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4.1.3 精査の実施 

精査では、概査によって得られた情報等を踏まえ、整備対象施設周辺の景観特性

等を十分理解し、事業による周辺景観への影響の把握を行う。 

【解 説】 

1. 精査の目的

整備対象施設と周辺景観が調和するためには、整備予定地周辺の景観特性を十分

に理解するとともに、事業の実施による周辺景観への影響を把握し、景観配慮対策

に関する計画や設計を検討する必要がある。 

このため、精査では、現地踏査を中心に整備対象施設を眺める視点場の設定や景

観構成要素、デザインコードの収集等により、景観との調和を図るための詳細な情

報を収集・整理することを目的とする。なお、調査に当たっては整備対象施設と周

辺景観との関係が確認できる視点場を設定し、可視範囲の情報整理を行うことを基

本とするが、必要に応じて調査範囲を広げ、デザインコードの収集や地域住民から

の聞き取りなどを行う。 

なお、事業による周辺景観への影響や、景観に配慮した施設整備の効率的な検討

に当たっては、必要な情報に的を絞った合理的な調査を行うことが重要となる。 

【参考資料 4-5】 

[精査の調査内容と調査方法の例] 

調査内容 調査方法 

整備対象施設周

辺の景観特性の

把握 

①整備対象施設周辺

の景観構成要素の

把握

 収集した地図資料、空中写真等を活用し、整備

対象施設周辺の土地利用状況等に係る景観構成

要素を把握する。

②地域資源となる景

観の把握

 現地踏査等により、地域資源となる景観情報を

把握する。

③景観特性の把握  現地踏査等により、整備対象施設周辺の景観特

性を把握する。

視点場の設定 ①可視・不可視範囲  地図資料等を用いた地形や周辺の土地利用状況

の把握又は、現地踏査による目視により、整備

対象施設の可視・不可視範囲を把握する。

②視点場の抽出・絞り

込み

 整備対象施設のまなざし量を踏まえ、整備対象

施設からの距離によって異なる見え方を相対的

に把握する（遠景、中景、近景の視点場を設定

する）。

③定点観測（視点場か

らの写真撮影）

 遠景、中景、近景の各視点場から整備対象施設

（の予定地）を含み、周辺景観の状況を写真撮

影により記録する。

 上記に加え、景観シミュレーション等に使用す

る写真の撮影に当たっては、実際の施設の見え

方（人間の視野角）を考慮した撮影機材を用い

る。

周辺景観への影響の把握  視点場から撮影した写真や現地踏査等により整

備対象施設の見え方を確認し、周辺景観への影

響を把握する。

デザインコードの収集  概査結果及び現地踏査により、景観を構成する

要素の「配置」、「色」、「形」、「素材」、「生物種」

に共通するパターンを収集する。
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2. 精査の内容 

(1) 整備対象施設周辺の景観特性の把握 

1) 整備対象施設周辺の景観構成要素の把握 

整備対象施設周辺の景観特性を把握する上で、重要な情報となる自然・地形

や土地利用を成す景観構成要素は、概査で収集する地図資料、空中写真等を活

用し、整備対象施設周辺の状況を把握する。近年、地図情報や写真情報は地理

情報システム（GIS）注 1)などの活用により、様々な高度利用が図られているこ

とから、地形、土地利用の把握においても GIS 等を活用することが望ましい。 

また、GIS にて数値標高モデルと空中写真等を重ね合わせ三次元モデルを作

成することで、地形や土地利用状況を視覚的に分かりやすく提示することがで

きる。 

 

【参考資料 4-6】 

[周辺土地利用状況の把握方法の例] 

 

地形図及び空中写真等は周辺の土地利用状況等を把握する上で、重要な資料である。現在、国土

地理院等より様々な地図情報の入手が可能となっているが、市町村等においても地図のデータ化が

進められている場合も多い。 

GIS 等にオルソ補正注 2)した空中写真を取り込むことで、周辺の土地利用状況等を視覚的に把握す

ることができる。 

［地形図］ 

 

［空中写真（オルソ補正）］ 

  

 

2) 地域資源となる景観の把握 

事業対象となるのは、観光資源となるような有名な景勝地、傑出した眺望点

や景観構成要素からなる眺望景観だけではなく、地域の人々が日常的に利用し

ている場所や地域の人々に古くから親しまれてきた身の回りの「身近な景観」

も含めた景観である。 

 
 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注 1) 「地理情報システム（GIS）」 

地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工
し、視覚的に表現し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術である。 

