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Z宅地め環境デザイシとその視点
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でじめに．

　この連載では、アメリカの住宅地のデザイ

ンについて、何回かに分けてトピックとエッ

センスを述べていこうと考えている。この論

で取り上げるトピックは、私が実務経験と現

地での観察・取材を通して直感的または実感

的に学んだことである。それらのコンテンツ

を個々に学術的に科学的に証明しようとは考

えていない。むしろ分けていくことよりコン

テクストとしてできるだけつなげていきたい

とは考えている。芸術畑の立場でものの道理

を総体的にとらえ、再表現（デザイン）の可

能性を探っていきたいからである。そんな訳

で、まず第1回目は、昨年「まちなみ大学」

の海外研修で訪れ、私が8年半住んだ南カリ

フォルニアのアーバインを中心にした住宅地

に関わるトピックを網羅的に述べる。2回目

以降は文献資料も参照しながらニューアーバ

ニズムについても触れたいと考えている。

晒とど継

　アメリカの住宅地のプランニングに携わっ

てもっとも感心したのは、徹底した魅力的環

境・空間の「見せ方」へのこだわりである。

日本の新しいまちづくりに少し足りないのも

そこであると私は考えている。じつは「商品」

である家や公園やまちなみ、まちそのものを

より良く見せるその手法は、当たり前すぎる

のか、または企業秘密のせいか、ことさら語

られることが少ない。計画設計事務所のノウ

ハウとして語り継がれる文字情報になりにく

い事柄ではあるが、私が興味を持っているの

はその部分である。

　「見せ方」および「魅せ方」は、「整備」
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「修景」的発想のまちづくりの結果としてのな

し崩し的「見え方」ではなく、はっきりとし

た商品の売り方、マーチャンダイジングの過

程とランドプランニング、デザインを経て具

現化される。新興住宅地に限らずアメリカの

まちづくりには不可欠のプロセスである。

　日本の技術はすばらしく精度も高く、個別

には魅力的なものや空間があっても、それを

「魅せる」に至っていないことを残念に思うこ

とがよくある。まず、せっかく魅力的な空間

をお金をかけてつくっているのにプランニン

グとしてそれをアピールして「見せて」いな

い。これは日本には少ないデザイナー型プラ

ンナーまたはクライアント側の発想の責任で

ある。

　「見せ」なければ「魅せる」ことはできな

い。これがアメリカ的ランドプランニングの

考え方である。「見せる」ためのプランニング

があってこそ、要素の良いデザインがいきて

くるのである。情報化時代のスタンダードと

言ってもいいと思う。明け透けでない裏庭や

屋内はプライバシーの高い空間として計画し

ながら、「いい所である」という情報をより効

果的に売るオープンな場面展開をまず考える

のは商品としての住宅地をプランニングする

上では重要である。売ろうとする情報が「環

境重視」や「共生」といった関係性の高いな

かなか物として見えにくいことにシフトしつ

つある状況であれば、より意識的に「見せる」

努力が必要となると思う。

　その意味でアメリカの住宅地づくりはイン

ダストリアル・デザインであると考えている。

実際、住宅は「プロダクト」と呼ばれる。オ

ープンスペースなどのアメニティとなる環境

要素は一種の「サイン」である。サインは見

えなければ意味がない。
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　図1は、アーバインの最も新しい現在建設

