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～サワホーム⑪まちなみつ斡

　小田急線「新百合ヶ丘」北口。商店ビルの

立ち並ぶ駅前通りのゆるやかな坂を下り、県

道世田谷町田線を越したところがら周囲の風

景は少しずつ多摩丘陵の里山に近づいてくる。

もとは谷筋の農道であったろうと思われる蛇

行する道を北に向かってしばらく行くと左手

に雑木林が姿を現わす。周辺は何の変哲もな

い住宅地。食料品店の手前を左に折れると、

今まで歩いてきた通りとは明らかに違う雰囲

気の「みち」がちらりとする。誘われるよう

に進むと緩やかにカーブするみちに沿って、

独特の曲面で構成されたRCの人工地盤と重厚

な屋根なみの造形が新緑の森を背景に12年の

熟成を経て静かに営んでいる。

　「オナーズヒル新百合ヶ丘」、ミサワホーム

のオナーズヒル・プロジェクト第1号である。
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　1980年代後半に、ランドプランニングによ

る住環境のトータルデザインを実現すべく

「オナーズヒル・プロジェクト」は誕生した。

　それ以前、70年代から80年代の前半は、

コモンスペースによる豊かな住環境を創造す

る手法として、タウンハウス形式による住宅

建設が盛んに行われた時期であり、ミサワホ

ームも良好なコミュニティ形成を目指してコ

ーポラティブハウジングのまちづくりを積極

的に推進し、各地に大臣表彰を受けた多くの

「作品」が存在する。しかし、これをオナーズ

ヒルとは称していない。

　質の高いコミュニティを創造するという理

念を承継し、戸建て住宅による良好な環境を

備えたまちづくりに発展させようという姿勢

が「オナーズヒル」を生み出したのである。

したがって、その根底には豊かなコモンスペ

ースを確保しながら戸建て住宅としての優れ

た環境と美しいまちなみ、そして良好なコミ

ュニティを創造するという思想が息づいてい

る。

　したがって、オナーズヒル・プロジェクト
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では、造成計画の段階から総合的に住環境を

コーディネートする「ランドプランニング」

がまちづくりのあらゆる部分を貫く共通の思

想となっている。
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　オナーズヒル・プロジェクトは現在、5ヶ

所が実現している。概要は後述するが年代順

に列記する。

　オナーズヒル新百合ヶ丘　　1989年竣工

　オナーズヒル京都門守　　　1989年竣］ニ

　オナーズヒル神戸学園都市　1990年竣工

　オナーズヒル奈良青山　　　1993年竣工

　オナーズヒル長崎新山手　　2000年竣工

オナーズヒル長崎新山手は進行中のプロジェ

クトであり、現在、住宅建設が進んでいる。
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　オナーズヒル・プロジェクトが発足したと

き設計に先立ってつくられたものが、まちづ

くりの理念とも言うべき「オナーズヒル憲章」

である。理想のまちづくりとは何かを模索す

る中でプロジェクトがたどり着いたひとつの

結論であった。

　以降、オナーズヒルの各プロジェクトにお

いては、環境を維持するルールとしての住民

協定や申し合わせであると同時に、ミサワホ

ームのまちづくりの方向性を指し示す規範と

なった。

　ここに全文を紹介する（右ページ表）。
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　「オナーズヒル・プロジェクト」は固定し

た組織ではなく、事業に応じて適宜構成され

てきた。よって多くの場合そのノウハウを体

系的に蓄積する機能が完全ではなく、後のプ

￥

鞍

い

唱」



ド． A

o．

♪（

u．

ロジェクトへのフィードバックが必ずしも有

効に行われていたとはいえない状況であった。

こうした反省から自社のまちづくりのノウハ

ウを集約し、有効に活用できる仕組みを構築

する目的で新たなプロジェクトが生まれた。

　このプロジェクトの活動を通して、独自の

まちづくりに対する理念や手法をまとめっっ

あり、オナーズヒルを含めたさらに多くのま

ちづくりにおいて、質の高い住環境を実現す

るためのさまざまな検討が、このプロジェク

トを中心に行われている。
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　　「オナーズヒル」という呼称に疑問を持つ

