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表1-1　公共事業に対するアンケート調査

順位 都道府県の解答 市町村の解答
1 高速道路などの高規格幹線道路の整備 廃棄物処理設備の整備

2 廃棄物処理施設の整備 地方道の整備

3 地方道の整備 市街化区域で行う公共下水道の整備

4 歩道、交差点改良、駐車場整備などの交通安全施設の整備 道路改築、土地区画整備など街路整備

5 水質浄化、緑地整備など河川の環境整備 街並み、まちづくりの支援

6 流域下水道（市町村をまたがる大規模な下水道）の整備 歩道、交差点改良、駐車場整備などの交通安全施設の整備

7 一般国道の整備 高速道路などの高規格幹線道路の整備

8 市街化区域で行う公共下水道の整備 水質浄化、緑地整備など河川の環境整備

9 浸水被害の解消対策などの都市河川の改修、堤防整備 洪水などから国民を守るための河川改修、堤防整備

10 都市鉄道、幹線鉄道の整備 流域下水道（市町村をまたがる大規模な下水道）の整備



表 2-1 自動車を主体とした道路照明設置基準

表 2-2　歩行者を主体とした道路照明基準と発行機関

基準の種類 発行機関 発行年

1981

1965

1

2

道路照明施設設置基準・解説

自動車道路に対する国際勧告

日本道路設備協会

国際照明委員会

基準の種類 発行機関 基準 カテゴリー

・水平面照度（平均値） ・交通量（多い少ない）
・鉛直面照度（最小値） ・地域（住宅地・商業地）

・顔の見え具合

・人との距離

・水平面照度（平均値） ・顔の見え具合

・鉛直面照度（最小値） ・人との距離

1 歩行者に対する道路照明の基準 JIS Z9111-1988

・鉛直面照度（必要な明るさ）

3 防犯照明の推奨照度 日本防犯設備協会

2 観測距離と必要な明るさ 照明学会関西支部

図 2-1　各街の街路照明の現状

表 2-3　照明基準のカテゴリー分け

カテゴリー分類 内容
歩行者が路面の障害物（穴・くぼみ・段差）を認識し安全な歩行ができる

ことを目的とする

他人が近づいたときに、その人の様子（人相・行動など）を対応のとれる

距離から認識して、歩行者が犯罪の被害を受けないことを目的とする

特に他人の顔の見え具合に対するもので、顔の向きがわかる・目、口、鼻

の位置がわかる・誰であるかがわかるの３段階に分類されている

4ｍ_危害を加えられそうな時に、その危害から逃げるために必要な距離

10ｍ_犯罪をやろうとする者にとって自分の顔がわかると気になる距離

顔の見え具合

人との距離

鉛直面照度（最小値）

交通量（多い・少ない） 交通量の多い少ないに対して、比例して明るくするように推奨している

地域（住宅地・商業地） 街の形態を住宅地と商業地だけで分類している

水平面照度（平均値）

図 2-2　照明の配置のルールにより夜の景観が変化する例



道路照明
・連続照明（一般道路部）

・交差点照明
・局所照明（トンネル、カーブなど）

街路照明
・防犯灯

・歩行機能照明
・ボイド照明
・窓あかり

景観照明
・ライトアップ
・公園照明

図 3-1　都市照明の構成要素
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　日本の街路の多くは、JISで定められた照度基準に従い路面中心の照明計画が行

われており、地域性が全く考慮されていない画一的な照明計画がされている現状

があります。

　そこで比較的低予算・短期間で成果のわかる光環境について、防犯照明・機能

照明・景観照明の観点から夜間街路の現状を分析し、この地域の特性や地形を考

慮した米沢市らしい光環境の在り方を模索することを目的とします。
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　光が灯るところ、そこには人々の営みがあります。

　人がいて光があり、光があって人が集まる。それは特別ではない、ごく当

たり前のことです。

　豊かな水や緑はこの街にとって非常に重要な財産であり、自然美を感じさ

せるような光環境を創ります。なぜなら「見せる」ことより「感じる」こと

のほうがより印象深いものとなり、それが今一番ふさわしいと考えるからで

す。

　この街の自然環境を大事にするために人の感覚に合ったあかりを街の中に

配置していきます。このあかりは光源の近い所は明るく、遠い所は暗いとい

った人の感覚に逆らうことなく自然に感じられる光です。このためには街全

体の光環境の考え方の中で各エリアの空間構成を読み解き、防犯照明・機能

照明を考慮した上で成立すると考えます。

　特徴ある自然環境を最大限に生かした光環境は、人々に潤いと安らぎを与

え、結果的に個性ある美しい都市景観が形成され、この街に暮らす人々、こ

の街を訪れる人双方にとってより印象に残る街となるはずです。

　

　私たちの提案は一時的なものではなく長期的に発展、変化しつづける都市

に対して対応していくものとなるはずです。

鵜飼いの光は人の行為と光の在り方
を端的に示している

蝋燭のシンプルな光がどんなライト
アップよりも効果的な場合もある

緑を感じる光をつくる

動線上にうまく配置されたあかりは
人が歩くという行為にあっている

シンプルだけれども迫力のある風景水際に配置された光が街を印象づける
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一般的な道路整備では、JISなどの照度基準に従った路面中心の計画が行われており、地域性や街並み景観を無視した画一的な照明計画
が行われている現状があります。

しかし街はその土地土地の人の暮らし、風情など特有の性質を持っています。
私達はそのような街の特徴を考えた街並み中心の照明計画を提案します。

　街路の計画と一言で言っても、その街その街によって様々な計画・デザインがあるはずです。
その街の防犯性の水準、街路の特性・文化性などを慎重に解きながら計画すれば、おのずと市民にとって心地よく、この街にしかない街
路景観が創られると考えています。

■■道ではなく街が目立つ光

景観・安全・安心を考慮し光の実験を行い、実際に整備された事例写真。
電力会社と協議を行い、住宅や店舗の壁など民地側に公共の照明が設置されている。
アンケート調査の結果、「街並みがよくわかる」「ひとけを感じて安心」「見通しがよくなった」
などといった声が聞かれた。

岩手県大野村での整備

空間の特性を活かす光

岐阜県平瀬地区での整備

米沢は比較的狭い範囲で現代から昔までの連続した生きた歴史を感じる特徴的な街である。
盆地に広がった城下町は遠くに飯森山を中心とした山並みを感じ、視界の広がる最上川が街の中心を流れている。
水も町中で出会う事が多い。大水面であるお堀、武者道や周辺の水路など、水が近く感じる町でもある。
そして、なによりも、この町に住む人々の生活を感じられる事が、最も米沢らしさを可視化することにもなる。

■米沢の特長である、人々の生活を感じる光
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横浜の元町仲通り商店街にて、既存の防犯灯を消すという実験を行いました。その結果、この街では防犯灯
を消しても家々の門灯の光によって十分な明るさが確保されていることがわかりました。
また、まぶしい防犯灯を消すことによって街路の空間・奥行きがわかるようになり、むしろ街路が明るく感
じられています。

対人を考えた防犯性を高める要素として、「5m先の人の顔がわかる」ことではなく「空間の見通しを良く
し30m先の人の行動がわかる」ことが重要であり、それを実現するためには、電信柱に設置されている防犯
灯は逆効果になっていました。

防犯性はその地域性、街路形状等によって異なるため、「人の顔が見える」「平均照度をとる」という概念
では不十分だということがわかりました。

■■空間認知の光-ボイド認識

防犯照明

人と光と街が一体となっています。店舗から洩れる光がにぎわいを創り出し
ています。

■■人の存在を感じる光

光が暖かく感じられるということは、そこに人がいてこそ発生する感覚なのです。
人の生活を感じることで人は安心します。
生活している人々の営みが光を媒体にして街ににじみ出してくる。そんな光が街全体をゆるやかに包み込み、
夜の風景を創り、それこそが街の夜景になります。

模模型実験/実験時

模型実験/現状
一般的な街路では防犯灯が点灯し路面は明るいが、その周りが暗闇なため人が隠れているかもしれないと不安を感じます。
また、道中心の照明手法なためその街の特徴が現れずどこの街路も同じようなデザインとなってしまっています。

実際の街路には、家と家の隙間や駐車場などの凸凹な形状に合わせ民民地側に光源を設置することで、路面は暗くなりますが、
周りの状況が把握出来るため不安感は減少し防犯性能は向上しています。
また、その場所にしかない特徴的な街路空間が可視化されます。