注 2)「オルソ補正」 
航空機等から撮影された空中写真を正射投影により、その歪みを補正すること。オルソ補正された

写真をオルソ写真・オルソ画像などという。 
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これらの景観は、農村において地域のイメージを創り上げ、農産物のブラン

ド化やグリーン・ツーリズムなどの地域活性化につながることもあり、地域の

資源となる景観が存在することを視野に入れて取組むことが重要である。 

 

3) 景観特性の把握 

現地踏査により、整備対象施設周辺の特徴的な景観構成要素等を調査し、周

辺景観への配慮対策を検討するために必要な情報を収集、整理する。 

 

 

【参考資料 4-7】 

[整備対象施設周辺の景観特性の整理例] 

 

周辺景観との調和のあり方を検討するため、整備対象施設周辺の景観構成要素等を調査す

る必要がある。このため、現地踏査により把握した整備対象施設周辺における代表的な景観

構成要素等について下表のとおり整理した。 

 

整備対象施設名 樋門 
 

○代表的な景観構成要素 

・樋門、河川、排水機場、橋梁、住宅地、樹林地 

○整備対象施設に関係する景観構成要素 

 ・河川、樹林地等により形成される河川景観 

 ・河川を中心として広がる船着場、樹木、住宅地の配置 

 ・切妻造り、寄せ棟等の住宅形状、日本瓦による黒色の色彩 
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 (2) 視点場の設定 

精査における現地踏査では、「視点場」と「視対象」の考え方を踏まえること

が必要である。 

篠原による景観把握モデル注 1)を参考にすると、景観は、①視点、②視点場、③

主対象（視対象）、④副対象（視対象）、⑤対象場の５つの要素に分けて整理され

ている。 

 

 
図 4-2 景観把握モデル～視点場と視対象の関係～ 

（参考 篠原：景観の工学的把握，『新体系土木工学

59 土木景観計画』，土木学会編，pp.27-39，1993.） 

 

「視点場」とは、視点が存在する場所であり、景観を眺めている人びとが立っ

たり座ったりしている場所や、景観を眺める場所のことを指す。典型的な視点場

は、展望台のような場所である。しかし、このような特別な場所でなくとも、人

びとが景観を眺めるあらゆる場所が視点場となりうる。 

農業農村整備事業における視点場の設定は、整備対象施設を主対象（視対象）

として、事業による周辺景観への影響を把握するために必要となるものである。 

景観配慮においては、整備対象施設は本来機能の観点から、配置、規模等が決

定していることを前提に視点場を設定することが必要である。 

また、農業農村整備事業は点的な施設や線的・面的な施設が整備対象施設とし

て複合して構成されることが多いが、全てが視対象となるのではなく、視点場の

抽出の際、明らかに山や丘陵等の自然地形や集落内の家屋群や建物群等の人工物

による遮蔽があり、不可視となる場合や、視点場に進入できる道路等がない、危

険地帯であり一般的に人が足を踏み入れないと想定される場合は、視対象となら

ない部分が存在することもありえる。したがって、視点場の設定を効率的に行う

ためには、視対象の可視・不可視範囲を整理し視点場の抽出範囲を絞り込むこと

が必要である。 

なお、視点場からの眺望範囲だけでは、見えたものだけの情報に偏ることから、

歴史、文化や生活慣行等の情報についても把握できるように調査対象範囲の設定

には留意することが必要である。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注 1) 「景観把握モデル」 

景観のモデル化は、景観デザインに当たり、芸術的なセンスとは別に、科学的、合理的に処理でき
る部分を増やし、議論の混乱やデザイン行為の無駄を省くことの助けとなり、さらに景観形成を進め

る上で、計画者（事業主体等）と地域住民等の間の共通認識を育てる手がかりとなることにある。 
なお、篠原による景観把握モデル（図 4-2）が一般的であり、本技術指針では、このモデルを基に

視点場設定の解説を行っている。  
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1) 可視・不可視範囲 

概査で収集・整理された情報等を用い、整備対象施設について、可視・不可

視範囲の把握を行う。可視範囲は地形上の可視範囲、地物上の可視範囲、移動

可能範囲の３条件によって絞り込まれるものであり、図上などで道路、橋上、

駐車帯、展望所、公共施設などの視点場を概定しながら、現地踏査にて可視・

不可視範囲を再確認する。 

なお、農業農村整備事業で整備対象施設のうち、頭首工等の河川の区域内に

ある施設は堤防等の囲みにより不可視となる範囲が多い場合があり、視点場を

橋上で設定するなど適宜、決定する必要がある。また、埋設式の管水路やポン

プ場、管理施設等の内部のみの整備は不可視となる範囲であり、一般的に視対

象とならないが、管路化された上部をせせらぎ水路にするなど新たな景観を創

造する事例もあり、十分な検討が必要である。 

 

