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アメリカの住i宅地欄… 綴

住宅地の環境デザイン、その手法の背景

筑波大学講師潤和由

愁：、｝難麹講一i墾身
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　前回は「住宅地の環境デザインとその視点」

というテーマでアーバインをl11心とした地域

での計画住宅地のデザインの視点を網羅的に

述べた。今回はその中で環境をいかにして売

り物にしているか、マーチャンダイズしてい

るか、そのアーバイン周辺の環境デザインの

手法について具体的事例写真とともに話を進

表1　ULIによる大都市圏パフォーマンス・リーダー予測（出典：ULI　Forecast

May　2000）
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めていきながら、アメリカの住宅地に係わる

デザイン手法の背景にあるいくつかの視点を

述べたい。現場に居たものとしての視点を考

慮しながら論を進める。

　アーバインのあるカリフォルニア州オレン

ジ郡は、アメリカ全土の49の大都市圏の中で、

シリコンバレーとして名高いサンホセととも

に不動産ビジネスのパフォーマンスで首位争

いをしてきた。ULI（アーバン・ランド・イ

ンスティテユート）の予測によると今後2年

の首位はオレンジ郡となっている（表1）。

　ちなみにシアトルが4位、サンフランシス

コが8位、ニューヨークが15位、隣のロサン

ゼルスは20位以内に入ってこない。

　このデータを見てもオレンジ郡が全米の業

界リーダーとなっていることがわかる。住宅、

商業、業務、工業などの分野で「実質的な」

新しいことが起こる地域である。アメリカで

元気な企業や頭脳が集まり、それをサポート

する各種プロフェッショナルが集まってくる。

プランナーやデザイナーも育ち集積する。

　私がその地にいまだに家族の拠点を持ち、

行き来して観察を続けているのは、その動き

を吸収し、ライフスタイルを少しでも体験し

学びたいからだ。

価値のプランニングをする

　前回、「見せる」ことと「魅せる」こと、そ

して、「お金をかけたらしっかりと見せる」こ

とについて述べた。前回の事例で取り上げた

のは「見せ場／魅せ場」「お金のかけ所」が

「環境の良さ」に現われるべく開発されたもの

で、はっきりとした意図がサイトプランに表

わされていることを少し概説した。

　アメリカの住宅開発を現場で体験するなか



で、「環境の良さ」をもたらす手法として重要

なデザインに係わる常識的意図があることに

気づいた。

　ひとつは、普通の人のための経済的意図で

ある。

　資産価値が上がる経済的にサステイナブル

な場所と家をアメリカ人は求め、自分の財布

で買い、開発者はそれに答え、銀行はそれを

行なう開発と買い手にお金を貸す。このごく

当たり前の経済システムが健全で、デザイン

と結びついている。贅肉のないリーズナブル

で知的なビジネスになっている。前述のULI

のような組織が全米全世界のそれらの情報を

統合して実利的に英知を集結し業界のパワー

をつくり出している。そんな所にもハードだ

けでない学ぶべきIT革命があると思う。

　サービスの満載されたアメニティ要素とし

てのオープンスペースをフォーカルポイント

にする周到な配置計画。あと100年経っても

すたれない（コワレないではない）と予想さ

れる、すでに100年以上人気の衰えないデザ

インモチーフを持つ建築デザイン。さらに価

値を守り次世代に受け継いでいくホーム・オ

ーナーズ・アソシエーション。それらの総合

的経済的意図によってもたらされた結果が

「良い環境」のスタンダードをつくっている。

それを前提にしてアイデアの競争が起こって

いる。

　Carol　Willis氏は、「フォーム・フォロー

ズ・ファンクション」（形態は機能に従う）と

いうルイス・サリバンの名言を迷言とし、著

書『フォーム・フォローズ・ファイナンス』

で、「形態はお金に従う」ことをニューヨーク

とシカゴの事例をあげ述べている。戸建て住

宅も同様であるとピーター・カルソープ氏も

同書を例にあげ指摘している。

　日本では、戸谷英世氏がいくつかの著書で

主張しているように、本当の意味での等価交

換の経済と一体になったデザインは、現代の

最重要課題のひとつであると思う。

　もうひとつは、普通の人のための芸術的意

図である。

　それは住宅地を計画するイマジネーション

の過程で現われる。イメージはデザイナーだ

けのものではなく。住む人、買う人、⊥地の

オーナー、開発者、銀行など開発に参加する

人々がみな持つものである。アメリカの人々

は、あらゆる分野で、芸術的意図がどう生活

に新しいイメージをもたらすか、どうもそれ

ぞれの持ち場で生活のビジョンをかなり明確

に持っている気がしてならない、あらゆる分

野でのグラフィック・デザインが発達してい

る。美しさに対する価値感にも繋がる意識と

感情がある。

　私がアメリカでの計画設計実務でおもしろ

いと感じたのは、彼等が「エモーションのフ

ロー」を重視していることだ。直訳して言い

換えれば、感情／感動の流れをうまく働かせ

るようにイメージづくり、まちの構図づくり

を計画にとり込んでいる。

　元祖英語版『サステイナブル・コミュニテ

ィ』『エコロジカル・デザイン』の著者である

建築家シム・バンダーリンは、「形態は機能に

従う」に対し「フォーム・フォローズ・フロ

ー」（形態は流れに従う）と言った。彼の言う

「流れ」とは健全なエネルギーや物質の循環、

意識の流れ、お金の流れ、情報の流れなどを

含んでいる。

　お金の流れ／金融を動かす「市場」もある

種の「感情の流れ」に左右されている。私た

ちの日常生活でもほとんどの動機づけは、良

い感情の流れに向かっていることが実感でき

る。それは絵画を制作する作家が、鑑賞する

ひとの眼とエモーションの流れを意識して自

らのエモーションを構造化してイメージをつ

くりあげることにも共通するプロセスではな

いだろうか。ランドスケープでは、いわゆる

「ピクチュアレスク」な風景をつくる過程であ

る。

　まちづくりには絵になる構図づくりが必要

であるとする常識／スタンダードがあらゆる

開発プロセスで設定され、エモーションが構

造化されていく。

　マーケティングの情報からは消費者の感情

の流れを、デザインシャレットと呼ばれる計

画初期の専門家によるデザイン会議では開発

に係わるあらゆる専門家の感情をその場で絵

にしていく作業が行なわれる。役所では開発

許可の段階でストリート・シーン／キャラク

ター・エレベーションというまちなみのイメ

ージを確認する（図D。

　住宅地の道路の線形は、ほとんどプランナ
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図1開発許可の段階で役所がチェックするキャラクター・エレベーションの例（資料提供：

KTGY　Group，hc，）
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図2　絵画的センスを持つエンジニアとの共同作業によるマスタープラン。道路の線形が抽象絵画

のようだ（資料提供：KTGY　GroupJnc．作画：渡）
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写真1　歩道のコンクリート舗装はアメリカでは流れをデザ

インできる素材として積極的に使われる（以下写真撮影：
渡）
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一の絵画的センスで決められる。画家の描く

線のように美しいかどうか、プロポーション

が良いかどうかが設計の段階で議論される。

手仕事である。コンピュータは、その後その

ラインをトレースするために実施の段階で使

われる（図2）。

　道路の線形はまさに流れである。アメリカ

では歩道にコンクリートを使う。その理由は、

私の元同僚によれば、芸術的意図として流れ

を出したいからである。道を歩く人の感情を

素直に気持よく流すことをランドスケープ・

アーキテクトならば考える（写真1）。

感動の流れの組織化／

オーケストレーションを行なう

　デザインは、この感情という総体に訴えか

けるための仕事（パフォーマンス）をしなけ

ればならない。デザインされた現実の場所場

所で、それを体験する人々の感情を”ILike　It”