方もおありかと思う。

OWNERS’HILL一カタカナで表現すれば

「オーナーズヒル」である。社内でも時に誤植

を見かけるが、「オナーズヒル」が正しい、そ

の意味について触れよう。

　もともとこの名称には2つの意味をもたせ

ようというプロジェクトの意図があった。1っ

は「OWNERS’」に象徴されるように住む人

ひとりひとりがこのまちのオーナーであると

いう共有と協力の意識をあらわしている，

　そして2つめは、HONOUR一オナーである。

このまちに住むことが名誉であり、協調の精

神をもって暮らすことに誇りを感じていただ

きたい。という思いが込められている。

　「オナーズヒル」を冠するとき、単に住環

境という財産を所有しているといったフィジ

カルな面だけでなく、まちに対しての誇りと

深い愛着の意識を持って住んでいただくとい

うメンタルな側面をも兼ね備えていることが

求められている。

　高額物件であることがオナーズヒルなので

はなく、高いコミュニティ意識が存在し得る

環境を整えていることがその条件となるので

ある。
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　「まちづくり」や「まちなみ」と記述する

ときに、書籍や資料によって「街づくり」あ

るいは「町並み」などさまざまな表記がされ

ている。まちづくりの計画に携わるなかで、

明確な使い分けがあるのではないかと思い続

けていたところに一冊の本と出会った、延藤

み　　　　　　　まが　　　　が　ぎぢ　　　ま　　　　　　ね　　　げ　
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1一オナーズヒル憲章一
選

1、
　　ビ1王日
1　オナーズヒルは、自然と人間の調和をめざし、緑豊かな環境の中での
1びのびとした人間生活を営むための21世紀の新しいまちです。

1・の・ち・環境・永遠・・…住む人・・共有・財産で雄・嵐

1舶固有の財田守るとともに賄の財産を押していくことを基本と

空し、このまちの環境維持とその育成へ力をあわせ、次のことを申し合わせ

1就
婁

　　自然の再生

1　自然の地形を生かして造成し、計画的植栽により樹木を美しく育て、自

1然の再生をめざして緑豊かなまちづくりをします。

馨

1まちの調和
1
…
　　それぞれの住宅が作り出す惇まいが、まち全体の美しいハーモニーとな

　るように、外観および造園のデザイン増築、建替えについて事前に調和を

　検討し、ゆとりと広がりのあるまちにします。

環境の共有

　オナーズヒルの共有部分については、まちの共有財産としてその維持管

理を住民全員で取り組み、次世代が受け継ぐにふさわしいまちにします。

文化的で快適な暮らしへの提案

　このまちは文化的で快適な暮らしを営める共通のステージとして、お互

いの生活を尊重するとともに、あたたかい交流の場にします。
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安弘氏の『まちづくり読本』である。

