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道 E各 と 景 観

一沖縄本島にみる特性一

上 間 清水

Highway Landscape -its characteristics in Okinawa island 

by 

Kiyoshi UYEMA 

SynopsIs 

This paper presents a result of preliminary study on landscape characteristics along 

the highways on the west coast of northern part of Okinawa Island. 

So far， according to the au thor's knowledge， there has not been any reported study of 

this kind. 

In this paper the author has discussed the importance of landscape study in this 

island， a method of c1assification， typical patterns， and the featuers of factors of which 

lansccapes are consist. 

S 1 はしカi き

道路景観問題の重要性はすでに1930年代初期のドイ

ツにおける Autobahnの建設計画の頃から認識されて

おり，そのことは，その計画に参画したある著者の論

文に見る次の言葉によってうかがうことができる(1)。

「風景と土地とは人間生活，国民文化の基礎であり，

人聞を育成し，っくりあげる故郷である。国民生活の

担当者であるという認識をもつならば，技術家はその

仕事を全く国民文化の奉仕に置き，かくしてその仕事

は風景と土地とを保存して残るようにその仕事を適応

せしめ，新たな文化価値の生れるようにその構造物を

設計し創造する義務を有するJ

その後英国，米国その他の国々でも研究が盛んにな

り応用面でもかなりの進歩を見ている。例えば米国に

おける環境保護に関するCIVIC政策，連邦政府の道

路局における環境専従部の設置，環境美化法

(Beutification Act. 1935)の制定など，またドイ

ツ民主共和国〈東ドイツ〕のように憲法の中に郷土の

風光美の保護を国民の義務として積極的に取りあげて

(2) 
いる国もある
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わが国は，高速道路建設の促進と相まって，この面

の関心が関係者の聞に高まりつ〉あるが(3)一般の関心

も，国，地方行政レベルでの対応も極めて不十分であ

るというのが現状であろう。

今日わが国で行われている開発に伴なう自然改変は

顕著なものがあり，それに伴ない風景の貧困化が指摘

されているが(4)，沖縄においても大規模開発の短期実

施に伴ない，これらの問題に深くかかわりあっている

のが現状である。

本報告は上記のような問題の理解を背景に，その問

題点の解明のための初期調査研究の一成果をまとめた

もので，沖縄本島の道路景観特性の解訴を主としたも

のである。風景分類，構成各ファクターの検討および

問題点の指摘を行っている。

S 2 絹査対象路線・方法

道路景観を，運転者席から眺望した進行方向前面に

展開する景観と考える。今回の調査は沖縄本島南部の

開発地を除き，中部(嘉手名地〉以北の西側海岸沿線

で調査を行った。この沿線は固定公園に指定され，本

島で最も風光の勝れた地域であるとともに，今後，県

開発との関連で自然改変が顕著になるであろう地域で

もある。 Fig2に調査Jレートが示しである。
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調査は静的風景を中心に，運転者位置〈目の高さ〕

から，進行方向前方の水平方向にカメラ軸を設定して

景観を撮影 (Color)する方法で， これを一定距離ご

とに実施した。 Figlは撮影状況を示す。速度フアク

ターを考慮した動的風景調査については今回実施しな

かった。

ICamera Position 

FL 50mm 

Project回nargle : H 40 degree. V 28 degree 

Fig. ~. Camera position and projection 

結果の分界は，景観の構成要因組合せによる形態的

分類，空地面積比率，それに植生，地質，構造物など

景観構成各要素の検討を行なった。

~ 3 進諸景観の形態的先頭

道路景観をそれを構成する主要な形態的要素から文

字により分類することを試みるものとする。

Table '. Highway landscape classification 

基本的要素としては次のように分類することができ

ょう。文字はそれらの略称として用いる。

①植物系要素ー諸種の植物による植生で，自然的

なものと人工的〈農地植生，園芸植生〉なもの

がある-G(green) 

②山地系要素一山脈，地山一M (mountainous) 

③水系要素ー海，湖，河川一S (sea) 

④開発系要素一都市家屋，都市構造，家並-

Dp. (developed) 