という小さな感動に持っていき、それをつな

げて組織化していくのがプランニングという

設計の重要な仕事である。デザイン作業はデ

ザイナーだけの仕事ではなく、金融からエン

ジニアリングまでの共働作業である。

　ランドスケープ・アーキテクトで私の同僚

であったブライアン・ベーカー氏は『ランド

スケープ・デザイン』誌にランドスケープに

おける「オーケストレーション」についての

論を述べている。事例としてアメリカのリゾ

ートやホテルの例をあげて、環境の素材を使

ってオーケストラのスコアをつくるような過

程がランドスケープ・プランニングやデザイ

ンの重要な専門性であることを述べている。

　また、優れたオーナーはそれぞれそのサー

ビスの質とデザインの関係をつくりだす作曲

法のような「思い入れ」をもっている。それ

は必ずしもマニュアルではない。私はこのこ

とを高級ホテルの代表格であるリッツ・カー

ルトンの仕事を通して学んだ。

　ラスベガス近郊などにあるリゾート性の高

い住宅地のサイトプランニングでは、ゴルフ

コース、ショッピングセンター、レクリエー

ション、コンドミニアム、ホテルなどが混在

する。このような巨大プロジェクトでもひと

つのホテルのようなホスピタリティを感じさ

せる「オーケストレーション」が必要になっ

てくる（図3）。
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図3ラスベガス近郊の複合住宅開発計画のマスタープラン（資料提供：KTGY　Groupinc．）