中の「ビレッジ」と呼ばれる開発地区のマス

タープランである。この「ビレッジ」のテー

マは「クラシック・カリフォルニア」である。

そのニュー・アーバニズム的内容は次回に述

べるが、ここで注目したいのは、この土地が

オレンジ畑だったころに植えられた防風林を

地区のシンボルとしてアメニティにまで高め

ているプランニングの手法である。

　地区の両エッジと中央の縦に走っているユ

ーカリの大木がまちの骨格として見えるよう

に道路線形と接続が考えられている。特にプ

ロムナードと呼ばれる中央の列（図1中の7の

部分）は、ゲートから中央分離帯に沿い、ル

ープ道路に直行すると緑道となって真正面に

見えてくる。たった一列の既存並木をここま

で効果的に利用して「見せる」アイデアは、

土地利用の密度を上げる努力のなかでいかに

「魅せる」かという発想で生まれてきたもので

あると推測できる。

　さらにループ道路沿いに図2に示したテー

マを持った公園群が見えてくる。公園は、そ

のまわりのテーマをもった住宅群から見える

ようになっている。

↑
　アメリカでは住宅地に限らず投資した空間、

場面、ディテール、管理、運営などをお金を

かけたらキチンと「見せる」という発想が、

至る所でプランニングとデザイン過程に現わ

れてくる。逆に少し安く仕上げて良い部分も、

プランニング上でてくる。効果的な見せ方を

すれば無駄な均一的な投資をする必要がなく

なる。フォーカルポイント（焦点）をおさえ、

それを組織して構造的に構築して見せ場をつ

くっていくのがデザイン型プランニングの役

割である。

　その過程は、土木、造園、建築、インテリ

ア、グラフィックといった工学や科学、芸術

の分野を超えてまたがっているため、横繋が

りにしながら考えていかないと、いつの間に

か「専門化」の壷に陥ってしまう。ランドプ

ランニングやランドスケープ・アーキテクチ

ュアといった分野がその横繋ぎ的役割を担っ

ている（図3）。

　そこで、重要となるのが「総合的」なプラ

ンニングとデザインの視点である。アメリカ

での私の恩師ロン・イズミタ氏は、「プロセ

ス・オリエンティッド・デザイン」という名

のプランニングおよびランドスケープ・アー

キテクチュアの事務所を設立し、そのメンバ

ーたちは、分野をつなぐ過程や協働（コラボ

レーション）を重視したプランニングと設計

を行ないアメリカ全土に影響を与えた。彼に

よると、プロセス重視デザインの対極は、規

定的・縦割り的考え方で、それが障害である

という。

　デザインの考え方にこそバリアフリーの発

想が必要なのだと私も思う。
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　表1は、ランドプランニ・ング事務所、ラン

ドスケープ・アーキテクチュア事務所、建築

事務所で私が得た住宅地計画コンセプトの要

点である。アーバイン周辺地区は、アメリカ

のなかでもっとも人口増加が激しく、住宅地

開発のメッカで、設計事務所、コンサル、マ

ーケティング会社などが集中しており、新興

住宅産業トレンドの発信場所である。

　このそれぞれの項目について説明を細かく

していくと特集が組めるほどであるが、ここ

で整理したメニューは、デザインを総体的に

通しで考える視点の例としてあげた。これら

が構造的に組み合わさったのがサイトプラン

の絵そのものであり、それをするのがデザイ

ン型プランナーの役割だ。

　コンテンツを輸入するのが得意な日本では、

先に述べたように、それをどういうシナリオ

で「見せる」かというコンテクストづくりが

これからますます重要になるのではないかと

思う。アメリカの住宅地開発ではその土地が

持っていたコンテクストを活かしながらも、

新しくコンテクストを付け加え、エンターテ

インメントにもっていってしまう。

　どう　「魅せる」かは、住宅を買う人や来客

だけでなく、毎日それを目にする住人自身を
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表1カリフォルニア、アーバイン地区計画住宅地コンセプトの要点