道に沿った照明配置

街路空間に合わせ民地側に照明配置

街には駐車場や庭、路地など道路から奥まった場所(ボイド)が多々存在します。
ただし一般的な照明ではそのような場所を全く考慮しないため、暗がりとなり不安を感じる要素となってしま
っています。
横浜元町では、それらのボイド部分も街路空間としてとらえ、普段暗がりとなり不安を感じる箇所に照明を配
置して実験を行った結果、現状で不安を感じていた暗がりがしっかりと認識でき、安心感の向上に繋がりまし
た。

人は自分がいる場所が明るいより、周りの空間の状況がわかることのほうがより安心することがわかります。

参考文献：
2000,2001,2002年照明学会学術論文
　　　　　「街路照明における空間認知に関する基礎的検討」その1～520～30m先にいる人の存在がわかる方が安心

５～６mの距離では逃げることはできない

ひとけを感じる光が街路に安心感を与えます。川越一番街での照明実験

歩道部よりもそのまわりの風景が見え空間が認知できるほうが
人は安心します。

■■空間認知の光-見通し

消灯実験/実験時

現状
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まず、バリアフリーなどで計画されている平らな場所では、人は路面を見なくともつまづく
ことなく安全に歩行することができます。
すなわち路面には明るさを必要としていないことがわかります。

■■歩くための光

■人を誘導する光
路面が平らで安全に歩けたとしても行き先が分からなければ人は不安になります。
道や空間の形状によって光を配置することで、導く光や空間を把握する光となり人は安心し
て歩行することができます。

■段差を認識できる光
階段など段差があるような場所ではその段差をしっかりと認識できる光が必要です。
人がつまづくことなく安心して歩行できるといった、最も基本的な行為を満足させる光環境
を整備することがまず第一に必要であると考えます。

「歩ける」という身体的概念から光を見た場合、平らな道であれば路面が明るくなくとも、不満を感じるこ
となく歩行することができます。
しかし行き先が分からないと不安になり、段差のある場所ではつまづかないで歩ける光が必要になります。
ここでは「人が安全に歩行する」といった機能性を満足することを目的とします。

■安全に歩行するための光

■車両が安全に走行するための光

参考文献：
2000年12月　照明学会　
　　　　「さいたま新都心車側交通広場歩行者デッキの光環境計画
2001年　建築学会学術論文
　　　　段差認識の行動特性と夜間における街路歩行上の安全性に関する研究

車両が安全に走行するためには車道の線形がしっかり認識できることが重要です。
道路照明がなくとも、反射版付き道路鋲があればヘッドランプの光のみで安全に走行できます。
これらは地方の高速道路でも行われています。

道路照明がなくとも、道の形状をしっかりと把握できます。

■交差点で歩行者を認知する光現状夜間 提案時

通常の道路照明では、歩道部が暗く危険予知が遅れてしまう。そこで歩道部を優先的に照らすことで、
歩行者の行動をいち早く察知できるような光環境を提案します。

図中における数値は、歩行者が動き出してからドライバーがブレーキを踏むまで
の時間を15人の平均値として算出したものです。その結果、提案時は昼間とほぼ
同等となりました。これは提案時は最小限の光にすることで、不要な情報が最小
限に抑えられており、昼間と同等の視環境を確保していると言えます。

段差のないフラットなデッキ部。
床面照度0lxであるが、誘導効果のある光によって人は安心して
歩行することができる。

実験によるアンケート調査の結果、問題なく安全に歩行できることが確認できています。

さいたま新都心

富山県八尾での実験 現状

車道が明るい 交差点の歩道部が明るい

道の形状が認識できれば安全に歩行するこ
とが可能です。

段差のある場所には、段差を認識できる光が必要。

■危険予知のための光
　今までの夜間道路照明は、道路上の照度や輝度を上げ、均一に空間を明るくする計画が主流でした。
私たちは、ドライバーがいかに歩行者の行動をいち早く察知できるかということを主眼において、交通事故
発生の予測を促す光環境である、交差点を主流とした交差点照明を提案します。
　交差点部分には、ドライバーに対して歩行者・自転車を事前に認知できるような光環境を創ります。車道
側よりも歩道側が十分に照明されていることで事前に歩行者・自転車を認知することが可能になります。
人と車が安心して歩ける、車が危険予知をしやすい空間にすることが大切です。

　
参考文献：
2003年　建築学会学術論文
　　　　　危険予測からみた交差点の光環境と夜間景観に関する研究
　 　　　　

機能照明　安全性能を満足する光

床面０lx

八尾の実験データ
現状と同等の性能を持ちながら、光束量は約1/130の省エネになっています。

約1/130の省エネ
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・自然を感じる光

　 米沢は、米沢駅から城址までの間に、最上川や地蔵川などの水辺を擁していま

す。これらは市民に憩いと安らぎを与え、個性ある美しい都市景観を形成してい

ます。

　夜になるとより、水を感じ、そして豊かな緑を感じるような、人と自然が共生

する夜間の光空間を創造することは、既存の地形的財産を最大限に活用すること

となります。

　

　水面に光が移り込むことで、印象的な水辺空間がつくられます。また、ここで

共に育まれてきた緑を、直接照らすのではなく、緑豊かな樹木をシルエットで感

じさせることによって、夜間においても人々に潤いと安らぎを与えます。そして

市民が水辺空間や緑を通じて街への愛着を深め、自然の重要性を再認識し、守り

育てていくことが、美しい都市景観の形成につながります。

　「地形とあかり」は独自の個性と魅力ある夜の景観を創造し、市民にとって何

にもまさるシンボルとなり、共通の財産となるはずです。

水を感じるための光と人の関係
人のいる位置から水面にうまく光が映り込むような光の配置を行うことが重要
となります。

水際に配置された光が街を印象づけ
ます。

揺らめく光の魅力に人々は足を止める水に揺れる灯篭は人々の心を映し出し
ています。

地形を強調する光の配置。

豊かな緑をシルエットで見せます。 緑など自然を感じさせる光。
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軸の整備からアクティビティに合わせた整備へ

ろうそくの単純な光は、根源的な光であり、人の生活に昔から寄り添ってきた光です。

現代ではろうそくは照明の用途として使われることは少なくなりましたが、ヒューマン

スケールの小さくシンプルな光をメインに使うことで歴史を感じさせる町並みをつくる

ことができます。

今までの都市計画での基本概念として、「軸」が主に使用されてきた。また、この
「軸」に対して「地区」も同時に分類されている。このように整備されてきた都市
には人の活気が感じられなくなっている。街の人の生活の活動とは切り離された概
念では当たり前である。
ここ米沢では、より人に近いまちづくりが求められている。今までの「軸」なる概
念から人の活動、アクティビティに合わせた整備が必要であり、ここに「米沢らし
さ」が生まれてくる。
近年、景観法が施行された事も受け図式的な整備から見える、感じる範囲をどのよ
うに整備するべきか、今後求められる。

「軸」の整備から
「アクティビティに合わせた」整備が
「米沢らしさ」を 生 む。
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住民参加と光

Masahide Kakudate Lighting Architect & Associates

米沢市　光環境調査

2010.12

　あかりの一つの大きな利点として、住民の方々に解りやすく、共通の

言語を持つことができるということが挙げられます。また、私たちの提

案するあかりは官民の境界を飛び越えお互いに影響しあってこそ効果が

発揮されます。

　また、あかりを一度に整備するのではなく、実験を行いながら段階的

に整備し、住民の方々のコンセンサスを得ながら一歩一歩進めていくこ

とも重要です。

　お互い（官-民や民-民）の共働の理念に基づく自主的かつ主体的なま

ちづくりは今後の活動の規範ともなるはずです。横浜元町ではあかりを

キーワードにまちづくりが進んでいました（参考資料参照）。

　「住民参加とあかり」あかりというキーワードを用いた一つのまちづ

くりの方法論がここにはあります。

建物の形態があんどん照明により現れる。あんどんの白熱ランプの光が街路空間を照らす

参考事例：横浜市元町仲通り商店街

元町小町フードフェアの期間中、会場となった元町仲通り全体に「光の街路」を出現させた。
約500ｍに及ぶ通りの電信柱に取り付いている防犯灯を全て消し、通りのいたる所に設置した「あんどん」のあかり
によって街路空間を照らし出した。
ここでは、夜間街を歩いていてストレスを感じる場所をなくすような光の配置を行った。
　・空間認知のできない所
　・人が隠れていそうな所
この単純な二つのルールに従って光を街に点在させることで見慣れた街の雰囲気はがらりと変化した。
今回、元町仲通りに現れた「光の街路」は、従来までの「みち」中心の街路の光環境から「まち」が主体となるよう
な光環境を創りだす一つの方法論に成り得ると考えている。