「形態はテーマに従う」

テーマパーク型住宅地をつくる

　アメリカの商業空間やリゾート地、テーマ

パークなどを体験するとそうしたことが明確

に読み取れる。ディズニーはイメージを売る

集団である。その開発部門の会社名にはイメ

ージとエンジニアリングの合体造語「イマジ

ニアリング」が使われている。子供の感心を

捕らえるノウハウと共に、大人の感情をうま

く捕らえるノウハウがアメリカの専門家の間

にはあるようだ。住宅地の土地オーナー、開

発側やエンジニアにもぞうした資質があると

思われる。アメリカで評価の高い住宅地を旅

すると、いろいろな人々の思い入れエモーシ

ョンが伝わってくる。

　「オマケストレーション」にはテーマ（音

楽用語で主題、主旋律）が必要である。

　アーバイン周辺の住宅地を「テーマパーク

型住宅地」と呼んだ記事を『ビオシティ』誌

に書いたことがある。

　アーバイン地区をくまなく訪れ体験すると、

土地オーナーであるアーバインカンパニーの

戦略は、ディズニーと同じように人々に感動

を与えてそれを増殖させて継続していくとこ

ろにあった現実を目の当たりにすることがで

きる。前回の事例やすでに平成ll年度「まち

なみ大学」海外研修報告（『まちなみ大学講義

録』第3巻2号）で紹介されている事例を見

ていただくと、その一端が少しでもわかって

いただけるかと思う。

　アーバインのリーディング・プロジェクト

「ウッドブリッジ」を見ても、いくつかの設計

コンサルやビルダーによってつくられた「オ

ーケストレーション」効果を感じる。中央に

あるのが感動の核となるレイクである。この

レイクは初期投資として70年代につくられた

が、いまだにアーバイン住宅地のシンボルサ

インとしてこのビレッジを超えて地域全体に

レイクの経済効果をもたらしている（図4）。

　このようなテーマ設定は、ビレッジごとに

異なり、そのことなるテーマが集合するとそ

れらが副旋律となって地域全体の「オーケス

トレーション」効果を高めることになってい

く。どのテーマを自分の住む場所として主旋

律にするかは買う人の好みになる。

　テーマの核となるものは開発初期の段階で

は、湖やゴルフコース、グリーンベルトとい

ったオープンスペースが多かったが、ここ10

年の開発後半では建築そのものにテーマを求

める設定がほとんどになってきている。その

理由は土地の価格の上昇とともに住戸密度を

上げなければならなくなったことと、80年代

からのニューアーバニズムの動きに見られる

ようなオールドタウンの親密感を求める傾向

が、経済的にも一致して浸透してきたことに

ある。

　アーバインのようなところでは大胆なオー

プンスペースやショッピングセンターがすで

にアメニティとして周囲にあるので「まちな

み」そのものをじっくりテーマにするビレッ

ジをつくる時期に来ているといえる。前回で

紹介した最新のビレッジ「ノースパーク」な

どがその典型例である。伝統的近隣住区開発

の代表例「ケントランド」なども土地オーナ

ーの思い入れをうまく地形や自然のデザイン

に活かして伝統的というテーマを設定してい

る住宅地である。

家とまちなみ42　　　2000．9 7



図4　アーバイン最大のビレッジ住区「ウッドブリッジ」のサイトプラン。図はその半分のエリア（資料＝

資料』　NO．275　181ページ）

『月刊レジャー産業

「エコトーン」を忘れない

　オレンジ市にある「モーニングサイド」と

いうタウンハウスだけの住宅地は、強い「思

い入れ」でできた場所である。設計者の話に

よると、この開発者（オーナー）は、釣りの

愛好家で、きれいな水のある環境に思い入れ

のある人物だった。そこで彼は化学薬品を使

わないで澄んだ水を保ち、魚が棲める小川と

池を住宅地のアメニティとしてすべての住宅

からそれが見えるよう配置し、ユニットによ

っては家から釣りもできるように依頼してき

た。結果は水の流れと水草と人力による週2

回のメンテナンスで、10数年たった今でも澄

んだ水と魚と鳥の棲む環境を保っている。も

ともと川沿いの砕石場跡地を安く買い上げて

開発した所なので住宅の販売価格もリーズナ

ブルだった、この環境のおかげで不況時も人

気が高く価格は上昇していた（図5、写真2、

3、4）。

　設計者のロン・イズミタ氏はこのプロジェ

クトを「エコトーン」と呼んだ。「エコトーン」

