象となっている

２－３．防護柵の課題
（２）防護柵の景観上の課題



■各施設の色彩が異なるため、煩雑となっている

課題④：近接して設置される他の道路施設との景観的統一性
がない

２－３．防護柵の課題
（２）防護柵の景観上の課題



■ボルト・ナット類が露出し、煩雑となっている

課題⑤：歩行者が触れる施設としての配慮に欠けている

２－３．防護柵の課題
（２）防護柵の景観上の課題



３．景観的配慮の基本理念



３．景観的配慮の基本理念

基 本 理 念

（１）代替策も含め防護柵の必要性を十分に検討する

（２）構造的合理性に基づいた形状とする

（３）周辺景観との融和を図る

（４）近接する他の道路付属物等との景観的調和を図る

（５）人との親和性に配慮する



３．景観的配慮の基本理念

道路景観の主役は、沿道に展開される景観(自然風景、街
並み等)、防護柵の設置は景観形成上好ましいことではな

い。

必ずしも防護柵としての機能が求められない場所に設置さ
れている例、防護柵以外の施設で代替可能な例がみられ
る。

道路交通の安全確保に際し、必ずしも防護柵としての機能
が求められない場所には防護柵を設置しないことが基本。

防護柵の設置が求められる場所においても景観に優れた
他施設(縁石や駒止め、植樹帯)による代替の可能性を検

討すべき。

（１）代替策も含め防護柵の必要性を十分に検討する



３．景観的配慮の基本理念

防護柵は、車両の路外逸脱防止、衝突車両の進行方向復
元等の、施設本来の機能面での目的を有するもの。

何故そのような形状なのかという理由（構造的合理性）がわ
かりやすいものが、利用者の安心感等に結びつく。実用物
としての存在意味を理解しやすい。

本来的な機能を満足させる防護柵らしい形、構造力学的合
理性を有する形状とすることが基本。

（２）構造的合理性に基づいた形状とする



３．景観的配慮の基本理念

道路景観の主役は、沿道に展開される景観。

防護柵自体が道路景観の中において目立たず、周辺景観
に融和し、風景の一部として違和感なく存在し得るような形
状・色彩の工夫を行うことが基本。

（３）周辺景観との融和を図る



３．景観的配慮の基本理念

道路空間には防護柵の他にも、照明柱、標識柱等の道路
付属物や、信号柱等の道路占用物が設置される。

歩行者、自動車の運転手や同乗者等の視点の近くにある
これらの施設と防護柵との景観的調和を図ることが基本。

（４）近接する他の道路付属物等との景観的調和を図る



３．景観的配慮の基本理念

歩行者の利用がある場合には、ボルト等の突起物、部材の
継ぎ目等により歩行者に危害を及ぼすことのない形状とす
ることが基本。

心理的に危険や不快感を感じるような形状も避けることが
望ましい。

特に歩行者の利用が多い場所においては、防護柵の手触
り感の向上等、身体感覚的に受け入れやすいような配慮が
望ましい。

（５）人との親和性に配慮する



４．景観に配慮した防護柵整備に
あたっての留意事項



４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項

(1)必要性の判断

4-1 防護柵設置の判断と対応

■植樹帯と横断防止柵とが併用されている例

防護柵の本来的な役割が必要とされない場所には、防
護柵を設置しないことが基本。

《ポイント》



(2)景観に優れた他施設による代替

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－１ 防護柵設置の判断と対応

《ポイント》

防護柵を景観に優れた他の施設で代替することが適切

な場合には、それらを用いることが基本。

既存の防護柵については、他施設で安全性を確保する

ことが可能な場合には、更新時等に併せて、景観に優

れた他の施設へ替えることが基本。



(2)景観に優れた他施設による代替

■歩行者の横断防止は植樹帯で代替可能

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－１ 防護柵設置の判断と対応



(2)景観に優れた他施設による代替

■巻き込み防止は、縁石や駒止め、高さの低い植樹帯で代替可能

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－１ 防護柵設置の判断と対応



■防護柵がない方がすっきりとした印象になる

(3)道路の新設時、改築時における景観的配慮

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－１ 防護柵設置の判断と対応

《ポイント》

安全性や経済性の検討に加えて、防護柵の設置を必
要としない道路構造を検討することも必要。



■道路の盛土区間等では、路側高さ(在来地盤から路面までの高
さ)を極力抑え、法面の緩傾斜化を図ることにより、車両用防護
柵を必要としない道路構造とすることが可能

(3)道路の新設時、改築時における景観的配慮

法面の緩傾斜化を図る、路側高さを低くする。

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－１ 防護柵設置の判断と対応
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4-2 形状