ひかりを用いた住民参加によるま
ちづくりの組織構成図

ワークショップの模様このような機関誌が定期的
に発行されている

参考事例：「あかりプロムナードをめざして」
あかりプロムナードをつくる会・徳島県企画調
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写真敷地範囲米沢中心市街地現況写真
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視線の抜け

ヴォイド

アクククククククククククククティティティィィィティティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィティィティィィィィィィィビテビビビテビテビビテビテビビビビビビビテビビビビビビビビビビビビビビテビビビビビビビテビビビビ ィィィィィィィィィ

視線の抜抜抜抜抜抜抜抜抜抜抜抜抜抜けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ

ヴォヴォヴォヴォヴォヴォヴォォヴヴヴォォヴヴヴヴヴヴヴヴヴヴォヴヴォォヴ イドイドイドイドイドイドイドイドイドイドイドイドイドド

視線の抜け

ヴォイド

160
130 147

210
208

138

12

12 12

11

11

1252 1322 24 22

21

5313

32

15 12 12 14 12 14

単位：lux

広場

駐車場

家族連れ

老人　日向ぼっこ

夜間 ヴォイド・視線の抜け アクティビティ

アーケード・門東町

①

②

③

①

①
①

②②② ③③

③ ③
③③

⑦



アクティビティ

視線の抜け

ヴォイド

14

単位：lux

14

24

2111

11

11

11

12

12

12

10

10

13

13

43

43

41

11

松が岬

夜間 ヴォイド・視線の抜け アクティビティ

視線の抜け

ヴォイド



夜間 視線の抜け ヴォイド

⑧

視線の抜け

ヴォイド

43

45

42

32

32

31

31

41

11

21
21

62

23
53

55

61
13

12
60

24

51

11

単位：lux

上杉神社



夜間 視線の抜け ヴォイド

15

15

12

12

11

12

1324
20

単位：lux

視線の抜け

ヴォイド

門東町



武者道

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

昼
間

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨



12
12

14
12
14

1422

17 31
1316

51 49

32

12

14

15 12

12

13

20
武者道

照
明夜

間

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧

1① ② ③ ④ ⑤ ⑥
⑦

⑧
①②③④⑤⑥⑦⑧



武者道

水路 ヴォイド

視
線
の
抜
け

①

①

②

②

③

③

④

④

⑤

⑤

⑥

⑥

⑦

⑦

⑧

⑧

⑨

⑨

①

①

②

②

③

③

④

④

⑤

⑤

⑥

⑥

⑦

⑦

⑧

⑧

⑨

⑨



110

102
3292

12

23

25

52

45

44

102

104

124

92

20

20

単位：lux

伝国の社

単位：lux

41

41
39

46

33

38
36

41
41

41 51

43

13

13
12

15
12

20

21

14

42

51

寺町





光環境整備の方針 □駅前

インジケーションをほどこし、
自動車を行く先へ、導いていく。

歩道はシンプルな光によって、
歴史を感じさせる街並みにする

現状写真 事例

現状
・車の通りは多いが、人通りは少ない。
・町の入り口でありながら他の歴史的な場所と、
切り離されている。（歴史を感じづらい。）

改善策

・車道は最小限のインジケーションをほどこす。
・歩道はシンプルな光で歴史を感じさせる街並みにする。 リズムのある光の配置。

路面ではなく、把握しづらい街のヴォイド空間や段差等部分を照らすことで、
防犯性を保ながら、街の特徴「らしさ」を浮かび上がらせる。

最低限のインジケーションにより、
駅等の主要な施設が浮き出でる。

シンプルな照明を、歩道のコーナーとなる部分や、
引っ込み部分に配置する。

車の通りが多い。

歩道が整備されてはいるが、
利用者は少なく寂しい雰囲気。

様々な照明によって街が彩られて入るが、
歴史的な雰囲気が感じにくい。

商店や周辺の家から、
人の気配が感じられない。

ヴォイドから路面に照明が洩れ、
歩行者や車を行き先へ導く。

民家から、人の気配や生活感が洩れ出す。

シンプルな照明で、街の特徴を引き立てる。

コーナーに配置していくことで、
遠くまで見渡せる。

提案平図面

イメージパース

照明によって車道に対し境界を創り出す。
この境界によって、子供の飛び出しなどが、発見し易くなり、
交通安全にもつながる。また、自動車の誘導灯になる。



改善策
・水を感じるためのしかけとして、橋の上の照明を最小限にし、
川沿いの遊歩道に照明を設置する。

光環境整備の方針

米沢

現状写真

□橋
問題点
・橋の周辺が整備されているにも関わらず、人の気配がない。
・橋自体の照明により、橋の上から見える夜景が見えづらい。

高位置照明を消灯し、点在した中位置照明のみでも、
十分安全に橋を渡ることができることがわかった。

橋の照明が最低限に抑えられることで、
周囲の景色の見通しも良くなる。

橋の照明の照度が強いと、
橋からの夜景の見通しがわるい。

お昼時の眺望（視界の抜け）がよく見える。
ただ、橋の上と下に人の気配はあまり感じられない。

周囲の景色の見通しが良くなり、
水辺等の街の魅力をより感じられる気持ちの場となる。

川に映る光を考慮しながら、
一つ一つ丁寧に配置する。

街の夜景が遠くまで見える。

橋の照明照度を落とすことで、
今まで気にならなかった星空がはっきりと見える様になる。今
の

に
と落

きりがはかななな 見え

橋の照度を落とすことで、
周囲の景色の見通しが良くなる。

川に沿って照明が連立し、
水の景色を引き立てる。

最低限の照明で周囲を把握できる様にすることで
夜でも川の周辺にアクティビティ（散歩等）が生まれる。ティィビ

きるる様様に

提案平図面

イメージパース事例：富山県八尾-禅寺橋



光環境整備の方針

米

□武者道

現状写真 事例

改善策
・シンプルな照明を的確な場所に設置し、防犯性能
と歴史性を考慮する。

問題点
・昔ながらの水路がありながらも、連続していないた
めに、歴史的価値を感じづらい。
・人気が少ないうえに、夜は照度が低いため、防犯性
能が求められる。

・小さな照明を的確な場所に数多く設置し、
防犯性能と歴史性を考慮する。

武者道の特徴的な水路に、
街灯の光が反射する。

通りの突き当たりやコーナー部に光を配し、
交通の安全性を高めると共に、散策する人々を自然と行く先へ導きます。

ランダムでリズムのある光は
約１０mづつ配置され、人を行き先へ導く。

水路等、歴史的なものを感じられる様に光を配し、
印象的な雰囲気を創り出す。

シンプルな照明を丁寧に配置することで、
武者道の特徴を浮きぼりにする。

配置される照明は、
この場所の特徴的な水路や路地を照らす。

人通りがない。

武者道の特徴的な
水路や路地が把握できない。

道は始めから最後まで
水平でなだらかに進む。

魅力的な水路が今も残る。
人通りが少なく、
静かで、居心地が良い。

隙間に照明を配置する事で、
路地の特徴（らしさ）が浮き出る。

照明を的確に配置することで、
少ない数で遠くまで見渡せる。

シンプルな照明によって、
街の歴史的特徴を浮き立たせる。

提案平図面

イメージパース

LEDを使うことで、
メンテナンスがかからない上に、
エネルギー効率がよい。



改善点
・にぎわいのある空間を感じられるように
ファサードを明るくする。

□アーケード

問題点
・昼夜を通して、人の賑わいを感じる事ができない。

天井のライトは路面を照らすばかりで、
商店は目立たず、活気が感じられない。

店舗から洩れる光が
にぎわいを創り出します。

人と光が一体となった場を創り出す。

路面だけを照らしていた照明は使用せず、
最低限の照明のみ使うことで、街の特徴を浮き上がらせる。

活気のある店が連なることで、歴史的な雰囲気が蘇る。

照明によって車道に対し境界を創り出す。
この境界によって、子供の飛び出しなどが、発見し易くなり、
交通安全にもつながる。また、自動車の誘導灯になる。

