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はじめに

　ポエムノールひらかた北山地区は、平成8

年3月に住宅・都市整備公団の事業コンペに

おいて、大和ハウス工業株式会社が当選した

ものである。計画敷地面積は4．2haのスーパ

ーロットで分譲住宅（160戸以下）を計画提

案するものであった（図1）。

　計画敷地は枚方市北山で住宅・都市整備公

団が開発している枚方長尾地区（54．3ha）の

最北部に位置し、国道1号線に隣接している。

枚方長尾地区には当時大阪工大摂南大学が道

路を隔てた隣地に建設中であり、現在は学園

都市の中にある文化度の高い街になっている。

　さらに周辺部は小高い丘と里山で緑をふん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
だんに有し、環境に恵まれた好立地である。

このコンペ時、私はまだ大和ハウス工業株式

会社の東京プロジェクト室の室長をしていて

街並計画を中心に業務をしていた部署であっ

たことと、このコンペ前に同じ枚方長尾地区

の中心地でコンペがあり、われわれ東京プロ

ジェクト室のメンバーで設計を行ない当選し

た経緯もあり、今回コンペ・メンバーに選ば

れた次第である。現在、私は設計事務所を開

設しているが、当時の設計手法や苦労話を交

えてポエムノールひらかた北山事業内容を紹

介する。
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図1「ポエムノールひらかた北山」付近図

22　　　　　　　　　　　　　　家とまちなみ41 20003

　この計画のためにプロジェクトチームが東

京と大阪の合体の形で結成され、いくつかの

チーム内グループがつくられた。まず基本構

想・骨格グループ、景観計画・外構計画・図

面プレゼンテーショングループ、住宅計画・

生活アドバイザーグループ、企画作成グルー

プ、実務設計グループに分けられ、それぞれ

が各グループの責任をこなすことになったの

だが、総人数で約30名ほどがほぼ常時活動し

ていた。また、このプロジェクトチームには

大和ハウス工業の社員以外に外部の人たちも

何人かが参加していて、新しい考え方を取り

入れる試みを行なった。

　初期段階から提出まで約2ヶ月半の問、平

成8年の正月をはさんで提案資料はつくられ

た。われわれは東京と大阪の事務所を何度も

往来し、内容の把握とすり合わせを行なった

が、意見の相違も多々あったと記憶している。

特に初期作業のころ、各々が持分を持ち寄り、

議論を行なうのだが、全体構想の段階で何度

も図面修正や検討プランが出てきた。特に計

画戸数と販売コストの詰めで微調整がついて

まわった。しかし、それぞれが正月返上や徹

夜に近い作業をするという努力の中で次第に

連帯感も生まれ、全体内容の把握度も高まっ

ていった。
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図2現地案内図

コンセプト

　この計画地の与条件を整理していくなかで、

計画地の潜在的魅力と本質をどのように引き

出すかが基本的な考え方として進められてき

た。現状の敷地は小高い丘で平坦な宅地面を

つくっているが、その周辺は豊かな緑地に恵

まれ、特に北側は深く下がっているが、大き

な北山公園に接しており、景観、通風、彩光、

緑化は申し分ない環境である。と同時に、も

ともとは里山として親しまれたこの計画地に

自然のもつ力強いものを感じていた。それを

この地に潜むエネルギーととらえ、この地域

に元来ある気と同化させる方法を探ってみた。

　結果として自然のエネルギーである気の要

素を8つ取り上げ（土、火、水、木、花、鳥、

風、月）、大地、資源、大気の気を融合するこ

とで活力が生まれるのだろうということに気

がついた。分析を進めるなかで、まず大気に

変化を感じられるものを動としてとらえ、自

然の中の理で生態系が共生し自然の生命を育

むものとして成長とし、そしてそれらの自然

界の中に人間が共存し感性を高め、生命を躍

勤感溢れるものにしたかった。あらゆるもの

が自然界の理としてつながること、あらゆる

ものが共存していることを言い表す表現とし

てNETWORKと位置づけ、コンセプトとし
た。

図3完成予想図
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図4　「ポエムノールひらかた北山」の街並み