1）プロダクトとしてのコミュニティと住宅、マーチャ

　ンダイジングの重要性

2）共有資産／インフラとしてのアメニティ

3）アメニティによるコミュニティ・プロダクトの特徴

　づけ
4）アメニティをまず最初に印象づける土地利用と動線

　計画
5）特徴のあるアメニティをもつ近隣／地区プロダクト（ヴ

　ィレッジ）で構成される地域

6）アメニティのテーマ設定

7）リバブル・コミュニティ、リラクゼーションを感じ

　るデザイン

麟　　　画嚢羅馨羅嚢藩i嚢細網顯
　1）密度を上げ、より良い環境をつくるための工夫

　2）計画的一体開発（ブランド・ユニット・デベロップ

　　メント）

　3）多様性をつくるアンタレイプと呼ばれる開発単位

　4）多様な住宅敷地のパターン

　5）多様な住宅形式とその効果的な混在

　6）歩ける街、ネオ・トラディショナリズム／ニュー・

　　アーバニズムの試み

蕪製鍵鍾購藪醸難藁婆萎蘂羅釜饗驚欝議蓼麟
　1）住宅の面積レンジ、小型化する敷地と建築面積

　2）特徴とテーマをもった平面計画

　3）カジュアルかつプライバシーを重視した平面計画

　4）コミュニティの単位ごとのカスタム建て売り方式、

　　トラクト（区域）ハウジング

　5）3～5タイプの平面とそのバリエーション

1）デザインイメージを決めるエレベーションとそのス

　トリートシーンの重要性

2）コンテンポラリーな伝統スタイル

3）スタイリングの基礎となる陰影づくり

4）変化のある表情をつくる多様なエレメント、マッシ

　ング、凸凹、窓

5）チャーミングなテクスチャーと人肌に近い色使い

6）キャラクターとしてのスタイル

7）デコレーションの余地を残したデザイン

1霧：難論轟繋響饗蜜難二心獲善
　　1）建物のエレメントと前庭のエレメントのバランス

　　2）パブリックとプライベート空間を仕切るフェンス

　　3）ガレージを隠すデザイン

　　4）パティオ、バルコニー、ポーチの再評価

三韓購鰻馨二軸i神酒蕪讐癖華霧肇鍵義曇
　　1）住宅地の基本であるオアシスの発想

　　2）訪れる人と住人をもてなすランドスケープの配置演

　　　出計画

　　3＞ハウスではなくホームのイメージをつくるランドス

　　　ケープのブレンド

　　4）街並をつくり、家並みをやわらげるランドスケープ

5）ゲート、レクリエーション施設の充実

6）地区のアイデンティティをつくるオープンスペース

7）緑のインフラストラクチュア、開発された所にこそ

　緑がある

璽嚢癖野駆灘…麟購議醸羅諜嬉灘妻褻薄蒼
　　D手を加える住宅

　　2）グレードアップの発想

　　3）コーディネートされた住宅部材

　　4）豊富なハードウェア

　　5）家具／ガーデングッズのブティック

　　6）アンティークとカントリーリビング

購難燃鱗鰹轄窪講薄繋薮華癬慧譲

エンターテインするのだ。それによってそこ

に住むことの良さを毎日確認し、誇りを持ち、

それを維持していこうという意識を高めるこ

とになる。

　この「もてなし」精神と、場面展開の手法

は、日本の伝統的庭園と茶室などにみられる

空間の移行の演出は、アメリカの住宅地にと

っても重要なデザインの手法となっている。

その手法は、明け透けなテーマパークのやり

かたに近く、第一印象を良くし、一瞬にして

その環境的アメニティを読み取らせるものが

多い（図4）。

懸スピ嚥灘
　　　　　　　　［　　　　再　　　了

一ビスのパフォーマンスが高くなければなら

ない。テーマパークやホテルは高度のサービ

スを提供する空間である。アメリカの住宅地

にはそれらに共通するホスピタリティのデザ

インがある。そこがよく見ないと見えない

「奥」の部分である。役所や大学もサービス産

業の一員であることを意識している。

　その背景には、サービスを売る側と買う側

に商品（不動産）価値を高め、キープしてい