お店から洩れる光を活かしながら、丁寧に照明を配置することで、
活気と賑わいのある商店街を創り出します。

照明メインは、路面の光ではなく、お店の光。

それぞれのお店から、様々な明かりが洩れ出す。

提案平図面

イメージパース

光環境整備の方針

米沢市アーケード 事例（中国 西塘）

照明が路面ではなく、建物のファサードを照らすことで、
歴史的な雰囲気と活気を創り出している。

遠くから見て、活気や人の気配を感じる。

アーケードの外から見て、
お店の活気を感じられない。

お店や、歩道から
人の気配を感じることができない。



改善策

・防犯性能をあげるために、ヴォイド照明の手法をとる。

問題点
・敷地のあちこちが空き地（ヴォイド）となっているた
め、夜間の歩行者が周辺の空間を把握しづらい。（怖
いと認識）

現状写真

□門東町

ヴォイド照明により、防犯性を向上させると同時に、
街路に広がりをもたせることができる。

人の気配が光になって街に洩れ出す。

生活感が洩れ出す
既存街路灯を消灯し、民家の建物に照明を
直付けにした。

ォイド照明により、防犯
街路に広がりをもたせる

事例：

光環境整備の方針

最低限の照明で、
通りの見通しも向上することが期待できる。

提案平図面

イメージパース

街路空間の引っ込み部分に照明を配置し、
少ない照度で防犯機能を向上させる。

ヴォイド照明が街の特徴を際立たせる。

街の歴史を感じさせてくれる。

防犯性がアップし、
街並が目立つようになった。

人の気配が感じられない。

無意味なヴォイドが多い。

空間が把握できず、
防犯性能が極めて低い。

街の全体像が把握できない。

活気がない。



光環境整備の方針 □城址周辺

改善点

・城に向けての参道を感じさせるように照明を配置する。

・堀の周囲の歩車道（住宅街）はヴォイド照明とする。

事例（西町）現状写真

問題点
・城跡と周辺環境との関係が希薄であるため、城跡を出ると歴史を感じにくい。
・周辺環境と一体となって、歴史的価値を演出する必要性がある。

大道りに対する路地にも、

丁寧に光を配し、防犯性を高める。

強い光が城跡の全てを照らし出す事で、

神聖さに欠けている。

周囲とのメリハリを出すことで、

歴史的価値を浮きぼりにする。

周囲には道を照らす為だけの街灯が並ぶ。

城跡と街との繋がりが最も強く、象徴的な場所。

路面は暗いが安心して歩く事ができる。

ヴォイド照明により、

城跡に対して街の「らしさ」を浮き立たせる。

街の照明とは逆に、

城跡内では参道からメインエントランスのみに照明を設置し、

メリハリを付けることで、神聖さ（城跡のらしさ）を演出する。

提案平図面

遠い場所からでも、

参道を通して城址跡を

感じることができる。



□住宅街

事例（　　　　　　　）現状写真

改善策
・門灯、玄関灯、窓の明かりを演出することで、
人の気配を感じさせる町にする。
・ヴォイド照明によって、空間が把握できない暗闇をなくす。

問題点
・住宅街でありながら、昼夜を通して、街に人の気配を感じる
事ができない。
・それぞれの住宅が、外部との関係が希薄となっている。

街灯や窓明かりが少なく、
街に人の気配を感じる事ができない。

人の気配を感じない。

ヴォイド空間が多い。

ヴォイド空間に照明を配置する事で、町の特徴（らしさ）が浮き出る。

ランダムでリズムのある光の配置

光環境整備の方針

路面全体ではなく、突き当たりが明るいだけで、人は安心して歩行する事ができる。

町並みに沿った光により、
今まで把握できなかったヴォイド空間を照らし、防犯性を高めます。

提案平図面

イメージパース





米沢照明ガイドライン

・歩くための光
・段差を認識できる光
・他人を認識する光
・空間の形状を認識し人を誘導する光
・ボイド(死角)を認識するための光

ここでいう照明施設とは、夜間における歩道・車道等において、人が確実に歩行・運転
できる性能を満足することを目的とし整備される施設である。

また、それらは周辺の住宅や商店など、その街に合わせた景観を考慮して計画するもの
とする。

■歩行者に必要な性能の光

　日本の街路の多くは、JIS基準や道路構造令、道路照明施設設置基準などで定め
られた照度基準に従う仕様設計など路面中心の照明計画が行われており、地域性
のカテゴリーが少なく画一的な照明計画がされている現状があります。

このガイドラインは、
確実に歩行・運転するための性能を考慮した「性能設計」という考え方に基づき
照明施設を設けるものとします。

性 能 設 計　照明ガイドライン　概要

■ドライバーに必要な性能の光
・車両が走行するための光
・危険予知のための光

これらの性能を満足するための照明施設を、後述する考え方に基づき設置することが必
要である。

■その他施設に必要な性能の光

・乗降場所の光
・駐車するための光
・車の影(死角)を認識する光

■照明施設の選定
・光源の選定
・灯具の選定

※参考資料「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」の問題点を再考した「性能設計-照明ガイドライン」であり、参考
資料の注釈(1(2(3・・と対応しています。



(1)歩道等の照明

照明施設は、夜間における歩行者等のつまずかずに歩ける性能・段差を認識しつまづかず乗降できる性能を満足します。
また、それは高齢者や障害者等においても同じことが言えます。

まず、バリアフリーなどで計画されている平らな場所では、人は路面を見なくともずまづくことなく歩行
することができます。
すなわち「歩ける」という身体的概念から光を見た場合、平らな道であれば路面が明るくなくとも、不満
を感じることなく歩行することができます。

■歩くための光・・・つまずかずに歩行できる性能

■段差を認識できる光・・・事前に段差を認識できる性能、つまずかず段差を乗降できる性能
階段や縁石など段差があるような場所ではその段差をしっかりと認識できる光が必要です。
人がつまずくことなく歩行できるといった、最も基本的な行為を満足させる光環境を整備することがまず
第一に必要であると考えます。
裏通りなど歩道～横断歩道の間に少しの段差が存在します。

床面照度0lxであるが、段差のないため誘導効果のあ
る光によって人は歩行することができる。

段差のある場所には、段差を認識できる光が必要。

段差箇所

歩道等に設置する照明施設は、照度レベルを設定するという考え方ではなく、人がつまずくことなく・転ぶことなく歩行できるための性能を満足することが重要である。

さいたま新都心

床面０lx

○参考○　歩道等の明るさについて

JIS Z 9 1 1 1　道路照明基準

多い 20lx

少ない 10lx

多い 5lx

少ない 3lx

商業地域

商業地域

住宅地域

住宅地域

防犯性を考慮すると

人の多い場所は明るく、人の少ない場所は暗くてもよいという基準となっている。
また、交通量が「多い・少ない」とは漠然としすぎており、日本中の街路が上記の4
つのカテゴリーによって種別されてしまっている。

交通量 水平面照度地域

多い

少ない

多い

少ない

商業地域

商業地域

住宅地域

住宅地域

交通量 照度地域 防犯性

高い

高い

低い

低い

人が多い場所は人の目も多く防犯性が高いため、照度が低くてもよく
人が少ない場所ほど人の目が少なく防犯性が低いため照度を高くする必要がある。

これらのことを踏まえて、歩行するためには、つまずかずに歩行できる性能・事前に段差を認識できる性能・つまずかず段差を乗降できる性能を満足する照明施設を設置する必要がある。

また、地域景観を考慮した適切な整備計画を立てる必要があり、深夜になると交通量が大きく減少する道路について、これらの状況に応じて防犯性能を高く調整することも考えられる。

問題点

4lx

2lx

1lx

0.5lx

鉛直面照度

参考文献：
2000年　建築学会学術論文　
　　　　　街路空間の光環境の在り方に関する研究～その2.街路空間における歩行者のストレス～
2000年12月　照明学会　
　　　　　「さいたま新都心車側交通広場歩行者デッキの光環境計画
2001年　建築学会学術論文
　　　　　段差認識の行動特性と夜間における街路歩行上の安全性に関する研究
　 　　　　

※参考資料「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」の問題点を再考した「性能設計-照明ガイドライン」であり、参考
資料の注釈(1(2(3・・と対応しています。

埼玉県北本駅前整備計画例



対人を考えた防犯性を高める要素として、「空間の見通しを良くし30m先の人の行動がわかる」ことが重要であり、それを実現するためには、電信柱に設置されている防犯灯は逆
効果になります。
防犯性はその地域性、街路形状等によって異なるため、「人の顔が見える」「平均照度をとる」という概念では不十分だということがわかりました。

■■他人を認識する光(防犯性能)