⑤構造系要素ー土木構造物ーSt(structural) 

道路景観は，道路l幻王立その構図の中心附近に配し

その上方また左右の景観要素によって構成されるか

ら，基本的にこの三つの部分の構成要素の組合せでそ

の形態的特徴を表現することが可能であろう。このよ

うにして，要素略称文字をハイフンで結んだ形で分類

することを試みる。

形態的表現と加えて，内容的な面もある程度表現を

可能にするため，文字の連続により，景観要素の構図

内での重なり，連続性，近接性の意味をもたせ，文字

の大小で構図内でのインプレツションの効果を，さら

に文字肩のダッシユにより期待される形態的，また視

角的印象からの後退を表現させるものとする。

B?!? ( 山 nation 二一一竺竺ati∞ ! 
Ms i La耐 α開制 includewa加 and I M-Nー5， S-M-M， S-N-M， 

TVDe mountain featuresasmain factors. S一MM(orS-Mρ ， 5-m-.M， ype ._.......... --_...---_....... ._-_.. -，. -

I S-M-GN* etc. 

MM  Landscape that include mountain M-M-M (ωM3)， M-Mz， 

Type : feature only as main fact刀瓜 M-m-M材 M-s-M， GN-M-M i 
M2-GN etc. 

GN Landscape伽 includepl叫 features I GN-N-GN， GN-GN2， GN-MーGN，!

Type as inpress同 factors. I GN-m-GN**山 4meui

一一 一一一L一一 一一一一一一 | 

DP Landscape consisting mainly of DP-MーDP，DPーDP-DP(orDP3) i 

Type developed obiects M-Dp2，* DP-GN etc. 

訂 Landscape including C. E. structures I M-5T-M叱 ST-M2 ST-M一民

Type I ぉ i…同 f… I G山一GH e1  -

ホ lncas巴 ofintermediat巴 typeit is classified to one of the basic types depending upon which one 

of the factovs is more impressing than the other. 
料 5malllatter indicate some weaker impressim than that shown by initial letter. 
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Table 11土上記の方法による景観の基本型の分類，

その説明，および各基本型に属する個別の分類を示し

たものである。

Fig'2はイ ラストによる分類例示， Fig3は調査路

線に沿う道路景観を進行方向に展開するJI頃に図示した

ものである。順視することにより凡その景観変化が理

解されよう。

Landscape iIIustrated sasic type 

可
MS 

MM I M-s-M 

GN 

uR 
GN-N-Dp 

DP 

DP Op-M-Dp 

Fig. '2 Classification 

S 4 察観特性一各要素の検討

景観というものを客観的に評価するためにはそれに

かかわるいろいろの要因について，計量化することが

前提であるが，これら要因の中には単に物理的なもの

のみでなく，感性的心理的要因も含まれることから種

々困難が伴ない， iこの方面の研究はいまだその緒に

(5) 
ついたJ 段階にある。

と〉では景観の特性を考えるのに，景観個々の構成

要因に関する事項を考え，これらの帰納的な帰結とし

て景 観の特性が判断できるものとして検討をす〉め

る。

(1) 空地面積比率

景観を構成する空の部分と他の地物の部分の占める

面的割合をいう。地物の部分は，地山， 山，海，植

生，道路を含む空部分以外の全てである。この比率の

変化はマクロ的な意球で，景観の変化性，単調さを示

すものと考えられるが，他の景観要因が卓越しかっ変

化が顕著な場合は， 景観の変化性評価と してこの比率

のもつ意味は減殺されよう。

調査2路線についての空地面積比率が Fig4 (a) (b) 

に示しである。

図中ABCで指摘した区聞は，比較的比率変化の顕

著な区間を示したものであるが， B， Cについては，

現実に風光明煽と評される区間と対応するがAの場合

は必らずしもそうではない。

(2; 景観構成植生

沖縄本島には，それを南限とする北系植物が16属

79種，北限とする南系植物が27属54種あり，また本島

固有の種が16種 4変種あるといわれ(6)小島(l230km')