くビジネスセンスがあることは言うまでもな

い。コンセプトのしっかりしたいい環境は売

れる。20年、30年経っても売れるのである。

その開発商品が持つコンセプトが訴求する一

定の好みを持つ層に持続継承的に消費される

ことになる。

　そして、「見え」だけでなく、実際に楽しく

気持ちよく安全で、子供のための教育などサ

4 家とまちなみ41 2000．3



懸恥辱なメノ譲麟

　そこで重要なのは、持続的にメンテナンス

されることだ。売ったら終わりではなく、始

まるのである。買う側は、そうして常にメン

テの行き届いた物件をライフサイクルに合わ

せて買い替え、借り換えながら移り住んでい

く。メンテのしくみを民間開発者とアソシエ

ーションと市当局が協同でつくりあげている。

住民も少し高いコスト、管理費、特別税など

のかたちでお金をかけて維持することを厭わ

ない。だから公園の手すりに本物の木を使う

こともできる。

　公園に木を使うのを嫌がる発想とビオトー

プは、もしかしたらメンテナンスを虫や植物

や微生物にまかせて管理をしなくてすむよう

にしょうというムシのよい発想でつながって

くるのではないかとの疑問が湧いてくる。

　図5は、アーバイン市のベースマップであ

る。市の計画課はGIS（地理情報システム）

を導入して、専門の技術者を市役所内に雇っ

て、毎月情報を更新している。いくつものレ

イヤーは、役所内の情報の横繋ぎや成長管理

などに役立っている。

　図6は、まちなみを良く見せて資産価値を

維持するために開発者が責任をもってデザイ

ンし、アソシエーションが管理する住宅の前

庭の基本構成を示したデザインガイドライン

の一部である。

　このふたつの例をみても、役所と開発者の

メンテナンスサービスへのプロ意識がうかが

える。アーバインに住むような比較的保守的

な住民は、プロにまかせるところは、少しお

金をよけいに払ってでもまかせたほうが良い

ということを実践しているである。住民参加

によるメンテは、そうして「見える」整えら

れた空間を楽しくきれいに使うことで行なわ

れる。または訴訟という形でプロと一緒に行

なわれる。

　サステイナブルな人間のための環境には、

メンテナンスのシステムが不可欠である。知

縁が主流となり、地縁コミュニティがなくな

って久しいアメリカでは、保育、教育、福祉

なども含めて踏襲や地縁と別のやりかたでプ

ロがビジネスとして行なうことと、住民参加

図1　「ノースパーク」のサイトプラン。「7」がプロムナード呼ばれる緑道（資料：「ノ

ースパーク」アーパインカンパニーThe　IMne　Companyの販売用パンフレットより）

図2「ノースパーク」のテーマを持つ公園群（資料：同上販売パンフレットより）

　　　　　　　　　家とまちなみ41　　2000．3 5



写真1　「ノースパーク」のメインゲートに向かうエントランス道路。防風林だった一列のユーカリ並木を右に見える中央分離

帯に残し、ビレッジのシンボルとしている。ゲートの内側では緑道プロムナードとしてアメニティ空間になっている（以下、写

真撮影＝渡和由）

写真2　隣のビレッジ「ノースウッド」のアメニティ空間と

してのオープンスペース例。ここでも、防風林だったユー

カリの並木がリニアパークとして活用されている。このよ

うなシーンがエントランスやループ道路など目に付きやす

いようにプランニングされている

写真3　「ノースウッド」のまちなみの一部。背景に防風林の並木を見せている

例。住宅側から見ると、古くからそこにあったような印象をまちなみの風景に

もたらす効果がある。

写真4　「ノースパークゴの公園のひとつ。ループ道路に面し、ビレッジグリー

ンとして周囲の住宅群の中心となっている

6 家とまちなみ41 2000．3