基本構想

　基本構想・骨格づくりを進めるに当たって

この計画地に大きな障害となるものが2つあ

った。まず第一は、敷地の東西に渡って高圧

線が流れていたこと。その高圧線下は建築が

図5配置図
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図7土地条件を配慮したゾーン区分

不可能なため必然的に幹線道路に取られてし

まった。いきなり20m近い開放空間があり、

この道路が敷地を分断してしまうかもしれな

いと恐れたものである。第二に土地の形状で

ある。長方形に近いがいびつな形をしており、

外周部に変形敷地が多く出ている。宅地割す

るには難しいが、逆に自然形で周辺環境にな

じむにはこの方か都合がいいので自然体で考

えることにした。結果としてセミプライベー

トで開放感のある好環境享受型の宅地を得ら

れたようだ。

　大きな骨格づくりの中で上記の内容も踏ま

え、周辺の良好な環境を把みながら動線計画

へと入っていく。道路は道機能を明確化する

ために、サービス道路、生活道路、人専用道

家とまちなみ41　　2000．3

のヒエラルキーを持たせ、動線をネットワー

ク化して街全体に有機的な結合をさせるとと

もに、近隣の動線に連続性を持たせることに

も配慮したい。さらに住戸コミュニティ・ブ

ロックを形成するために、最小単位として6

戸単位（むこう三軒両隣）程度を郡と名づけ、

その郡の集合体（20戸程度）をクラスターと

してコミュニティの活性単位に組み上げてい

った。クラスターの中には各々にコモンを持

てる仕掛けを配し、集合意識、街意識を育む

ように意図した。
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図8コミュニティブロックの形成



図9主要サービス道（高圧線下）

　最終的に8っのクラスターがっくられ、街

全体のシステム構成ができあがった。宅地は

変形敷地と道路状態からさまざまな形態のも

のがっくられたが、バリエーションの豊かさを

受け入れることとした。さらに良好な宅地化を

求め、開放性の高い敷地とするために境界面

を2面以上公園や道へ接する面を増やしたと

ころ約70％の敷地の多面開放が確保できた。
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図10コミュニティ計画

コミュニティ計画

　街づくりに計画において最も重要視される

ものとしてコミュニティ計画があるが、計画

者が考えるようなコミュニケーションの生ま

れる場は、なかなか成功しないのが現実であ

る。

　理由は多々あるが、その利用価値がさまざ

まな暮らし方のなかでうまく連動しないから

だと思う。われわれはこのことで特定な区画

割を持った広場ではなく、日常道路としての

部分にみち広場をつくることを考えた。誰も

が暮しの通行のなかに豊かな道空間があり、

何気なく存在するものにしたかった。この計

画では、みち広場を街全体に張りめぐらせた

ネットワーク道路のなかに点在させ、3つの

次元（1次、2次、3次）にグルーピングし、

段階ごとのコミュニティ形成を促すこととし

た。

　その構成のなかで、1次コミュニティとし

て20戸程度（クラスター）の住戸がコモン広

場を持ち、身近な暮らしの中でコミュニティ

をつくる。コモン広場には“系”にかかわる

8つの精を宿らせることにし、住人たちに

各々の広場の楽しみと連続する他の広場を共

有することで、街の概念を抱かせることがで

きるのではないだろうか。

　2次コミュニティでは、1次コミュニティを

2っずつ組み合わせて約40戸程度の戸数で形

成される。1次から2次に広がっていく方向は

リンクするので何パターンかが出てくるが、

図11大地の広場
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外構や植栽、サインで統一性を持たせて地区

