
河川の景観デザインにおいて

5 分〜30 分で手軽にスケッチを描く方法

スケッチはコミュニケーションのツールとして使いやすい

　景観デザインの現場におけるスタディーの際に、形やコンセプトについてコミュニケーショ

ンしつつ短時間に試行錯誤を繰り返すには、スケッチは重要な手段である。建築家はほぼ全員

がスケッチを描くことができるが、河川工学分野でスケッチを描ける技術者は、極端に少なく、

河川景観に関わる技術者に絞ってもスケッチの技術は広く浸透しているとは言い難い。河川景

観に関する経験を積んだ技術者であれば、平面図と断面図から 3次元空間を思い浮かべて、そ

の景観の良否を判断することが可能であるが、それができる技術者は極端に少なく、非常に限

られた場でしかコミュニケーションが成立しない。さらに、大学の設計演習に至っては、素人

の集団によるスタディとなるので図面から景観を思い浮かべるのは不可能である。そのため、

スケッチの技術を身につける事は重要である。 

河川スケッチが難しい理由

　建築＝人工物は平行線や垂直線といった直線で描くのが基本である。特徴としては、エッジ

（輪郭）がきりっとしていて明確であり、透視図法が用いられる。一方、河川＝自然物は平行線

や垂直線といったものが全くといっていいほど存在しない。エッジ（輪郭）はぼんやりとして

いて不明確である。そのため直線要素の無い自然物は透視図法が適用しにくく、スケッチを描

くのが困難である。

河川スケッチの技術を学ぶのは難しい

　河川のスケッチの技術を学ぶ方法については、驚くほど蓄積が少ない。美術分野の蓄積はあ

るが、技術者にはハードルが高すぎたり、表現の焦点が合わなかったりしがちである。スケッ

チの技術は確かにどこかに存在するはずであるが、多くの技術者が手軽に手の届く場所には存

在していない。

　そこで本研究では、河川の景観デザインを学ぶ学生たちが

5分〜30 分で手軽にスケッチを描く技術を身につけるための教

材を作る事を目的とし、ある程度の成果を得た。それに基づいて大学でのデザイン演習を行い、

その結果によってさらに改善した。
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●描くための道具の検討