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項

（１）シンプルな形状（付加的な装飾の抑制）

《ポイント》

構造的・機能的に必要最小限の部材で構成されたシンプ

ルな形状であることが基本

地域の特産物を表現したレリーフや絵等、付加的な装飾

は、景観的配慮とは言えない、また、防護柵が本来有す

る機能を損なうおそれがあるため、避けることが基本。



４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－２ 形状

■道路縦断方向に伸びるビーム等が滑らかに連続している。

車両の円滑な誘導、車両からの眺めという観点から、道路縦断方
向にビーム等が滑らかに連続していることが望ましい。

(1)シンプルな形状（付加的な装飾の抑制）

道路方向に伸びるビーム等を滑らかに連続させる。



■防護柵の支柱間隔がみだりに変わると、煩雑な印象となる。

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－２ 形状

(1)シンプルな形状（付加的な装飾の抑制）

支柱間隔を等間隔にする。



■地域イメージを直接的に表現することは、景観的には決して好まし
いことではない。

絵、レリーフは、防護柵自体が周辺景観の中で主張し過ぎる。

コストも割高、破損時の修繕も難しい。

(1)シンプルな形状（付加的な装飾の抑制）

絵を描かない、レリーフ等を付けない。

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－２ 形状



（２）透過性への配慮

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－２ 形状

《ポイント》

主に自然景観や田園景観が広がっている地域において、
周辺への眺望を確保する必要がある場合には、透過性
の高い形式とすることが基本 。



■防護柵更新前の状況 ■防護柵更新後の状況

（防護柵の透過性が高く、

※更新前の状況はＣＧによる再現 眺望に優れている）

(2)透過性への配慮

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－２ 形状



(2)透過性への配慮

■透過性が高いガードケーブル ■透過性が高いガードパイプ

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－２ 形状



(3)存在感の低減

■コンクリート壁の高さを抑えた例（上部に金属製のトップレール
を付加した複合型）

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－２ 形状

《ポイント》

壁型剛性防護柵は、道路内部、外部からのコンクリート壁
の存在感を低減させる工夫を行うことが望ましい。



■歩道から見ると、裏面として
の印象が強い

■手すりともなるビームを取り
付けた例

(4)人との親和性に配慮したデザイン、材質

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－２ 形状

《ポイント》
歩行者の間近に存在すること、直接触れることに対する配
慮を行うことが基本。

地域の状況によっては、木製の防護柵を用いることも考え
られる。



■上端のトップビームが支柱の頂部を覆い、裏側であることの印
象が緩和されている。

(4)人との親和性に配慮したデザイン、材質

歩道側の面を歩行者にとって表側として感じさせる。

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－２ 形状



■ビームと支柱の接合部を工夫により、滑らかな形状とした例

（左写真：ビーム内部のインナース リーブで部材を接合した例、
右写真：皿ボルトを採用した例)

(4)人との親和性に配慮したデザイン、材質

ボルト・ナット類の突起を抑制する。

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－２ 形状



(4)人との親和性に配慮したデザイン、材質

歩行者の衣服や鞄類が防護柵に引っかからない端部形状
とする。

■歩行者の衣服や鞄類が引っかかりにくい端部処理

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－２ 形状



(4)人との親和性に配慮したデザイン、材質

材質を工夫する。

■転落防止柵のトップビームを木
製として手触り感を改善 ■高欄に木製の手すりを使用

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－２ 形状



地域の特性に応じた適切な色彩を選定することが原則 。

ある一定のエリアにおいて統一感を確保するために、マス

タープランを策定することが基本。

既存の他施設や防護柵を設置する橋梁等の構造物との関

係で個別に色彩を選定する場合は、それらの色彩との融和

性を考慮し選定を行うことが必要。

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項

4-3 色彩



《ポイント》
周辺景観の中で必要以上に目立たない塗装色の選定が原則。

我が国の伝統的な街並みや現代の建物の外壁（10YR系が基
調色）の色彩を踏まえ、防護柵の基本とする色彩を提示。

１０YR ３．０／０．２ 程度ダークグレー（濃灰色）

１０YR ６．０／１．０ 程度グレーベージュ（薄灰茶色）

１０YR ２．０／１．０ 程度ダークブラウン（こげ茶色）

標準マンセル値（※）基本とする色の名称

（※）マンセル値：マンセル値は、色を「色相 明度／彩度」で表記し
たもので、色を表現する値として一般に使われる。(例えば、マン
セル値10YR8.5/0.5とは、色相が10YR、明度が8.5、彩度が0.5で
あることを示している) 