写真5　アーバイン全域のイメージを牽引した「ウッドブリッジ」ノースレイ

クの幹線道路からの眺め。アソシエーションが管理するオープンスペースだが

誰でも散策できる。レクリエーション施設は住民とそのゲストであれば利用で
きる。

写真7　ブエナパーク市にあるビレッジ「レイクサイド」のゲートから最初に

見える風景。図4で分かるようにアメニティ空間がゲートとループから効果的

に見えるよう配置されている。

写真6　レイクフォレスト市にある湖をテーマにしたコミュニティの幹線道路

からの眺め。湖の手前にプール、児童公園などレクリエーションの空間を見せ

ている

写真8　「レイクサイド」モデルハウスからの眺め。細長い敷地を活かして鉄

道跡地とは思えない別世界をつくりだしている

写真9（左2点）　「見せる」ため

にゲートのエントランス道路をグ

リーンベルト兼排水路に沿って配

置した「タートルロック」（アーパ

イン市）の例。このビレッジは丘

と人工の森が環境テーマになって

おり開発後20年近く経過した今で

も人気が高い

写真10南カリフォルニア伝統の地中海建築スタイルをテーマにした「ウエストパーク」の高密度な家並みのなかで、幹線道

路の交差点四角に配置した壁で囲まれたコーナーパークとサインモニュメントが、ビレッジ内の快適なパティオのイメージを強

く印象づける

家とまちなみ41 2000．3 7
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3．　ATτACHED　S咽GLE　FAMILY　PAIRED　HOMεS

4，　RESIDENTIAL　ENTRY　SIGNAGE　MONUMENTS

5，　MAIN　ENTRY　WπH　ENHANCED　PAVING

6．　TREE－LINED　ENTRY　ROAD

7．　ENHANCED　ENT臼ANCεTREATMEN了

8，　　POTεNT匹AしRECREATION　AREA

g．　pU趾IC　OR　pRIVATE　ROAD　AND　SIDE　WALK

10．COMMUNITY　THEME　WAししALONG
　PERIMε丁ER

11，RESIDEN丁IAL　WOOD　FENCE

12，STREET　TREES　AT　45‘MAXIMUM　SPACING，

　24凹BOX　SIZE　MINIMUM

13，COMMON　A臼EA　LANDSCAPEτREES
　COMBINATION　15GALLON　AND　24”BOX
　SHRUBS・5GALLON　SIZE　MINIMUM
　TURF　BERMING

14．　TALL　FESCUE　TURFGRASS　A丁FRONτYARD

15，　SHRU8　AND　GROUND　COVER　AREAS　AT

　FRONT　YARD

16，REDWOOD　HEADE臼8EτWEEN　TURF
　AND　SHRU3S、　TY日CAL

NOTE：

Aしし　LANDSCAPE　ARεAS　SHALL　HAVE　A　FULLV
AUTOMATIC　lR只IGATION　SYSTEM。

図3　2戸建住宅のランドスケープガイドライン例。グリーンベルトとレクリエーション空間やゲートの見せ方についてもガイドしている。バーモント・ゲートウェ

イ、バーモント市（資料提供；KTGY　Group　inc．作図：渡和由）
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図4　「レイクサイド」のサイトプラン。ブエナパーク市の鉄道貨物操車場跡地に昨年オープンしたコミュニティ

Reside而al　Groupコミュニティ・ツアーガイド・ブックレットより）

（Catellus
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により地縁を復興させようとする動きなどが