●道具の準備

●意義

●目的

●輪郭の強弱
-点線で輪郭をぼかす -

●斜面の表現
-塗り方に角度をつける-

●遠近感
-陰影の表現 -

●評価

●水面の表現
-水平線を引く -

【　水面と斜面を描く　】

傾斜をつける

木の下

木の下

草の端

草の端

水際

水際

教材ではこちらを使う

太描き 筆描き

　3B〜6B のやわらかい鉛筆を使う事で、線

の強弱がつけやすい。また一番使い慣れた道

具でもあり、手軽である。

　問題は、水際の境界がわかりづらく、鉛

筆の濃さで水面の表情を出すのは難しい。

また何本も線を引いてしまいがちである。

　着色することでモノクロだった鉛筆スケッチ

より水面の位置がわかりやすい。

　問題はひとつひとつの線が弱く、表情を出

すのに塗り重ねるため、時間がかかる。

　筆圧によって鉛筆よりも線の太さを容易

に変える事ができる。また弔いペンの薄い

筆ペンを用いる事で濃淡をつけやすい。

　問題は、鉛筆に比べて線が強く輪郭が強

調されるので、コンクリートと草の境界に

注意が必要である。

　輪郭、境界線がわかりにくい河川景観において、線の強弱がつけやすい道具であることが重

要である。鉛筆、筆ペンがそれに相当すると考える。よってそれぞれの道具の特質を活かし、

鉛筆と筆タイプのコピックスケッチを主な道具として描く事にた。

　筆タイプのコピックで着色することで、

水面や草木の表現がカラーになる事で直接

伝わりやすい。

　問題は、広範囲に塗ろうとするとムラが

できてしまう。日常的にあまり使われない

道具のため熟練を要する。

- 鉛筆 -
所要時間：10 分

- 筆ペン・製図ペン -

所要時間：10 分

- 色鉛筆 -

所要時間：25 分

- コピック -

所要時間：20 分 

講義前の状況 講義後の状況
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評価項目

水面の表現 △
線のストロークが盛り上がってお
り、不自然な水面に見える。

◎
対岸のみに水平方向に塗ること
で、平らな水面の表現になった。

 斜面の表現 ×
道路側から水面側に向かって右上
がり線のストロークになってお
り、上り坂に見える。

○

右下がりに塗る事で道路側から水
面側に向かっての下り坂をうまく
表現できている。省略した部分の
空白が少し目立つ。

輪郭の強弱 △
砂利に輪郭の線が引かれているた
め、コンクリートで固められたよ
うに見える。

◎
線を引かず、点のみで描くことで
砂利の質感がよく伝わってくる。

遠近感 ○
重なり合った木は色を変えるなど
工夫がなされている。

△
遠くの木は省略することで遠近感
を出すのだが、省略の度合いが強
すぎる。

構図の正確さ △
消失点が中央より上に位置してい
るため上から見下げた構図になっ
ている。

◎
消失点が前と比べ下がることで、
構図の狂いが解消された。

講義前の評価 講義後の評価

講義前の状況 講義後の状況
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評価項目

水面の表現 △
モノクロで描かれており、川の部
分がわかりづらい。

◎
コピックで水色を付けることで、
色によって川を認識できる。

 斜面の表現 ×

ストロークがZを引き延ばした形
になっているが、道路側から水面
側に向かって右斜め上方向に引か
れているため、上り坂に見える。

◎

道路側から水面側に向かって右下
がりに塗っており、下り坂をうま
く表現できている。また省略した
部分もうまくぼかされている。

輪郭の強弱 ○
草や木の輪郭が直線的なため、堅
く見える。

◎
輪郭の線に柔らかい線で描かれて
おり、自然に見える。

遠近感 ○
樹木の大きさによって遠近感がで
ており、濃さによって遠近感を出
している。

◎

遠くの木は陰に色を塗っており、
手前にある木は、陰のさらに暗い
部分に濃い色で重ね塗る事で2段
階の陰を表現して遠近感を出して
いる。

構図の正確さ ◎ よく描けている。 ◎ よく描けている。

講義前の評価 講義後の評価

【使用する道具】

　鉛筆(6B)

自然風景では線はつながずに

途切れる様に描くことがコツで

ある。

近いところほど線は太く、

輪郭を強調する。

遠いところほど線は細く、途

切れ、曖昧な表現で構わない。
輪郭を強調→

↓輪郭を曖昧に

階段は鉛筆を寝かせ、

蹴上げの部分を直線で

描いていく

砂利は輪郭をとらず

に、点で描く

余白を活かし、陰影のみを着色す

ることで遠近感を出す。また全体

を塗らないので時間を省くことが

できる。

【陰と影とは？】

上のスケッチでは、①が「影」、②

が「陰」である。

例：木の場合

地面に落ちるカゲが「影」であり、

光に当たらない葉の茂みのカゲが

「陰」である。

【使用するコピック】

　B000(Pale Porcelain Blue)

水際から水平線を引く様に、

まっすぐ描く。

中心に向かって筆を浮かすように

し、だんだん細くなっていく様に

する。線の方向が定まっていな

いと不自然な水面に見えてしまう

ことが注意である。

【使用するコピック】

　G82(Spring Dim Green) 

傾斜がかかっているため、

塗り方に角度をつける。筆

先の置き方も斜めにすると

法面の表現ができる。この

場合、道路側から水面側に

向かって右下がりに塗る。

その他

・コピー用紙と下に敷く紙

・カッター

・ティッシュ

・コピックスケッチ (Copic sketch)

 B000(Pale Porcelain Blue)

 E40(Brick White)

 W2(Warm Gray No.2)

 G82(Spring Dim Green)

・鉛筆（3B から 6B まで）１本

3B〜6B のやわらかい鉛筆を使う。また

カッターやナイフで芯を長く削る事で

線の太さを調整することができる。

・サクラコンテパステル（青緑）

削ってこすると色をぼかすことができる。

遠くの山など遠くのものを着色する際に使

・ブラシタイプの修正液

YG23(New Leaf)

YG67(Moss)