約30m先にいる人の存在・挙動がわかることが重要

整備後整備前

横浜元町中通りでの実践：計画前は電信柱に付いた防犯灯が路面を明るく照らしていた。
安全性や安心感に対する実験や調査を行い、整備後には路面の明るさは小さくなったものの明暗の差が小さくなったことで街
路全体が見渡せるようになり、安心感が向上した。

○参考○　歩道等の安全性能に関する実験結果

性能設計を行った事例として、さいたま新都心東側交通デッキにて、安全・安心に歩行できるといった機能的な側面をどの程度満足しているかアンケ
ート調査を行った。

結果からわかるように、
問題なく歩けるか・空間のわかりやすさ・対人的な不安感について、全ての項目で70%以上の高い支持率を得ている。
すなわち実際に性能設計により計画されたさいたま新都心デッキでは人はつまずくことなく歩行できていることが確認できた。

また、対人に関する意見から、「すれ違う歩行者の顔が見える」ことよりも「30m先の人の行動がわかる」ことのほうが重要であり安心感に繋がることがわかった。

すれ違う人の顔がわかっても逃げられない。

JIS Z 9 1 1 1　道路照明基準

多い 20lx

少ない 10lx

多い 5lx

少ない 3lx

商業地域

商業地域

住宅地域

住宅地域

交通量 水平面照度地域

4lx

2lx

1lx

0.5lx

鉛直面照度

また、照明学会では
鉛直面照度を確保することで「4m先の人の顔がわかる」ことが重要だといっているが、
実際には10m先の人が襲ってきても逃げられない。

参考文献：
2003年　建築学会学術論文
　　　　　　夜間街路歩行時の光環境評価ー元町の街路照明計画にむけた考察ー
2002年　照明学会学術論文
　　　　　「街路照明における空間認知に関する基礎的検討」

参考文献：
2000年　建築学会学術論文　
　　　　　街路空間の光環境の在り方に関する研究～その2.街路空間における歩行者のストレス～
2000年12月　照明学会　
　　　　　「さいたま新都心車側交通広場歩行者デッキの光環境計画
2001年　建築学会学術論文
　　　　　段差認識の行動特性と夜間における街路歩行上の安全性に関する研究
2001年　日本大学卒業論文
　　　　　行為に即した光環境の在り方に関する研究
　 　　　　

※参考資料「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」の問題点を再考した「性能設計-照明ガイドライン」であり、参考
資料の注釈(1(2(3・・と対応しています。



○参考○　空間認知の光

　 路面にムラがある(均斉度が低い)と障害物を視認しづらくなる。
このため均斉度(当該歩道路面上の水平面照度の最小値を平均値で除した値)は、0.2以上を確保するものと照明学会技術基準によりいわれている。
また、路面の明るさが均一でないと先も見通せず視線誘導に利用することもあることから、照明器具は等間隔で連続的に配置するものといわれている。

しかし、現実的な歩行者の歩行スピードを考えると均斉度が0.2以上とれていなくとも障害物を認識し避けることが可能であり、道の形状が認識できる性能を満
足すること、人を導く性能を満足することで人は戸惑うことなく歩行できる性能が満足できることが実験によりわかっています。

富山県八尾町での実践：実験によるアンケート調査の結果、約30m先に光源があることで問題なく確実に歩行できることが確認できています。
また、現状に比べ光束量が約1/130の省エネになりました。

道の形状が認識できれば確実に歩行するこ
とが可能です。

約1/130の省エネ富山県八尾での実験

現状

人は先の空間がどのような形状なのかが認識なければ、歩き始めることができません。
まずは最低限、道がまっすぐなのか、カーブしているのか、どのくらいの長さでどのくらい
の幅なのか、それらの空間の情報を得る必要があります。

また、実験から人が行き先を認識するために最低30m以内に光があることで問題なく歩行で
きることがわかっています。
それらの光は人を導く光となり確実な歩行の助けとなります。

■空間の形状を認識し人を誘導する光・・・人を導き確実に歩行できるという性能

実験により、最大30m先に照明があることで空間認知度は低くは
なるが、上記と同等に空間の連続を認識でき、人を導き確実に歩
行できる性能は満足できていることが確認できた。

■ボイド(死角)の認識・・・人が隠れていそうな場所を認識できるという性能
街には駐車場や庭、路地など道路から奥まった場所(ボイド)が多々存在します。
ただし一般的な照明ではそのような場所を全く考慮しないため、暗がりとなり不安を感
じる要素となってしまっています。
それらのボイド部分も街路空間としてとらえ、普段暗がりとなり不安を感じる箇所に照
明を配置する・または光が回るように計画することで、不安を感じていた暗がりがしっ
かりと認識でき、人が隠れていそうな場所を認識できる性能が満足されることで安心感
の向上に繋がります。
人は自分がいる場所が明るいより、周りの空間の状況がわかることのほうがより安心す
ることができます。
そのような人が隠れていそうな場所を認識するという性能を考慮した光の計画も性能設
計の重要な要素です。 整備前 整備後 光束量=約1/5

岐阜県白川村平瀬地区での実践：道路のみを照明していた整備前と比べて、実験時・整備後には道路から奥まったボイド(死角)が認識でき人が隠れていそうな場所が認識でき
る性能が満足された。　整備前と比較して照明の数は増えたが光束量が約1/5の省エネになりました。

道路の移動等円滑化整備ガイドラインでは

均斉度0.2以上、照明を等間隔で連続的に設置するものとする。
と定めている

間違ってはいないが・・・

性能設計ガイドラインでは

参考文献：
東京都市大学卒業論文
光によるまちづくりの為のガイドライン策定に関する研究
～富山市八尾町を対象として～

参考文献：2000年　建築学会学術論文
　　　　　街路空間の光環境に関する研究-その3.認知によるボイドの特性
　　　　　2003年　建築学会学術論文
　　　　　周辺部の空間を考慮した夜間街路の光環境に関する研究-岩手県大野村まちづくり整備-
　　　　　2003年　人間生活環境系シンポジウム
　　　　　夜間街路における新たな光環境の事例-岩手県大野村まちづくり整備
　 　　　　

参考文献：
東京都市大学卒業論文
都市空間における光環境整備の実践～白川村平瀬地区を対象として～

※参考資料「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」の問題点を再考した「性能設計-照明ガイドライン」であり、参考
資料の注釈(1(2(3・・と対応しています。



■■乗降場所の光・・・つまずかず乗降できる性能

(2)その他施設の照明

車やバスにつまずかず乗降するためには、
その乗り込む・降りるための段差を正確に
認識できるという性能を満足する必要があ
ります。
それは車やバス側にもついている照明を補
助するための照明になります。

乗合自動車停留所及び自動車駐車場等の施設に設置する照明は、設置場所にかかわらずつまずかず乗り込む・降りる性能、正確に車を駐車する
性能を満足し、駐車場については車により死角になるような場所で死角の状況を認識する性能を満足した計画を行います。

　 乗合自動車停留所において、歩行者等に停留所の構造が認識でき、つまずかずにバスやタクシーなどへの乗降ができる性能を満足する照明を計画する必要がある。
また、これらの施設に照明を行うことで、停留所で乗車待ちをしている利用者の存在に気付きにくい場合についても視認性を高める効果も期待できる。

■駐車するための光・・・正確に車を駐車する性能

日中でも夜間でも車を駐めるとき、隣の車庫との境界(白線)や車止めの位置に注
意して運転しているはずです。
すなわち車を正確に駐車するためには、駐車場照明によってそれらをしっかり
と認識できる性能を満足する必要があると考えます。

■車の影(死角)を認識する光・・・死角の状況を認識する性能

駐車場において、車の影になる場所に人が隠れているかもしれないと不安に感じる
ことがあると思います。
駐車場の照明として、ただ全体を照明するのではなくそのような死角がしっかりと
認識できる性能をもった光があることが重要だと考えます。

歩行者を直接照明し事前認知を促します。

石川県和倉温泉地区：駐車された車の影に人が潜んでいないか認知で
きます。

○参考○　その他施設の性能に合わせた光について

徳島県徳島市：駐車場全体を照明しなくともその場所の性能を満たし
ていれば問題なく機能します。

徳島県徳島市：駐車エリア、車止めがしっかりと認識できれば正確に
駐車できます。

ドライバーに対して車道側への飛び出しを事前認知できる性能を持つ光も重要です。

つまずかずに乗降をするための性能を満足します。

・・・歩行者を事前認知できる性能

歩行者の背景が照明されていることで、歩行者をシルエットとして認知することができます。

※参考資料「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」の問題点を再考した「性能設計-照明ガイドライン」であり、参考
資料の注釈(1(2(3・・と対応しています。