多様に起こっている。

　また、NPOなどのシステムと健全な運営に

より、お金が健全な方向に回るよう改善努力

が常になされている。寄付と税金控除のシス

テムで、住民が自分の税金を使う所を選ぶこ

ともできる。そのためプロポーザルなどで魅

力を見せない組織は衰退していく。良いもの

には投資して悪いものは訴訟するという住民

参加の自主浄化作用が働いて、今必要な組織

やソフトがすばやく再編結成されていく。

家とまちなみ41　　2000．3

　たとえばアクティブ・リタイアメント・コ

ミュニティは、高齢者にも「希望」という魅

力を売る発想がある。福祉より先に希望と楽

しみが、売れるのである。

　ホームレスに希望をもたらそうとするビレ

ッジも昨年取材した。福祉的発想ではなく希

望をもてる「人のためのビオトープ」環境を

つくることで解決していこうとする姿勢と活

動に感動した。

　ソーシャル・エコロジーという分野がある。

　アメリカでは多様すぎる人の生態をエクイ



ティ（公正）にしていくためのアクションが

いたるところで起こっていることも記してお

きたい。いわゆるサステイナブル・デザイン

の試みは先にあげたメニューには特に入れて

いないが、ここ6年ほどアメリカのそうした

プロジェクトを取材し、『ビオシティ』誌に報

告記事を書いているので、この連載でもいず

れ整理してお伝えしたい。

垂本の影響童子
　　　　　内　　　　　　　　　　　　顧

　もうひとつ述べておきたいのは、アメリカ

のランドスケープ・アーキテクチュアや建築

における日本からの影響である。彼等は私た

ちが想像する以上に過去の日本の伝統を学ん

でいる。アメリカが新しい自国の伝統をつく

り出す必要があったからだ。それは、ものや

政治的なニュースやポップカルチャーしか輸

入していない状況ではなかなかわかりづらい。

　マーサ・スチュワートによれば、今も伝統

を創り続けている最中だという。これは何か

うれしい希望を感じる言葉だ。私の漠然と感

じている日本の状況は、歴史を忘れ去ったの

ではなく、むしろ過去の歴史と伝統に慢心し

て、いま伝統を創るという意識を忘れていな

いだろうかということである。日本のいまの

伝統をつくるためにアメリカからも学べるも

っと良いソフトウェアがあると思う。伝統を

苦労して創ってきた一定の歴史があるからだ。

　ただ、有益なソフトは情報を売り物にする

蔓『・∴『，．“｝．、響1ド・三十三；弊．ぞ臨田

図5GISで作成したアーバイン市のベースマップ（資料提供lCity　of　lrvlne）

おおかたのアメリカの産業にとってノウハウ

なのでなかなか無償で出してくれない。かと

いってお金を払って買っても実にならない。

まずは何が必要か自分で考えて出向くか協働

（コラボレーション）する必要がありそうだ。

　私のような大学に籍を置くことになった人

間が少しでもお役にたてればと思い、そのコ

ンセプトの翻訳および構造化（デザイン）作

業をすすめていきたいと考えている。
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LEGEND＝

1．　COMMUMTY　THEME　WALL

2，　R∈SIDENTIAL　WOOD　FENCE　BETW匪N　LOTS
　ON　SIDE　AND　REAR

　3，　3WDE　RESIDENTIAL　WOOD　GATE

　4．　FRONT　YARD　TREE－15GALLON　MINIMUM
7　　　0NE　P田FRONT　YARD｛Where　space　permits｝

　5．　STREET　TREE－24”BOX　MINIMUM
　　　ONE　TREE　PER　LOτ＝5αMAXIMUM　SPACING
6
　6．　　TYPICAL　SHRUB’GROUND　COVER　AREA－
　　　SHRU8S－5GALLON　MIN．　AT　4’0．C，　TYPICAL
7　　　　GROUND　COVER　FROM　FLATS　AT　12”O．C，

　　　τYPiCAL　PLANTED　THROUGHOUT

　7．　　ADDIτ10NAL　24”BOX　STREET　TREE　ON

　　　CORNER　LOTS

　8，　REDWOOD　HEAOER　TYPICAL－SEPARATES
　　TURF　FROM　GROUND　COVER　AREAS

　9．　　HYDROSEED丁URF　1「YPICAL

　　TALL　FESCUE　MIX

　10．　AVOID　PLANTING　TREES　IN　FRONT　OF

　　R、V．　STORAGE

　11．DOU8LE　WOOO　GATES　FOR　R．V、　STORAGE

NOTESl

ALL　FRONT　YARD　LANDSCAPES　SHALL　HAVE　A
FULLY　AUTOMAT！C　IRRIGATION　SYSTEM，

図6前庭のランドスケープガイドライン（バーモント・ゲートウェイのデザインマニュアルより。資料提供：K丁GY　GrQup　inc．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家とまちなみ41　　2000．3

作図：渡和由）
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