のわりに積物種が豊富である。

さて，道路去を観を構成する主なる植物を，それらの

出現頻度の順に示したのがTable2である。

最も出現頻度の高いものは，モクマオ(マオ〉であ

るが，路側開発の一環としての風致計画的に績林され

たものは少なく，民家の個別植林，山野自生のものが

大部分を占めている。沖縄では生長が早いこと，風害

にも比較的耐えることなどからよく月折、られている。

景観植物として優れたものとして，筆者の見るとこ

ろ， !)ユキクマツ，ガジュマロ，フクギなどがあり，

ローカノレ色豊かな景観を呈しているが，規模が小さい

こと，頻度が低く，十分にその個有の景観美を発揮し

ていないようである。

沖縄の景観造成にこれらの横物の果しうる役割は極

めて大きく今後大いに開発されるべきものである。

これらのほか，ハイピスカス，ヤラポ，センダン，

ソラツなどが，沖縄独得の印象を与える景観植物とし

て指摘しうるが，それらの出現頻度は 1%以下であ

り，印象の連続性を保つまでに至っていない。
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Fig. 3 Surveyed routs and classification along the routs 
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Fig. 4 Arecal ratio detween Sky and land object 
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Table:2 Main plants in highway landscape 

I NO.j Pl…m巴 Classification 

1 I モクマオ〈マオ〉 イラクサ科

Frequency 
C%) 

41.8 % 

Remarks 

自生、植林、並木

Boehmerio nivea マオ属

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

雑かん木

リュウキユワマツ

Pinus lutchuensis 

サトーキピ

Saccharum L 

チガヤ

imperata cylindrica 

ススキ

Miscanthus 
floridulus 

その他高木

アグン

Pandanus Tectorius 

マツ手ヰ

マツ属

イネ科

サトウキピ属

イネ科

チガヤ属

イ ネ 科

ススキ属

タコノキ科

タマノキ属

26.4 

20.9 

16.4 

15.5 

11.8 

7.3 

6.4 

自:生

自生、又植林、並木

農作

自生、山地

自生、山地

自:生、植林

自生，防潮林

9 フクギ

Garcinia 

Subelliptica 

オトギリソウ科

フクギ属

5.5 防風林、生垣高木

10 

11 

ギンネム

ガジユマロ

Ficus microcarpa 

(3) 景観構成地質

ク ワ科

インピウ属

種々の地質の有する構造的特性とその個有の色採は

景観要素として重要な機能を有している。前述の基本

分類でM-S. M-Mタイフ。の景観の個々の構図を決

定する基本的要因は，地質構造であるともいえるし，

またそれと共に，植生を主とした単調な景観に時に変

化を与えるものは，露出した地質の有する色彩 であ

る。

沖縄の地質は，北部本部半島の根部を北東一南西に

走るいわゆる辺土構造線と，中部の天願附近をこれも

ほ笠岡方向に走る天願構造線によって三分される三分

帯でかなり相違し，景観形態を基本的に拘束している

といえよう，すなわち南部は，琉球石灰岩〈乳白色〉

および島尻クレイ〈青灰色〉を主とする，平坦，低丘

陵の逮続からなり，そこには，印象的MS又.M Mタ

イプの景観は発達しない。地山露出部の色採も基本的

にこのこ者の構造のもっこ色の単調な出現に終る場合

が多い。

3.6 

2.7 

自生，生垣

常緑高木、自生、

園芸

天願断層から辺戸断層に狭まれる中，北部(国頭累

帯).粘板岩質砂宕質の岩石を主とし，その他千枚

岩，片岩等があり，この地帯の南部分の沿岸部には，

ラテライト様の赤土の推積になる台地が発達してい

る。道路は大部分この台地を通過する。山の形状に

も円型頂部，角型頂部が南から北にかけて分布し，

MM. MSタイフ。に極めてパラエティーを与えてい

る。色彩としては，台地の赤色と，北部の海岸にせま

る粘板岩の灰色を主体とする多様な色彩が見られる

が，不整形な切取形状，保護工の不徹底があり，景観

に対して変化特性は与えても，その効果の助長を担っ

ているとはいえない。

本部半島は，古生代の結晶石灰岩の岩体からなる山

を中心にその裾を沿岸道路が走行する。山を合むタイ

プとしては. S-M-'Mタイプが主である。このあた

りの景観中優れたものの一つに，周辺離島〈伊江，瀬

底〉を含む構図があれその時間経過に見る景観ノミタ

ーンの変化には見るべきものがあり，本島中最も顕著
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なものであろう。しかし一部に大規模採石が数キロに