(3-1)光源の選定
光源は、次の事項に留意して選定しなければならない。
1、効率が高く寿命が長いこと
2、周囲温度の変動に対して安定していること
3、演色性が適切であること
　 光源については、経済性の観点から効率、寿命等を考慮して選定するものとした。
また、光源の種類によっては周囲温度により効果が低下したり、低温時に始動しにくくなるため、周囲温度の変動に対して特性が安定していることが重要である。
さらに演色性の悪い光源で照らされると視覚障害者誘導用ブロック等が本来の色に見えないこともある。
また、近年では長寿命・低電力なLEDを使用することでメンテナンス費・電力費などのランニングコストを削減することができる。
このためこれらを考慮して適切な光源を選定するものとした。

○参考○　性能設計から考える省エネについて

(3-2)灯具の選定
灯具は、次の事項に留意して選定しなければならない。
1、適切な配光を有するものであること
2、眩しさが十分制御されていること
3、汎用品で破壊された場合に安価で取り替えが可能なこと
4、景観を阻害しないような高さ・デザインで計画されていること
　 照明から沿道住居内に差し込んだ光が生活環境を阻害しないように、また農作物や動植物の生態系に影響を与えないように照明器具の配光に留意するものとした。
　照明器具の輝度が高いと歩行者は眩しさを感じると同時に、周りを更に暗く感じてしまうといった視機能の低下を招くため、照明器具から眩しさが生じると考えられる方向への
光度あるいは輝度を制御するものとした。

整備前 整備後
光束量=約1/5
電力量=約1/1.5

■岐阜県白川村平瀬地区での事例
平瀬地区では、照度基準に従った一般的な計画ではなく、性能設計の観点から、調査、
実験を行い実際に街の街路灯が整備されています。

右図を見てわかるように、一般的な計画と比べて光束量が約1/5、電力量が約1/1.5とな
りました。

従来の計画では道路を均一にといった照度基準の中の少ないカテゴリーに従って計画されていますが、実際の街や街路にはその場所その場所によって同じものはありません。
それをつまずかず歩行できる、正確に運転できるといった性能設計という観点からその街に合わせて丁寧に計画することで、光の無駄を省くことができ結果として省エネに繋がっていきます。

光束量=約1/130　電力量約1/20の省エネ富山県八尾での実験現状

■富山県八尾町での事例
八尾街では、川を渡る歩道橋において現状の照明を消灯し、歩ける・導くといっ
た性能に合わせて照明を設置し実験を行いました。
結果として、光束量は約1/130となり、電力量は約1/20の省エネになりました。

また、空の星や川の水を感じる、正面にある街並みが見えるなど、その土地特有
の景観を感じるといった住民の声も聞かれました。

参考文献：
東京都市大学卒業論文
光によるまちづくりの為のガイドライン策定に関する研究
～富山市八尾町を対象として～

参考文献：
東京都市大学卒業論文
都市空間における光環境整備の実践～白川村平瀬地区を対象として～

※参考資料「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」の問題点を再考した「性能設計-照明ガイドライン」であり、参考
資料の注釈(1(2(3・・と対応しています。



■■車両が走行するための光・・・道の形状を正確に認識できる性能

(4)車道等の照明

車両が走行するためには車道の形状がしっかり認識できる性能を満足することが重要です。
道路照明がなくとも、反射版付き道路鋲があればヘッドライトの光のみで正確に走行できます。
これらは地方の高速道路でも行われています。

通常の道路照明では、歩道部が暗く危険予知が遅れてしまう。そこで歩道部を優先的に照らすことで、
歩行者の行動をいち早く察知できるような光環境を提案します。

図中における数値は、歩行者が動き出してからドライバーがブレーキを踏むまで
の時間を15人の平均値として算出したものです。その結果、提案時は昼間とほぼ
同等となりました。これは提案時は最小限の光にすることで、不要な情報が最小
限に抑えられており、昼間と同等の視環境を確保していると言えます。

交差点の歩道部が明るい交差点・車の出入口において、ドライバーに対して歩行者・自転車を事前に認知できるような光環境をつくり
ます。
車道側よりも歩道側が十分に照明されていることで事前に歩行者・自転車を認知することが可能になります。
交差点・車の出入口部分における事故の大半を占める「巻き込み」事故の減少に繋がります。

参考文献：
2003年　建築学会学術論文
　　　　　危険予測からみた交差点の光環境と夜間景観に関する研究
2002年照明学会学術論文
　　　　　「街路照明における空間認知に関する基礎的検討」
2001年　日本大学卒業論文
　　　　　行為に即した光環境の在り方に関する研究
2003年　建築学会学術論文
　　　　　周辺部の空間を考慮した夜間街路の光環境に関する研究-岩手県大野村まちづくり整備-
2003年　人間生活環境系シンポジウム
　　　　　夜間街路における新たな光環境の事例-岩手県大野村まちづくり整備
　 　　　　

素材a 素材b

素材c

素材d

飛び出し事前認知

歩道上を照明

■危険予知のための光・・・歩道上の歩行者を事前に認知できる性能

車両を正確に運転するという性能を満足するためには、
まず第一に道路の形状を理解するための縁石・路側帯を正確に認知できることが重要です。
次に中央線が認識できることが重要であるが路面と素材・色が全く異なるためヘッドライトで認識することができます。

直線道路において、対歩行者との事故の大きな要因として「飛び出し」事故があります。
歩道が照明されていることで歩道上の歩行者の認知が容易になり、事前に舗道上の歩行者の行動を認知でき
る性能を満足することが事故の減少に繋がります。

歩道上の歩行者の行動を事前に認知することで、直線道路での事故が減少します。 岩手県大野村でドライバーに行った実験アンケートにより、「歩行者を認識できる」
といった結果が得られ、歩道上の歩行者を事前に認知できるといった性能が満足され
ていることが確認されました。

■直線道路

■交差点・車の出入口

　今までの夜間道路照明は、道路上の照度や輝度を上げ、均一に空間を明るくする計画が主流でした。
私たちは、ドライバーがいかに歩行者の行動をいち早く察知できるかということを主眼において、交通事故
発生の予測を促す、危険予知という考え方を主流とします。
人と車が的確に歩行・走行できる性能を満足し、車が危険予知をしやすい空間にすることが大切です。

照明施設は、夜間における歩行者等の安全・安心を考慮して、円滑な移動を図るために適切な計画を行います。
また、道路に沿った照明で道路が目立つのではなく、街・歩道・車道を一体に考えた景観を考慮した器具・配置計画とします。

2-中央線

1-路側帯・縁石

道路境界では縁石に再起反射板を計画しており、車のヘッドライトで
正確に道の形状を認識する性能を満足します。
また、白線・車道・歩道・車両進入路それぞれ素材が異なるためヘッ
ドライトでも容易に境界を認識できます。

※参考資料「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」の問題点を再考した「性能設計-照明ガイドライン」であり、参考
資料の注釈(1(2(3・・と対応しています。



■■空間全体の特性からつくる光景観・・・自然

(5)光景観

■街並みが目立つ光景観・・・空間

■人の生活が目立つ光景観・・・生活

道路照明・歩道照明により、空間が分断され道が目立ってしまっている。 性能設計により計画された照明は、街と街路を一体とした光景観を作っている。

道路照明・歩道照明により、店舗の光より道が目立ち賑わいが感じられなくなっている。 性能設計により計画された街路は、道路よりも街・人の賑わいを可視化しています。

光景観を考える上でまず計画地全体の構成を読み解く必要があります。
ここでは計画地の地形的特徴や自然の有無など自然的な景観要素に着目し、その形態
的な特徴から光環境を考えます。

空間全体の特徴から考えなければ、個々を別々に考えた一体感のない街となってしま
います。

・地形--フラットに計画され、境界を分断するもののない空間構成となっている。

・緑--ロータリーの中心に森が計画され、どこにいても緑を感じることができる。

・建物--低層の建物が歩道からセットバックせずにまとまった景観を構成している。
・歩車道--縁石のみで分断され、街と道路が一体の空間構成となっている。
・空地--駐車場が存在するが歩道境界がフェンス等で作られ見通しのよい空間となっている。

・ひと--駅前ということもあり常に人が存在し賑わいをつくり出している。

・もの--歩道に隣接した1F部分は主に店舗が入り、人の生活を感じることができる。

・こと--駅前ということもあり1年を通して、大きな変化のない活動が行われている。

空間分析

空間分析

空間分析

景観は、地形や自然、建物、道路などさまざまな周辺景観要素によって構成され、人々の生活や文化などが反映されています。
私達はそれらを自然・空間・生活といった3つの軸とし一つ一つ読み解くことで、その街特有の光景観をつくることを目的とします。