全体へ波及していくシステムとした。3次コ

ミュニティでは1次、2次のコミュニティの連

続性が住人たちの共通のコミュニティを育む

と同時に、さらに集会所や中央広場、公園に

街と一体感のあるコミュニティを図る。

　全体のシンボル性として公園との境に「里

の杜」をつくり地域への接点と環境整備をす

る。また集会所の斜面を「実りの丘」として

果樹を植える。収穫期には住人たちで収穫祭

等ができると良いのだが。これらの装置でコ

ミュニティ・システムのふくらみと豊かさを

共生、共有、解読、共創の心で盛り込んでい

こうと試みている。

景観計画・植栽計画

　景観を高めるため、土地の条件に従いなが

らも道路の特性を活かし道並みを整備してい

かねばならない。特に高圧線下は広い空間が

できるため側道に花と芝生を植え植栽帯をつ

くった。この広場を花広場とし、街のゲート

も兼ね、集会所まで続くこの通りにパブリッ

ク性を持たせている。四季折々の植物や花の

変化を楽しむことかできる。

　さらにこの花の道が終わるところで公園に

面することになる。この公園はダイナミック

に土地が下がっているところにあるが、計画

地全体が丘状になっていることを認識するた

めにもこの公園に添って幹線を走らせること

にした。街の風景だけでなく北山公園を一望

し、地区の自然な風景も得られる。

　生活道路はアプローチもカーポートもオー

プン外構とした。植栽は原則2段植栽とし、

道路面は花潅木で住人たちが四季を楽しめる

ようにした。コモンの景観は8つの精にちな

んだ修景をしている。土の広場、火の広場、

水の広場、木の広場、花の広場、鳥の広場、

風の広場、月の広場といった具合だが、この

提案では皆でいろいろアイデアを出し合い、

各広場が楽しい景観づくりになると思われる。

植栽は地域の樹種を意識して随所に植えてお

り、地域との連続性に配慮した。また鳥や虫

たちを呼び寄せるための実のなる木、花木も

随所に配備し鳥たちが敷地内部まで入ってこ

れるように食樹ルートをつくっている。

　コミュニティ計画の中でも記したように、

シンボル的な植栽として「里の杜」をつくっ

ているが、この地域に育っている雑木を中心

に植樹する。既にある植樹帯（外周）と連動

させる形でつくり、より大きな杜としての効

果を上げさせている。「実りの丘」の果樹では

春から秋への生命の変化を体験してもらい、

感動ある自然界の力を知ってもらうことも意

識してつくった。その他、敷地内に多くの変

化を得るためアイストップ手法やランドマー

ク手法を随所に盛り込んだ。

｛
住
宅
緬
…

曜・　　　π

　この計画地に生まれた宅地に対し顧客層や

販売価格を反映した市場ニーズを盛り込み、

それぞれのデザイン手法による表情づくりと

プランニングに特性をもたらすことにした。

　各分譲地の立地条件を活かした中でいくつ

かのテーマ付けの分類方法を取っている。ま

図15植栽計画
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図14街並みの様子

図16豊かな緑



図17住宅計画

図18ファサード

識．

ず、眺望享受型として、周辺の景色を室内か

らピクチャーウィンドウとして開口部の位置

に配慮するとともに、サンデッキやバルコニ

ーを設け、室外からの展望を得られるように

する。次に主要幹線道路からの景観を考慮し

屋根並みの統一、ファサードのデザインアッ

プ等を図っている。コモンスペース・サイド

ではコミュニティの場に接するため出窓やフ

ラワーボックス、バルコニーなどで住人同士

のコミュニケートできる要素を建物に反映さ

せている。

　ゲート住居型では街への入口部分や辻部分

にくる建物に対して外観にシンボル的なデザ

イン性を持たせている。そして高圧線下の住

戸はおおらかな空間の中に変化を持たせるた

め、雁行型の配置を施している。

　住宅に住まう人々はさまざまな顧客がいる

訳で、今の時代に対応してたライフスタイル

を分類し、まず「だんらん派」「合理派」「気

配り派」「こだわり派」「ゆとり派」「社交派」

など6種のものを考えてみた。

　上記の住宅の大きさ、立地条件、ライフス

タイル等に分類後、各住宅プランをつくって

みると宅地143区画のうちI18プランも作っ

てしまった。これを本当に重労働に近い作業

でこなしてきた。しかしこのプラン作成の経

験で部下たちにも大きな自信を持たせること

ができたと思っている。

　この住宅の提案としてバリアフリーや電化

住宅も検討されているが、住人たちの家族構

成が年月とともに変化し、ライフスタイルが

変わったためにおこるリフォームのことも提

案させてもらった。しかし短期間でのプラン

作成のこともあり実施レベルでは随分プラン

が変更されている。

き

維持管理
1
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　勘づくりの中で管理システムをつくること

は難しい。マンションのように共有部が明確

になればわかり易いのだが、スーパーロット

の場合は共有地があっても場所（宅地）によ

っては益、不益がどうしても生じてくる。今

回の計画地でも集会場や公園サイドは良いが、

広場に面しない家、2面開放、3面開放されて

いる家、高圧線下による不安心理を持つ家な

ど、住む人の意志で購入するとはいえども何

かが残ってしまいそうである。しかし維持管

理のシステムがあることで街のルールと景観

を保つことができると同時に、美しい街並み

はその土地の資産価値を高めてくれる。費用

も発生するが、現在の日本の環境に対する住

民意識だけではまだ街を全員で維持すること

は難しいことから、外部にシステムの一部で

も委託すべきと思われる。今後の街づくりの

中でも是非本格的な導入を検討すべきである。

最後に

　計画当初より4年が経ち、計画地の造成後

住宅が建てられ始めて約2年が過ぎている。

現在、完成建物は平成12年3月で59棟にな

る。約40％であるがまだ街としての十分な顔

になるには少し時間がかかりそうである。

　今回の計画に携わってスーパーロットクラ

スの街づくりに取り組む内容の多さと掘り込

み深さは大変なものであった。多くの人の協

力と推進力がないととても前に進められるも

のではなかった。それぞれが責任を持って自

分の役割を果たすことかできたメンバーは素

晴らしかったと思う。この計画が将来に亘っ

て完成体となり、われわれが描いていた街と

どのような違いが表われ、どのようなところ

が思ったようになったのか、将来もずっと検

証していきたいものである。
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