とは生態学用語で生態系と生態系の移行境界
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図5　「モーニング・サイド」のサイトプラン。全ての住戸が水に面する（資料提供：IMA　Design　Group）
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写真2　「モーニング・サイド」の池に面する部分

写真4　「モーニング・サイド」の池。透明な水と水草のテクスチャー。魚も見

える

領域のことをいう。私はこれを「ヒューマ

ン・エコトーン」と呼んで『ビオシティ』創

刊号に紹介した。

　バンダーリン氏は著書『エコロジカル・デ

ザイン』のなかで、「建築家たちはいまだにそ

のもの自体をデザインしており、エッジ（境

界）のデザインをすることはめつたにない。

たとえもっとも豊かな交流や相互作用が起こ

るのがエッジであり、エコトーンであったと

してもである」と述べている。そして都市に

は新しい文化やアイデアがうまれる「アーバ

ン・エコトーン」があるという。複合開発の

重要なねらいのひとつであろう。
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写真3「モーニング・サイド」のせせらぎに面する部分

　住宅地におけるオープンスペ

ースや「まちなみ」は、エッジ

である、そこでは人と人、人と

動植物との交流が起こりやす

い、アメリカの住宅地や都市開

発はそこを意識し始めている。

バークレーの「フォース・スト

リート」は、住宅地と工業地区

とのエッジ、大学関係者と労働

者の領域とのエッジである。そ

こにコーヒーハウスや一流のこ

だわりのあるライフスタイルショップが並び、

何か新しい文化の生まれそうな、訪れるだけ

で頭の良くなりそうな雰囲気をつくりだして

いる、と私は感じている。この通りができた

だけでサンフランシスコから移り住んで来た

若いデザイナーがいると聞いた（写真5、6）。

　次に視点を住宅周辺に向けてみよう

鑑灘

人の健康のための「風景」「クラフト」

の居場所をつくる

　エコロジーや環境共生という言葉が流行っ

ている。私が．考えるエコロジカル・デザイン

’

写真5バークレイ「4TH　STREET」の一部。奥に見えるのは既存の住宅地

灘．

栫
u
。
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写真6　バークレイ「4TH　STREET」の車道沿いのシーン。コミュニケーショ

ンのためのクラフトタッチの仕掛けが至る所にある
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写真7グレートルームの典型例

糞饗讐鷺

　　．謡鑑

．・

・u纏

写真9前庭の一角。後ろはリビングルーム

写真8通りから見えるコートヤードと前庭

写真10玄関ポーチの周辺。木の後ろはパティオのフェンス

、屍

写真11パーゴラの門とコートヤード越しに通りを見る。小型の住宅では日本

と同様に庭も狭い

　　　　　　　　　　　　　で欠かせない視点は、人の感庸であり感動で

　　　　　　　　　　　　　あり、美しい風景や芸術／クラフトが人の健

　　　　　　　　　　　　　康に係わっていくという視点である。私たち

　　　　　　　　　　　　　がデザインするのは人のためのビルト・エン

　　　　　　　　　　　　　バイロメントである。人の感情を健全に流せ

　　　　　　　　　　　　　働かせる枠組みとしての建築、ランドスケー

　　　　　　　　　　　　　プの見直しと復権が、人の生態のために今ま

　　　　　　　　　　　　　た必要になっていると考える。ランドスケー

　　　　　　　　　　　　　プ・アーキテクチュアの発祥時の重要な「ヒ

　　　　　　　　　　　　　ュ・一マン・ヘルス」という概念をアメリカは

　　　　　　　　　　　　　継承している。

　　　　　　　　　　　　　　感情の閉息と反動のはけ口としての口常的

　　　　　　　　　　　　　ランドスケープの荒れた状況を日本のいたる

　　　　　　　　　　　　　ところで感じているのは私だけではないはず
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写真12玄関ポーチ周辺は「クラフト」の住処になりやすい