（１）防護柵の色彩の基本的な考え方

①鋼製防護柵について

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
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■防護柵の基本とする色彩（近似色）

○ダークブラウン

10YR 2.0／1.0 程度

○グレーベージュ

10YR 6.0／1.0 程度

○ダークグレー

10YR 3.0／0.2 程度

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－３ 色彩

（１）防護柵の色彩の基本的な考え方

①鋼製防護柵について



ガードパイプ等、塗装面が比較的小さい防護柵は、明度、彩
度が低く目立ちにくいダークブラウンを基本色。

ガードレール等、塗装面が比較的大きい防護柵は、ダーク
ブラウンとすると重たい印象となるため、若干明度の高いグ
レーベージュを基本色。

地域特性に応じて、ダークグレー、オフホワイトも基本色の
候補色に加え、適切な色彩を選定。

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－３ 色彩

（１）防護柵の色彩の基本的な考え方

①鋼製防護柵について



《ポイント》

アルミ製防護柵やステンレス製防護柵については、素材そ

のものの色彩を活かすことを基本。

周辺景観との融和を図る場合で、周辺の基調色がYR系を

中心とする場合は、鋼製防護柵の基本色に近い色彩を基本。

コンクリート製防護柵については、素材が本来有している色

彩を活かすことを基本。

木製防護柵において塗装や防腐処理を行う際には、素材そ

のものの色彩や木目等の活用に配慮することが基本。

（１）防護柵の色彩の基本的な考え方

②鋼製防護柵以外について
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（２）防護柵が設置される構造物との色彩調和

当該構造物を眺める視点が道路外部にある場合には、当該

構造物を構成する部位（橋桁等）の色彩と防護柵の色彩との

調和にも配慮することが基本。
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短い区間内や狭い範囲内における多種の防護柵の設置は避
けることが基本

・連続する片側の防護柵の統一。

・道路の上り線と下り線の防護柵の統一。

・近接する他の道路に設置される防護柵との統一(主に交差
点部)。

4-4 防護柵の統一と他施設との調和

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項

（１）防護柵の形状・色彩の統一

《ポイント》

防護柵の形状・色彩の統一を図り、まとまりのある連続的
道路空間を形成することが基本



(1)防護柵の形状・色彩の統一

■上下線で異なる形式、色彩の防護柵は、アンバランスな印象
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(2)他種の防護柵との統一

■色彩が異なり、景観的な調和が感じられない

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
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《ポイント》

車両用防護柵と歩行者自転車用柵の色彩に関連性を持た
せることが基本。



(3)道路管理者間での調整

■色彩の異なる防護柵が連続して設置された例

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
４－４ 防護柵の統一と他施設との調和

《ポイント》

道路管理者間での統一を図る、形状・色彩に関連性を持
たせてデザイン的な基調を揃えることが基本。



(4)近接して設置される他の道路付属物等との調和

■照明柱の色彩との調和を図ることで、まとまり感のあ
る道路景観が形成される

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
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《ポイント》

道路全体としての景観向上のため、他の道路付属物や道
路占用物との調和を図ることが基本。



他施設の更新時には、既に景観に配慮して整備・更新され
た防護柵と一貫した考え方に基づくことが基本。

整備時期のずれによって施設間の形態や色彩に一貫性を
欠くことは避けなければならない。

マスタープランを作成する等、一貫した考え方に基づく整備
が基本。

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項
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(5)整備時期のずれについての対応

《ポイント》



4-5 視線誘導への配慮
《ポイント》

連続する急カーブ区間、濃霧の発生しやすい区間では、視線
誘導標、反射シート等の他の手段による視線誘導の確保が望
ましい。
視覚障害者の誘導は、関係者の意見を踏まえ、視覚障害者誘
導用ブロックの設置等適切な措置を講じることを基本。

■反射シートを巻き付けることにより、視線誘導を確保
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防護柵は、事故等による変形または破損が想定される施
設であり、イニシャルコストのみならず、ランニングコストも
十分に考慮した設置が基本。