 

【参考資料 4-8】 

[施設の可視・不可視範囲の把握例] 

 

ポンプ場（揚水機）を新設するに当たって、

周辺環境の把握のため、施設設置予定地にお

ける可視・不可視範囲を概定したものであ

る。 

施設概要は施設設置のイメージのとおり、

同一の敷地にポンプ建屋と円柱形の吐水槽、

吸水槽を配置予定としている。設置予定位置

から約 3.0km を視認範囲と考え、地形上の不

可視範囲として設置予定地北西の山地の奥、

地物上の不可視範囲として南側のバイパス

道路を特定しているほか、東側から南側に市

街地があることから、住宅などの建物によっ

て不可視範囲となる箇所も多く存在する。 

 

［施設設置のイメージ］ 
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2）視点場の抽出・絞り込み 

可視範囲を対象として、整備対象施設の見え方を考慮して、視点場となり得

る場所を抽出し、絞り込みにより視点場を設定する。ただし、一般的に施設規

模が大きいほど施設を見ることができる範囲が広くなることから、整備対象施

設から視点場までの距離（視距離）は施設規模により相対的なものとなる。 

視対象を眺める視距離は、一般的には人間と樹木を標準対象とした絶対的な

分割法として、視点から 400m 程度までを「近景」、400m～2.5km までを「中景」、

2.5km 以上を「遠景」として設定される。「景観配慮の手引き」においても空間

スケールについてはこの視距離を基準として検討するように解説されている

が、視点場を考える上では、対象の大きさによって、見え方が異なることから、

対象の規模に対する相対的な視距離（遠景、中景、近景）を設定し、これを基

に検討することとする方が都合がよい。 

ポンプ場等の点施設については、以下により視距離を分割する（視対象の高

さ又は幅のうち大きい値をＨとする）。 

 

 

 

 

 

図 4-3 視距離と視点場、視対象の関係イメージ 

点施設における視距離の算出方法 

遠景（域）：視距離(m)＝ 100×Ｈ(m) ～ 30×Ｈ(m) 、視角が 0.5 度～2.0 度 

中景（域）：視距離(m)＝ 30×Ｈ(m) ～ 10×Ｈ(m) 、視角が 2.0 度～6.0 度 

近景（域）：視距離(m)＝ 10×Ｈ(m) ～ 、視角が 6.0 度～ 

※ただし、施設の横縦のどちらか長い方が 10m 以下の場合は、認知限界は 50×Ｈ(m)とする。 
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視点場の絞り込みは「まなざし量」の多い・少ないに留意する必要がある。

まなざし量とは、ある場所から視対象を眺める頻度(人数)、時間のことをいい、

多くの人が通行若しくは立ち寄る場所の中から適切に決定する。なお、まなざ

し量の検討に当たっては、単にその場所から見える頻度（被視頻度）のみでは

なく、その場所に対する地域住民や来訪者の「思い入れ」や「関わり」などか

ら総合的に評価検討することが望ましい。 

 

【参考資料 4-9】 

[視距離と整備対象施設の見え方] 

 
 

整備対象施設の見え方は、整備対象施設までの視距離によりその印象が異なる。近寄れば構

造物の細部を確認することができ、遠ざかると構造物の細部の確認は困難となるが、施設全体

の形態や前景や背景などの周辺景観との関係を捉えることができる。そのため、整備対象施設

の立地条件に加え、遠景、中景、近景といった整備対象施設までの視距離に応じ、確認できる

景観設計要素（「規模・配置」、「形」、「色彩」、「肌理（きめ）」、「素材」）を把握することが重要

となる。 

一般的に、素材や肌理といった要素は、近景域を中心に確認をすることができ、規模・配置

は、中景から遠景域で周辺の自然地形や人工物と比較することで把握することができる。 

また、色彩は整備対象施設から遠くなるほど、くすんで見える特性がある。 

 

［整備対象施設までの視距離と確認できる景観設計要素のイメージ］ 

 

視距離 

近 景 

 

中 景 

 

遠 景 

 