次に、街路・建物・空地など都市的な景観要素の特徴に着目し、それぞれを別々では
なく一体とする街の光景観を考えます。

基準に従って計画された一般的な照明は街・歩道・車道を分断し、路面照度をとると
いう考え方から道が目立ってしまっています。
しかし、その街で特徴的なのは道ではなく街並みがつくる空間であり、それらが目立
つ光をつくることが街の特徴を読み解いた光景観だと考えます。

次に、その場所で暮らす人々の生活に着目し、周辺環境の「ありさま」の特徴や、空
間的な「なりたち」を理解し、生活や人のアクティビティが可視化されるような光景
観を考えることが重要です。

基準に従って計画された一般的な照明では路面照度をとるという考え方から道が目立
ってしまっています。
しかし、道が目立つのではなく店舗等の光が目立ち人の生活を感じることのほうが、
街の魅力が増幅します。

道が目立つ 街が目立つ

道が目立つ 人の生活が目立つ

高

明
る
さ
の
度
合
い

高

明
る
さ
の
度
合
い

横浜元町での実験
街並みが目立ちここにしかない光景観をつくっています。

川越での実験
人の生活を感じる窓灯りが夜の光景観をつくっています。

緑
計画空間

※参考資料「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」の問題点を再考した「性能設計-照明ガイドライン」であり、参考
資料の注釈(1(2(3・・と対応しています。
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道路の移動等円滑化ガイドライン

このガイドラインは、道路事業に携わる担当者が多様なニーズを実現する上で、ユニバーサル
デザインを目指した道路空間を形成するため、必要とされる道路の構造を理解し、計画の策定
や事業の実施、評価などを行う際に活用することを目的として策定することとしたものであり
、現在のインフラの整備を行う際に参考にされることの多いガイドラインである。

しかしこのガイドラインでは抜け落ちている部分があり、再考しなければならない項目が多く
存在するため、それらの部分を今回新たに考察し策定したものを「北本照明ガイドライン」と
してP11～P18に提唱しています。
以降の頁の番号や下線はその「米沢照明ガイドライン」にて提唱している項目で置き換えられ
るべき箇所となります。
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　参考資料  ／  １. 景観照明の機能性能

図1.1-4：データベースの一例

図1.1-5：対象認識エリア図の一例

図1.1-1：東京都が管理している橋梁

図1.1-2：調査対象橋梁地図

図1.1-3：撮影の視点の一例
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図1.1-6：認知範囲の長さ

ａ．勝鬨橋 ｂ．中央大橋

図1.1-7：構成要素のモデル化

図1.1-9：アンケートの例

a. 軸線方向／昼 b. 側面方向 /昼

c. 軸線方向／夜 d. 側面方向／夜
評価段階　ちがう　１-２-３-４-５　同じ

図1.1-10：アンケートによる比較

図1.1-8：構成別要素　平均輝度
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図1.2-1　実験ルート

図1.2-2　昼間と夜間における間違えた割合の比較

図1.2-3　夜間に見えなくなる目印

表1.2-1　対象地概要

図1.2-4　Photoshop による加工画像
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図1.2-6_a 関内における認知の状況

図1.2-5　p04 における目印の比較

図1.2-6_b 港北における認知の状況

図1.2-7　p04,17,19 おける認知の状況



　参考資料  ／  １. 景観照明の機能性能

表1.2-2　対象地概要

図1.2-8　調査対象地

図1.2-9　掛川における認知の状況　

図1.2-10　p17,15,16 における目印の比較　

図1.2-12  場所と距離の認知率

図1.2-13 　輝度面の高さから見た目印の
特性

図1.2-11　目印の認知率と距離の関連性



　参考資料  ／  １. 景観照明の機能性能

図1.3-1　靖国通りの認知の手がかり

図1.3-2　歴史的建造物周辺地図

図1.3-3　建物の部位の選択箇所



　参考資料  ／  １. 景観照明の機能性能

図1.3-5　横浜市開港記念会館における分布図  　　　　 図 1.3-9　横浜市開港記念会館の認知の度合い

図1.3-4　日本郵政ビルにおける分布図      　 　　　　　図1.3-8　日本郵政ビルの認知の度合い

図1.3-6　横浜歴史博物館における分布図      　　　　　　　図1.3-10　横浜歴史博物館の認知の度合い　

図1.3-7　神奈川県庁における分布図      　　　　　　　図1.3-11　神奈川県庁の認知の度合い
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図1.3-12　ランドマークにおける機能的なライトアップ

̶日本郵船横浜支店̶
鉄筋コンクリート造３階建て。建築面積約
２４４０平方メートル。設計は和田順顕建築事
務所施工は大林組。昭和１１年竣工。戦後接収
され昭和２９年解除。外観、内装ともほとんど
当時のまま１６本のコロネードといわれる円柱
が特徴でその長さ 50 数メートルコロネードは
ドームと並ぶ古典様式の華とされている。

̶神奈川県立博物館̶
石造三階建て、地下一階。建築面積約２１５０
平方メートル。設計は妻木頼黄と遠藤於莵。施
工は直営。後期五年で明治３７年竣工。昭和
４２年、震災以来なくなっていたドームを復元

̶横浜市開港記念館̶
構造は主として煉瓦造で地上二階、地下一階。
建築面積約１５２０平方メートル。コンペ一等
当選案福田重義案をもとに山田七五朗率いる横
浜市営繕組織が実施案を担当。施工清水組。工
期２年九ヶ月で大正六年竣工震災で被災後、昭
和２二年復旧、このとき陸屋根となる。戦後接
収され昭和３３年解除。翌年再公開。以後大小
四度の修復を受け、平成元年にドームを復元、
同年国の重要文化財に指定。
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図1.4-3  注視傾向の把握図1.4-2 研究の流れ

Present State

Previous Study

Proposal

図1.4-4 西永福の注視傾向 図1.4-5 高円寺の注視傾向

全長：84m

場所：杉並区高円寺北 3丁目

時間：21:00 ～ 22:00

サンプル数；60 人（男 32：女 28）

全長：99m

場所：杉並区永福 3丁目

時間：21:00 ～ 22:00

サンプル数；52 人（男 27: 女 25）

図1.4-1 研究の概念
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表1.4-3 アンケート項目

図1.4-13 絵看板付属照明

図1.4-14 絵看板付属照明

図1.4-11 ワークショップ

図1.4-12 防犯灯消灯時

表1.4-1．歩行時に何を気にしていますか？(単位は人数 )

図 1.4-6 建物の２Ｆ以上への注視 図1.4-7 足元に対する不安感

図1.4-8 手前に配置した照明 図1.4-9 奥に配置した照明

表1.4-2 アンケート項目

表中の * は街路に対して正対して評価し、
他は店舗に正対して評価した。 図1.4-10   実験結果
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-2 -1 0  1    2

表 6.5-4 アンケート項目

表 6.5-5 アンケート項目

図1.4-17 提案

Pattern13Pattern12

図1.4-16 街路の空間特性

Pattern7Base

Pattern9 Pattern10

Pattern11Pattern8

図1.4-15 実験結果

A

B

C

D

E

1 2  3    4     5 1 2  3    4     5
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図1.5-9  提案時の街の風景

図1.5-11  ボイドの照明実験

図1.5-10  空間の見通しを高める光環境

図1.5-12  開口部からの光を活かした光環境の提案

図1.5-1  平瀬の街並み

図1.5-2  建物間の隙間

図1.5-3  家の前の花壇

図1.5-5 現状夜間街路

図1.5-6  昼夜の街路からの見通し

図1.5-4  平瀬の街の断面と見通し

図1.5-7  山手西洋館地図

図1.5-8  山手西洋館現状写真（昼間）
山手１１１番館 山手２３４番館 エリスマン邸 ベーリック・ホール
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図1.5-13  現状夜間と提案時の街路からの見通しおよび提案時の光源設置位置

図1.5-14  現状と提案時の空間把握の度合い及び
人の存在感を感じる度合い
左：ボイドの照明実験
右：開口部からの光を活かした光環境実験

現状 提案時
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図1.5-16  ファサード要素抽出写真図1.5-15  実施計画
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図1.5-17  ファサード要素から建物の位置が分かる度合い

図1.5-18  光源の設置位置

山手１１１番館 山手２３４番館 エリスマン邸 ベーリック・ホール

図1.5-19  ライトアップとイルミネーションの各館写真
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表1.5-1  各館の照明器具の設置数と消費電力