・マスキングテープ

　景観デザイン演習で河川ス

ケッチの講義を行なう前に学

生に上の写真のスケッチを描

く実験を行なっている。一通

り教材を使って講義を終了し

た後、同様に同じ写真のスケッ

チを描く比較実験を行なった。

　ここで評価しているものは、

講義を受ける前と受けた後の

学生たちのスケッチの比較を

下の表にまとめている。河川

スケッチを描くにあたっての

制限時間は 20 分と設定してい

る。学生は、建築における透

視図法についてはある程度の

知識を得ている。また学生人

数は 8 人で、そのうち 2 人の

学生の例を挙げている。

近い所は陰影は濃く、

着色する面積も大きい

遠い所は陰影は薄く、

着色する面積も少ない

【河川パース】【建築パース】

【実際に講義を行なっている様子】

最初に河川スケッチの描き方を実演を交えな

がら、講義を進めた。また実演はビデオカメ

ラで撮影し、ホームページにて公開している。

【河川スケッチの練習】

まずは写真を見て、スケッチをしている最中

である。色鉛筆、コピック、パステルといっ

た様々な道具を手に取れる位置に置いてい

る。

高知工科大学工学部社会システム工学科

1100398 佐々木香織



原寸大 

空白の部分
空白の部分

原寸大 

原寸大 

原寸大 

 筆の向き

修正液は、

べったり塗らずにかすれを出す

主に近い所、水際に接する

玉石を描いていく　　

先に、石の下側に修正液を塗っていく

筆を叩く様に塗るとかすれが出やすい

少し隙間をあける

①

②

陰の入れ方

【使用する道具】

　マスキングテープ、

　B000(Pale Porcelain 

Blue)

マスキングテープを遠くに向

かって狭まっていくよう貼

付ける。

その後、コピックの筆先を

使って、楕円を描くように

上下方向からランダムに描

き込んでゆく。先にむかっ

てだんだん力が抜かす様に

【使用する道具】

　ブラシタイプの修正液、

　B000(Pale Porcelain Blue)

マスキングテープを剥がし、

修正液の筆を使って水平方向

にのばしていく。

コピックを水平方向にのばし

てゆく。修正液で塗った箇所

も多少塗ってしまっても構わ

ない。最後に修正液で塗った

箇所に向かって塗る。すると

水しぶきの深い部分ができる。

【使用するコピック】E40（Brick White)

鉛筆で陰を入れた場所より大きめにコピックを塗っていく。

近くの石の表面は平べったい Zの形を描いてゆく。

【使用する道具】鉛筆 (6B)

大きい石を隙間を空けて描いていく。

隙間に小さな石を埋めていく。

その際に、石と石の隙間に三角（▲）を埋めていく。

講義前の状況 講義後の状況
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講義前の状況 講義後の状況
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評価項目