破損時等での部材取替えの容易性は、更新範囲や更新時
間、コストにも影響することから、防護柵を選定する際に十
分考慮することが基本。

良好な道路景観形成を図るため、防護柵の破損や老朽化
にあわせて適切な修繕・更新を行っていくことが基本。

４．景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項

《ポイント》

4-6 コストと維持管理



4-7 その他
暫定供用時の景観についての検討

《ポイント》
仮設的な防護柵は、仮設用として適切な機能を有しかつ景観
に配慮した施設を用いることが望ましい。

■仮設的な施設は景観阻害要因
となりやすいため、十分な配慮が
必要

■暫定供用時において、プランター
を設置し、車両の誘導を行っている
例
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５．景観的な配慮が特に必要な地域・道路



５．景観的な配慮が特に必要な地域・道路

景観的な配慮が特に必要な地域・道路

① 地域の中心地区等において街の骨格を形成する道路、
地域にとってシンボルとなる道路、多くの人が集まる地域

② 歴史的価値の高い施設周辺、もしくは歴史的街並みが
形成されている地域

③ 遠景、中景、近景を問わず、山岳や景勝地等が望め、眺
望に優れた道路

④ 道路周辺の空間に広がりがあり(海岸、湖沼、田園等)、
道路空間と周辺空間を分断することが好ましくない道路

⑤ その他、地域の人にとって特別な意味のある地域・道路



５．景観的な配慮が特に必要な地域・道路

① 地域の中心地区等において街の骨格を形成する道路、
地域にとってシンボルとなる道路、多くの人が集まる地域

■街の骨格を形成する道路 ■地域の玄関口となる駅前



② 歴史的価値の高い施設周辺、もしくは歴史的街並みが形
成されている地域

■歴史的価値の高い施設周辺の
道路

■歴史的街並みが形成されている
地域

５．景観的な配慮が特に必要な地域・道路



③ 遠景、中景、近景を問わず、山岳や景勝地等が望め、

眺望に優れた道路

■地域を代表する山岳への眺望が得られる道路

５．景観的な配慮が特に必要な地域・道路



④ 道路周辺の空間に広がりがあり(海岸、湖沼、田園等)、
道路空間と周辺空間とを分断することが好ましくない道路

■海岸沿いの道路 ■沿道に田園が面的に広がって
いる道路

５．景観的な配慮が特に必要な地域・道路



６．景観に配慮した防護柵整備の進め方



６－１．防護柵に係るマスタープランの策定

防護柵は、一貫した考えに基づく整備のため、道路全体に
係る景観マスタープランの策定が望ましい。

そのうち、防護柵については、以下の内容を検討。

・統一を図る区間の設定

・景観上特に配慮する必要のある地域・地区等の設定

・景観的な配慮方針の検討

６．景観に配慮した防護柵整備の進め方



■マスタープランにおける景観的な配慮方針の設定例

６．景観に配慮した防護柵整備の進め方
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６．景観に配慮した防護柵整備の進め方
６－１．防護柵に係るマスタープランの策定

マスタープランの対象範囲

地域や道路の状況を踏まえ、現場に適用しやすい適切な対象

範囲とすることが必要。

・県レベル

・国立公園等の地域内

・所管する路線

・特定の地区 等

マスタープランの策定主体

・策定対象とする地域や道路の性格に応じて、国と県等の

複数の道路管理者が協力して定める場合。

・各道路管理者が単独で定める場合。



６－２．マスタープランに基づく防護柵の選定

《防護柵の選定時における留意事項》

マスタープランの景観的配慮方針を踏まえ、具体の防護柵
を選定。

防護柵の検討では、種類、形状、色彩の比較、維持管理の
容易性やライフサイクルコスト等についても検討することが
必要。

既に景観に配慮した防護柵の整備が進んでいる場合、他区
間においても、原則として景観に配慮した既設の防護柵と
同一の防護柵を選定することが基本。
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６－３．地域意見の取りまとめ

《防護柵に係るマスタープランの策定段階》

パブリック・コメント等により、広く地域からの意見を求め、得
られた意見等を適切に反映。

聴取した意見を計画にどのように反映したかについての報
告。

《防護柵の選定段階》

防護柵は、マスタープランに基づいて選定するもの、デザイ
ン（形、意匠）に対する要望を直接的に地域から聞くことは必
ずしも必要ではない。
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６－４．事後評価の実施

《整備実施直後の評価項目》

計画で示した内容や目標を十分に達成しているか。

評価の視点としては、「周辺景観との融和」、「近接する他の
道路付属物等との景観的調和」、「人との親和性」等。

《整備実施から数年後の評価項目》

適切に維持管理され、機能的にも景観的にも良好な状態を
維持しているか。

評価項目としては、「安全性確保」、「景観（補修状況を含む）」、
「維持管理（ランニングコストを含む）」等。

６．景観に配慮した防護柵整備の進め方
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