規
模
・
配
置 

○ 周辺が把握できないため、

施設の規模や配置が確認で

きない。 

○ 河川に対する配置が確認で

きるが、周辺の人工物等の

比較対象が把握できないた

め、規模は不明確。 

○ 周辺の人工物や自然形状と

の比較により、施設規模が

確認できる。 

形 

○ 整備対象施設全体の形状が

確認できる。 

○ 整備対象施設全体の形状が

確認できる。 

○ 整備対象施設の一部の形状

が確認できる。 

色
彩 

○ モルタル吹付壁面の色彩の

経年変化の様子が確認でき

る。 

○ 壁面はベージュ系と茶系の

２色が確認できる。 

○ くすんで見える。 

肌
理
（
き
め
） 

○ タイル張壁面とモルタル吹

付壁面の質感の違いやタイ

ル張壁面の目地が確認でき

る。 

○ 確認は困難 ○ 確認は困難 

素
材 

○ タイル張やガラスブロック

などの素材が確認できる。 

○ 確認は困難 ○ 確認は困難 
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3）定点観測（視点場からの写真撮影） 

① 調査時期と回数 

調査の適切な時期及び適当な回数を設定する。四季の移り変わりにより、整

備対象施設周辺の景観が変化することを念頭におき、季節毎の施設の見え方が

どのように変化するかを定点観測により把握するなど、継続的な調査を行うこ

とが望ましい。 

 

② 写真撮影 

景観配慮の検討には、写真による情報が非常に重要であり、写真の撮影に当

たっては適宜・適確な方法によることが必要である。このため、担当者はカメ

ラ機材や写真撮影の基礎的な知識などを踏まえ対応することが必要である。本

項ではカメラ撮影の一般的な基礎知識を示すとともに、写真の撮影方法に関す

る留意点を示すこととする。 

写真撮影の機材は、デジタルカメラ、カメラ用

メモリ、三脚、地図、野帳、メジャー、距離計等

を準備する。 

この際、GPS 機能を持つデジタルカメラを用い

ると後の図面整理等に有効であり、レンズは

28mm(35mm フィルム換算焦点距離)を使用した場

合の画角は、おおよそ水平 65°、垂直 46°である

ので、人の視野である約 60°に近いと考えられる

（視野 60°コーン説注 1））。 

写真撮影においては、景観は時間的に変化していることに留意しつつ、必ず

適切な撮影方法を用いて撮影する。基本的には、レンズ中心高さ約 150cm（子

供も含む、平均的な人の目の高さ）の位置で調整して、三脚を立て（立てられ

ない場合は手持ち）、施設を中心にした映像を撮る。可能な限り、視対象を左

端、右端に入れた両サイドの写真も撮影（パノラマ撮影）すると 28mm なら約

180°の画像が撮られたことになる。 

ただし、28mm で景観を撮影した場合、視野はある程度対応できるが、実際

に人が見た視対象の大きさとはイメージは異なるので気をつけたい。最終的な

景観シミュレーション用として 50mm（35mm フィルム換算焦点距離)程度での撮

影も同時にしておくことが望ましい。 

また、季節毎の景観の状況を把握するためには、カメラの画角、カメラの設

置高さ、天候、撮影時間等の条件を揃えて撮影することが望ましい。 

 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

注 1) 「視野 60°コーン説」:  
ギブソン，J.J.は注視点（見ている中心点）を固定した場合の両眼の視野として、左右各々ほぼ 60°、

上下で 70、80°というデータを示している。視野 60°コーン説（頂角 60°の円錐を視野とする説）は、

われわれの体験と大きく違わないため、簡便な指標として広く用いられている。35mm フィルム換算焦点

距離で、28～35mm レンズを用いて撮影した写真がこの視野に近いとされている。  

図 4-4 視野 60°コーン説 
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【参考資料 4-10】 

[写真撮影の留意点] 

 

 調査での写真撮影は、できるだけ人の視野に近い画角で撮影を行うなど、実際にその場で人

が見た状況を写真で再現することが求められることの他に、以下のような基本的な点に留意す

る必要がある。 

 

■ 撮影する主対象を中心に収める（構図） 

対象物を写真により記録する場合は、極力主対象が中心となるような構図で撮影するこ

とが基本である。 

周辺の特徴的な景観構成要素を視対象と同一の写真に収めるために、主対象を中心から

外すような撮影は行わない。このような場合は、主対象を中心にして周辺の特徴的な景観

構成要素（副対象）を撮影できる視点場を設定する。 

 
［（失敗例）主対象が中心に収まっていない］  

 