水面の表現 △
平らな水面であり、水がしぶいて
いない。

○
修正液を用いてしぶきを表現して
いるが、石の下の水のストローク
がないため表現が足りない。

玉石の表現 ○
近くは大きい玉石で描かれ、遠く
にいくほど小さくなり、ぼかされ
ている。

◎
陰をつける事で立体的になり、省
略部分に着色する事で省略した玉
石を際立たせる事ができた。

草の表現 ○
下地に薄くパステルを塗り、その
上から濃いパステルで草が描かれ
ている。

◎ 筆先を用いてよく描けている。

ｺﾝｸﾘｰﾄ表現 ○
直方体で表現しており、灰色で着
色している。

○
まだ影が薄く、輪郭が際立ってい
ないため、やわらかいコンクリー
トに見える。

山の表現 ◎
パステルを用いてぼかしており、
遠くの山がよく描けている。

◎
ぼんやりとした山がうまく遠近感
を出している。

遠近感 △
全体的にぼんやりしており、近く
と遠くの差をあまり感じられな
い。

◎
コピックを使うことで全体的にメ
リハリが生まれ、遠近感が出やす
くなっている。

構図の正確さ ◎ よく描けている。 ◎ よく描けている。

講義前の評価 講義後の評価 評価項目

水面の表現 ○
しぶきの部分はコピックで点描し
ており、流れのある川に見える。

◎
水色の部分と白い部分の差が生ま
れ、水がしぶいている。

石の表現 ○
点と丸で表現され、近くは大きい
玉石で敷き詰められ、遠くにいく
ほど省略され、ぼかされている。

◎
陰をつける事で立体的になり、省
略部分に着色する事で省略した玉
石を際立たせる事ができた。

草の表現 △
筆先を用いて表現しているが、葉
先から根元に向かってひかれてい
るため、不自然である。

◎
背丈を徐々に下げ、方向を疎らに
することで自然な表現になった。

ｺﾝｸﾘｰﾄ表現 △
直方体で表現しているが、所々曲
線が見られ、不自然である。

○
輪郭を直線で描き、また影をつけ
ることで立体差が生まれ素材が伝
わる。

山の表現 ○
山は輪郭のみで表現し、何も塗ら
ないようにしている。

◎
コピックとパステルを用いて、ぼ
んやりとした山がうまく遠近感を
出している。

遠近感 △
遠くに行くほど色が濃くなってお
り、遠近感が出ていない。

◎
ぼんやりとした山がうまく遠近感
を出している。

構図の正確さ △
遠くの木など全体的に右下がりに
なっており、構図がおかしい。

◎
石の配置が右上がりになりがちだ
が、まっすぐに配置できている。

講義前の評価 講義後の評価

時間がかかる
　教材を通して、ある程度の省略法、河川景観の描き方を示した。その結果、以前と比べ学生が手軽に河川景

観を描けるようになりコミュニケーションが取りやすくなった。しかしまだディテールに書き込みが多く、1

枚のスケッチに時間がかかってしまうのが問題である。「30 分で描くスケッチ」は習得できたが、「5分で描く

スケッチ」にはまだ到達できていない。

設計演習中に描いたスケッチの例を下に示す。

5 分スケッチ

100 のアイデア

30 分スケッチ

5案に絞り込み

2時間スケッチ

2〜3案に絞り込み

【玉石・水しぶき・植栽・山・コンクリートを描く】

【　石積を描く　】

【　今後の課題　】

【　落差工を描く　】

●玉石の表現
-1ストロークで描く-

●水しぶきの表現
- 修正液を先に塗る-

●コンクリートの表現
-陰は濃く、輪郭を強調 -

●評価 2

【使用する道具】

　鉛筆 (6B)

石の陰となる部分は鉛筆を

寝かせ、紙に押し付けるよ

うに描く。(1 ストローク）

玉石のように無数に存在す

るものは全部描こうとせず、

省略する。

水面の玉石は水しぶきがかかるため

玉石の下側に線を描かない様にする

【使用するコピック】

E40(Brick White)、

W2(Warm Gray No.2)

E40 を使って、石は白い部分

を残しながら、石の周りの空

白の部分（鉛筆で石の省略し

ている部分）を塗ることで省

略した玉石の存在を際立たせ

る事ができる。またW2を使っ

て、石の下側、石と石との重

なり合った場所に陰をつける

と立体感が生まれる。

【使用する道具】

　ブラシタイプの修正液、

　B000(Pale Porcelain Blue)

　

①修正液をまず水しぶきに塗る。

②コピックを使って水平方向に

塗っていく。修正液をつけた箇所

も塗ってしまっても構わないので

素早く塗る。

③修正液で塗った箇所に向かって

塗る。すると水しぶきの深い部分

ができる。　

【使用する道具】

　鉛筆（6B）

おおまかに輪郭をとり、

①は一番濃く描く。

②のところで鉛筆を寝かせ側面

やブロックの重なる部分を主に

陰をつけていく。

少し隙間を空けて陰をつけると、

輪郭が強調できる。

　評価 1 と同様に、講

義を受ける前と受けた

後の学生たちのスケッ

チの比較を下の表にま

とめている。学生は 8

人で、そのうち 2 人の

学生の例を挙げている。

河川スケッチを描くに

あたって講義前は制限

時間を 20 分とし、講義

後の制限時間は 30 分に

している。山やコンク

リートといった描く要

素が多くなったため時

間を拡張している。

その他の技術的問題

①自然風景の遠近感の出し方があまり上達しなかったのは反省点である。

②自然物と人工物の境界部の輪郭（エッジ）の線は描かない方が良い。点線や色塗りの境とし

て表現する方が良い。例：コンクリートの通路に接する芝生など

③人目線の自然風景を創造してスケッチを描くのは難しい。風景を描くのではなく、断面図を

少しスケッチに取り入れることで簡略化を計れるかもしれない。

【断面スケッチの例】

詳しい教材は HomePage で閲覧できます  http://www.infra.kochi-tech.ac.jp/shige/DWS/