だ。それぞれの地域でそれぞれの人々が「感

情を込めて」日常的に四季折々つくりあげて

いた風景は、クラフトとして美しかったと思

う。芸術や技術の専門家がつくりだしたもの

だけがアートではない。今のまちなみは、専

門家による枠組みと人々のクラフトでできあ

がるものであると考えている。

　アメリカのまちなみは整然としすぎている

という感想を聞くことがある。確かにできた

ての住宅地はそう見える。専門家は、ごちゃ

ごちゃを美しく見せていく枠組み／パレット

をつくるだけだからだ。専門家のやりすぎは

いけないと考える。

　メイドインUSAの製品は減ったが、クラフ



トはいまだに盛んである。DIYやデコレーシ

ョンとして屋外室内に手を加える行為や食べ

物をつくる園芸や料理はクラフトであると思

う。そのようなクラフトの居場所が住宅の内

外にじつはたくさん用意されている。料理は

ここ数年ブームとなっており、住宅のプラン

を変えつつある。

　ここ2年ほどでグレイトルーム化したファ

ミリールームとキッチンが定番になりっっあ

る。キッチンは共同作業場として住宅の中心

であり家族をつなげるための唯一のライブ空

間、コミュニティ・コンポーネントとして生

きている（写真7）。

　建て売り住宅内外に用意されたクラフトの

居場所は、モデルホームでそのお手本が示さ

れる（写真8～12）。

　玄関ポーチ、バルコニー、前庭のフラワー

ポットの置き場、階段の踊り場、手すり、メ

ディアニッチなどの窪みがそうした場所とし

てデザインされている。通りに面したりビン

グルーム（応接間）からは季節の飾り物が見

えたりする。

　前述の戸谷氏は資産価値を生みだす建築デ

ザインの重要な視点として「クラシック」と

いう概念をあげている。アメリカの経済的に

成功している住宅地の建築モチーフはモダン

以前の「クラシック」である。前回に紹介し

たアーバインの最新のビレッジ（住区）「ノー

スパーク」の住宅地案内は、住区全体のテー

マを「クラシック・カリフォルニア」として

いる。イラスト自体もクラシックな絵画タッ

チである。隣の「ノースウッド」ビレッジも

同様なテーマを持っている（図6）。

　トラディショナル・ネイバーフッド・デベ

ロップメント（伝統的近隣住区開発）を視察

して感じたが、土地の価値だけではなく、建

築における資産価値の継続という経済的視点

を忘れてはならないと考える。

　通りに育った、「まちなみ」に育てられた、

と言える人は少ないと思う。私は幸いにも谷

「」集落である400年の歴史のある市場町街道

で育ったので、「まちなみ」の楽しさや親密感

を子供の時から知っている。街道沿いの住宅

はみな店がついている町家である。店は通り

に開いており、人々の交流の場であった。ア

メリカのようにゲートで囲って安全を確保し

たうえで開くことをしなくても、地形が町を

囲っているせいか、安心感とアイデンティテ

ィを同時に持っている空間だった。決してか

っこよくはないが人々の思いのつまったクラ

フトに囲まれていたし、街を歩くといろいろ

な歴史を持つクラフト、人やものの感情を見

ることができた。四季の祭りも「まちなみ」

にやって来た。

　住宅における「クラシック」とはなんだろ

う。ただ占いだけ、過去にあっただけではク

ラシックではない。古いもののなかでも繰り

返し「再演」され一・定の人気と現代的意味を

将来も持ち続けられるものが、経済的にみる

とクラシックなのではないかと思う。日本に

おける「クラシック」はなんだろう。まだ私

にはわからない。今後の課題である。

　日本にも何か「クラシック」があるはずで

ある。通りに育ったものとしてそれを探した

いと思っている。
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図6　「ノースウッド」の一角にある「LANES　END」という小型住宅の販売用イラスト（資料＝
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