［複数の視対象を一枚の写真に収めた例］ 

 
 

 

 

  

 

■ 逆光とならないよう撮影場所、撮影時間を調整する 

逆光で撮影すると、対象物が影になってしまい、色彩や形状などを把握することが困難

となる。 

そのため、視点場等からの撮影を行う際は、逆光とならない時間帯を予め確認しておく

ことが重要となる。 

なお、冬季などは、順光（太陽を背にした撮影）であっても太陽の位置が低いため、対

象物（特に建屋）が白くなってしまうこともあるので注意が必要である。 

 

［（失敗例）逆光により建屋に影ができ、細部が把

握できない］ 

 

［（失敗例）逆光により石積みの状況が把握できな

い］ 

 
 

 

 

 

 

 

副対象 

（橋梁） 

副対象 

（幹線道路） 

副対象 

（大規模建築物） 

主対象 

（排水機場） 

副対象 

（歩道） 
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■ 基本的には早朝、夕方の撮影は避ける 

朝焼けや夕焼けにより日中と異なる色彩を見せることがあるが、基本的に早朝、夕方の

撮影は避け、日中に調査を行うことが重要である。 

ただし、整備対象施設の周辺に夕日を眺める名所等がある場合は、まなざし量を踏まえ

撮影対象とするかを検討する。 

また、夕方以降の日没により周囲が暗くなったり、朝霧が発生して視認できない状況も

想定し、調査地の日の出・日の入り時間や気候の特徴等を事前に把握しておく必要がある。 

 
［（失敗例）施設が夕焼けに染まっている］  

 
 

［日中の施設（左写真と同一施設）］ 

 

［（失敗例）日没で暗く水路等の状況が不明確］  

 

 

［（失敗例）朝霧に包まれ調圧水槽の周囲が把握で

きない］ 

 
 

 

 

■ 水平を意識する 

農地や構造物等を対象とした写真の撮影

に当たっては、水平や垂直を意識した写真

は、見る人に安定感を与える場合が多い。 

逆に、水平ではない写真は構造物の状況

を誤認する可能性もあり、分析のための資

料としては望ましくはない。また、見る人

に不安定な印象を与えてしまうことから、

地域住民等への資料として望ましくない。 

写真撮影において、水平を保つためには

三脚を用いるか、三脚を使用しない場合で

もカメラを両手で持ち、ファインダーやモ

ニターをしっかり確認した上で撮影を行う

ことが必要である。 

［（失敗例）水平が保たれていないため不安定感が

ある］ 
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【参考資料 4-11】 

[写真撮影に用いる機材の例]   

 

○カメラ（デジタルカメラ）・カメラ用メモリ 

近年は、デジタルカメラが一般化している。デジタルカメラは、レンズが交換できる一眼

レフカメラ（フルサイズ／APS-C サイズ・ミラーレス一眼カメラ）、レンズが交換できないも

のにコンパクトカメラがある。 

デザインコードの収集や特徴的な景観を撮影するなどの地域の景観特性を把握するための

調査（景観特性調査）においては、撮影時の画角（望遠や広角での撮影）は撮影対象にあわ

せて適宜設定する。 

 

○三脚・メジャー 

カメラ位置を地上から人の視点の高さに固定するために使用する。 

 

○調査用の地図 

調査対象範囲が示された地図で、特に頭首工や機場等の点施設を対象とした場合や水路等

の線施設で住宅地等に隣接している場所での調査では、縮尺の大きい（1/25,000 程度）地図

が望ましい。 

 

○GPS 受信機 

位置情報を記録する GPS ロガーを使用することで、調査後に調査ルートを確認できるほか、

写真データに位置情報を追加し、整理することができる。デジタルカメラには GPS 機能が内

蔵されている機種もあり、撮影時に自動で写真データに位置情報が付くものもある。 

 

○距離計 

対象物との距離を測定する際に使用する。調査時においては地図や GPS 等を使用すること

で調査地点と整備対象施設とのおおよその距離を把握することができるが、レーザー距離計

を用いるとその場で即時に距離が計測できるなどの利点がある。 

 

○色票 

対象物の色彩を測定するための色見本。景観行政団体等による景観計画、景観色彩ガイド

ラインでは、マンセル表色系に基づき色彩を表現する例が多いことから、マンセル表色系を

基準とした色票を用いることが望ましい。 

 

○その他 

野帳、筆記用具、双眼鏡など。 

 

［機材の例］ 

 

 

［三脚を使用した撮影の様子］ 
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