図1.5-21  ライトアップとイルミネーションの各館の印象評価

図1.5-20   夜間照明時に印象に残っている建物部位

　　ライトアップ　　　イルミネーション
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参考資料  ／ 2. 街路空間の性能に基づく照明計画の事例

図 2-1　大野村での関わり方

歩行性能
人が歩行する行為として最低限必要とされる照明

ボイド照明
空間認知として街路の凹部を認識させる照明

窓あかり
建物から漏れる光によって人気をつくる照明

図 2-2　性能規定化に伴う概念の記号

交差点照明
交差点の危険予知から導き出された照明

ライトアップ
場所の認知を助けるライトアップによるサイン照明

オペレーション
時間帯による防犯性の変化に対応した照明

下田港の水際に建てられる道の駅の 1F 周りの照明を提案する際
に、交差点の認知と水を感じる光をつくることで下田らしさを
創造することを道の駅の前道路を含めた下田市全体の光環境の
提案を行った

広島の原爆ドーム付近の歩道整備のコンペであったが、提示さ
れた予算内で広島市全体の計画を提案した。注目したのは水際
の遊歩道の夜間の利用率を高めるための提案を行った。

江ノ島の本来持ち得ている海と街並みを視覚することを目的と
している。ランドマーク性を持ちながら防犯性に寄与したボイ
ド照明とまどあかり、そして段差が多い街路に対応した歩行の
為の照明を提案した。

いわき駅前広場のデッキを含めた計画である。デッキ部は人が
最低限歩行する為の照明が設置され、デッキ下の道路部では交
差点の安全性を高めた照明と車の走行上必要とされるサイン的
な照明を提案した。
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図 2.2-1　越中八尾

図 2.2-2　八尾町の観光資源
左 : おわらのぼんぼり 　  中 : 曳山の提灯 　  右 : おわら風の盆

図 2.2-3　井田川から見た石垣上の住宅群 図 2.2-4　駅前大通りの夜間現状 図 2.2-5　禅寺橋から見た石垣上の住宅群
左上 : 現状昼間の風景 / 左下 : 現状夜間の風景 / 右 : 実験時の風景
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図 2.2-6　井田川沿いに設置したランタン 図 2.2-7　やつお夢あかり2005 のあんどん

図 2.2-9　石垣上の住宅ライトアップ

図 2.2-11　住宅開口部からの光のデザイン

図 2-8　修景等補助の対象地区

図 2.2-10　実験時、川の対岸から見た風景
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図 2.3-1　大野村

図 2.3-2　街灯整備計画の流れ
既存の光環境に対して、光実験を行い住民に確認してもらい、実施設計、施工となった。

図 2.3-3　コンセプト

図 2.3-4　街路照明の考え方

図 2.3-5　光の手法

図 2.3-6　シンボルの光
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図 2.3-7　一期工事分の既存の街路灯と計画案

図 2.3-8　一期工事分の既存の竣工写真
図 2.3-9　光環境の段階的整備
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図 2.3-11　現状の街路灯配置図

図 2.3-10　使用照明器具

図 2.3-12　二期工事範囲照明器具配置図 図 2.3-13　使用照明器具
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図 2.3-14　光のイメージ

図 2.3-15　ガイドラインの提案

図 2.3-16　近隣街路の街路灯の調査

表 2.3-1　ランニングコストの比較表
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街路灯設置の考え方 -1

街路灯設置パターン

道路のエッジ部分を認識でき
るように設置することで、交
差点認知を助け、ドライバー
のストレスを軽減させます。

車道から死角となる部分に照明
を設置するため、不安感を軽減
させ、防犯性の高い街路となり
ます。
また、建物の形状が浮き上がる
ことでこの街特有の街並みが可
視化されます。

街路灯設置の考え方 -2
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CDM-R 35W

  

照明計画イメージ
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交差点の照明計画の考え方 / 横断図

器具番号：S1 ( 歩行者に絡めた照明 )
交差点歩行部分を照らす。
ドライバーが、いち早く歩行者の動きを察知
できる。

器具番号：Pw2
交差点周りの歩道を照らす。
ドライバーが、交差点部分に入ってくる自転
車の動きを素早く察知できる。

危険予知が出来、事故防止につながる交差
点照明環境である。

タイプ B-1
器具番号　Pw2
曲がり角を低いポール灯
によって照らす。
大通りから住宅地の小道
に入る自動車にコーナー
部を認知させ、ドライバー
を誘導する。

タイプ C-1
器具番号　Tw1
庭園灯を配置し、各敷地に入るドライバー
に入り口を認知させ、誘導する役割をもつ。
また大通りを走行するドライバーの視界・
視線を広げる。

器具番号　K1/Tw1
低位置歩道照明のみでは間隔が広く
あいてしまい連続性のある光がつく
れない。
そこで、ベンチにも照明を仕組み、
それらの光が歩道を歩く人を誘導す
るサイン的な役割を持ち、人々の空
間認知を助ける為の光となる。

低位置歩道照明はドライバーの視線を横長に広げる
役割も果たす。
これによってドライバーは歩行者の行動を認識しや
すくなり、飛び出し事故などを防ぐことにつながる。
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CDM-R 35W
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F邸
設計：手塚貴晴+手塚由比 /手塚建築研究所　所在地：岡山　写真：木田勝久
山の中腹に約40m× 8mの大屋根の住宅が建てられた。両側のサッシは開放されランドスケープと一体化する。
照明は裸電球をミニマムに配置した。

越後松之山「森の学校」キョロロ
設計：手塚貴晴+手塚由比 /手塚建築研究所　所在地：新潟
展示空間は一般的な美術館照明のセオリーを満足し、建築空間の演出的光として拡散型ペンダントを連続的に
配置した。結果、この拡散する光が美術品を鑑賞する上で今までにない有効な照明であった事が判明した。

青葉亭
設計：阿部仁史 /阿部仁史アトリエ　所在地：宮城
室内全体を穴のパターンによって森をイメージした鉄板が取り囲むようにデザインされている。木漏れ
日ライトと名付けた鉄板の裏には単純な電球が取り付けられている。

フェリシモ生活提案店
設計：迫慶一郎 /SAKO 建築設計工社　所在地：中国北京
約 400 ㎡に天井よりぶら下がっている約 150 本の白色ネオンによって約 500 ルクスの照度を確保してい
る。中国の事情からネオンの単価が安い事によって実現できた。

介護老人保健施設　マイウェイ四谷
設計：佐々木龍朗 /佐々木設計事務所　所在地：東京
都市型の新しいタイプの老健でありロの字型に配置された 100 床室を有する。下階まで複雑に入り込んだ吹き
抜けとディルームを結ぶ光と老人にとってのサイン的な照明を目指した。

東京ハウス / 岡崎邸
設計：阿部仁史 /阿部仁史アトリエ　所在地：東京
都心に建つ 9坪の狭い敷地に対する解答として斜めに切りかかれたトップライトから光が射し込み、ペントハ
ウス部と2F床のアルミ板の反射によって建物全体に光を落とす。照明器具はシンプルなディテールを採用した。
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大阪ヒルトンプラザウェスト
設計：竹中工務店　所在地：大阪
大阪駅前に建設される新たなランドマークに対して、夜間、施設内部の人のアクティビテーが素直に染み出て、
共有廊下部も店舗が目立つような計画を行った。ファサードは人がいなくなった事務室のマリオンがライトアッ
プされる。

コムサイズム
設計：玉置順 /玉置アトリエ　所在地：栃木
売場面積約 1500 ㎡にトラック状の領域を特別に塗装されたガラス壁が覆っている。トラックの外周には蛍光灯
の配列によって空間を表現し、試着室内は白熱光と蛍光灯光の二つのモードを用意した。

富山県八尾町and 五箇山相倉集落　「夢あかり」プロジェクト
所在地：冨山
現在のインフラの照明計画は路面照度の基準に従っている例が多い中、八尾町では新たな光環境を構築する計
画が進めれれている。八尾町での人が歩道を歩くという性能を得るための光環境や人気を作ることによって街
路の防犯性を高める試み、歩行者が散策できる光環境の整備等、様々な角度から光の実験を行っている。また
世界遺産の合掌造りの相倉集落でも同じような試みが進行中である。
共同研究者 /武蔵工業大学建築学科小林研究室

※社団法人照明学会　第 90 巻第 3号2006 年 3月　照明デザイナーズ特集より引用
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