わたって行われ山地開発による景観，環境破壊の実例

が典型的に現われている地域でもある。これから，数

年の聞に大規模な開発に伴ない地山の移動がさけられ

ないが，この例はその反面教師ともなろう。

寸霊的にいって，地質構造がわりと変化にとみ，南

中北における道路景観を，平地ー丘陵型，丘陵一山地

型，山地型に分布せしめる基本的拘束要因として作用

するが，個々の景観の中の色彩的効果は，斜面の整形

処理の不適切，保護工の不十分さも相まって比較的単

調であり，あまり意味をもたないばかりか，破壊印象

を与える場合が多く，景観造成，開発の面から多くの

問題を意識させる。

(4) 構造物

都市部を除き，構造物が，景観中心となるものとし

ては，橋梁がわずかにあるのみであるの調査で優れた

構造中心景観としては，北部塩屋湾にかかるランガ一

橋であろう。その他には，橋長が比較的長い屋我地橋

の本部半島〈呉我〉からの遠景があるが，構造の中心

となりえず，印象が極めて弱い。

沖縄には，長大な橋梁架設を要求する河川はないが.

景観的見地から考えると，その長短にかかわらず，

環境景観との調和を求めた架設のありかたが求められ

ねばならない。時に観光資源、としての景観の開発をす

る場合，人間の造営物が印象中心となる調和景観の開

発は，景観の変化性，自然景観価値の助長，人間の自

然への参画意識の高揚などの効果の商から極めて重要

である。いかにしてそれらの調和を見出し，その効果

を具体物に与えるか，これらの手法は今日未開発の分

野である。

景観的に見た沖縄の橋梁については，本紀要に別に

論じてあるのでこ〉での詳論は控えることにするの

要約すると，沖縄の橋梁には，景観中心となりうる

ものが極めて少なく，交通機能の必要限度を充足する

見地からの構造が多く，今後の設計架橋にあたって

は，積極的な景観対策がなされるべきであろう。

S 5 むすび

これまで論じたことから次のような事項が指摘しう

る。

(1) 道路景観の形態的分類の一方法を提案したが表

現の簡潔性，実景観説明との関連性などから一

般的分類法として有用であろう。

(2) 道路景観の構成要素は大別して植物系， 山地

系，水系，開発系および栴造系の五つつに分け

て考えることができるe

(3) これらの要素の各について論じたが，最も顕著

なものは植物系である。樹種としては，モクマ

オが最も高い出現頻度 (42%)を示している。

沖縄は植物種がかなり豊富であり，それらの中

には，南国的印象を与える勝れた景観構成樹種

もあるが，頻度が極めて低く，今後の景観開発

に際して考慮すべきである。現在の植物景観は

モクマオによるモノインプレツションであると

評価できょ う。

(4) 沖縄の地質要因は，南中北の地域別の景観構成

の基本となり，それぞれ特徴を与えている，し

かし，近接景観の中にみる地質色の効果は頻度

の低さも手つだって極めて弱く，時々は開発の

無原則jから破援印象を強く与えている。

(5) 構道物が中心印象となる道路景観は極めて少な

く，今後，橋梁設計，架設の際は，交通機能最

低充足型から環境調和長観効果型への努力も必

要である。

(6) 沖縄の観光資源開発の上からばかりでなく，人

々の人間らしい生活環境造成対策の見地からも

良好景観の開発は極めて重要である。

終りに本調査に協力した，土木工学科学生赤嶺E

弘，高良勲，仲宗根朝男の三君に謝意を表する。
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