　大阪生まれの延藤氏は、京大大学院卒業後、

国内外の数多くの町で「自分たちのすむ町は

自分たちの手でつくろう」と住民・自治体・

専門家を巻き込んでのまちづくり活動を進め

てこられたが、延藤氏がこの本の冒頭で「ま

ちづくり」の言葉の意味について明瞭に整理

されているので要旨を紹介する。

　「街づくり」という言葉は1962年の名古屋

野栄東地区の都市再開発市民運動においては

じめて使われた。「街づくり」ないしは「町づ

くり」という言葉が一般用語として登場する

のは、1970年代前半、区画整i理やマンション

建設に伴う日照権の侵害などへの反対運動が

起きたときであり、それらの運動の旗印とし

て用いられるようになった。その後、地区レ

ベルでの再開発計画づくりなどの活動が全国

的に広がったとき「街づくり」という言葉は、

住民の身近な居住環境整備に向けて、住民の

多様なニーズをくみ上げ、計画への住民参加

をうながすものとして使われるようになった。

　「街づくり」ないし「町づくり」という言葉

と，ひらがなで表記する「まちづくり」とい

う言葉を明確に使い分けるようになったのは、

1970年代後半になって大都市域の空洞化の進

行する中心市街地の再生をめざして、住民自

らが地域の内側からその環境をつくりかえて

いこうという計画的活動が行われるようにな

り、器としてのハードな環境（もの）に、は

　　　　　　　　　　家とまちなみ44　　2001．9 77



大谷宗之
（おおたに・のりゆき）

　1962年生まれ。神奈川

県川崎市出身。明治大学工

学部建築学科卒業。84年

ミサワホーム株式会社入

社、現在営業企画部営業設

計課に所属。財団まちなみ

大学第一期生。著書に「ま

ちなみ設計コーディネー

ト・マニュアル」（共著）。
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たらきかけていくだけでなく、住民の健康・

福祉・教育・コミュニティの形成など、より

ソフトな領域（生活）をも視野に入れるよう

になった時期である。

　そうした物的環境の改善と、目には見えな

い生活面の向上とを同時に考えていく活動を

意味するものとして、「まちづくり」という言

葉が使われるようになった。「まちづくり」と

は、ものと暮らし、ハードとソフトの問に橋

を架けることといえる。
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　1989年に竣工した「新百合ヶ丘」や「二二」

をはじめ、竣工当時と現在のまちなみを時間

軸で検証するという試みを行った。全国で5

年から10年を経過したまちなみを竣工時と同

じ地点から同じ構図で撮影し直したのである。

　過去と現在、同じ構図の写真を比較できる

事例集を制作し、まちなみが時間の経過によ

ってどのように変化したかを一目で比較でき

るようにした。

　この事例集の制作を通してわれわれが得た

結論は、「きちんと計画されデザインされたま

ちは例外なく美しく熟成している」というこ

とである。当然のことのようだが永い年月に

亘って、まちなみを美しく保つには、住民の

たゆまぬ努力と深い愛着があってはじめて実

現し得る。そして、住宅自体には材料の経時

変化が現われているが、樹木の成長や充実は

それを補っても余りある豊かな景観をつくり

だしている。

　それも、ただ樹木の成長に任せるだけでな

く適切なメンテナンスがなされ、設計者が思

い描いたであろう姿が現実のものとして存在

している。

　まちなみは、工事の竣工時点が完成型なの

ではなく、10年、20年と時を経て熟成を重ね

ていくことによって完成に近づくものとわれ

われは考えている。すなわち、設計者は少な

くとも10年後の姿を基準にしてまちづくりを

考えなければならない。この変化の激しい10

年間を歩んできた実例を知っていれば、10年

後の予測は不可能なことではない。

　10年前のまちなみはわれわれに10年後を語

ってくれた。同じようにこれからミサワホー

ムのまちにお住まいになる方々も、ひとまず

10年後を楽しみに暮らしていただくことにな

るだろう。
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人とともにまちも成長する環境をつくるこ

とがオナーズヒル・プロジェクトの目指すと

ころである。
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　住宅の耐用年数が長期化し、従来の平均値

の3倍を超える性能を有すると認められた住

宅も現われた。省資源や地球環境保全の機運

に対応して住宅のライフサイクルはさらに長

期化することも予想される。日本もようやく

スクラップ＆ビルドからストック＆メンテナ

ンスへの転換期が訪れたといえる。

　当然、まちなみのライフサイクルにも大き

な変化が起こるだろう。10年後のまちなみに

ついて既に述べたが、住宅の耐用年数からす

ると100年以上存続するものも考えられる。

100年後のまちなみを検証するにはもう少し

時間を要するが、将来、戸建て住宅地の居住

環境は2極化をたどると予想している。

　ストック型の社会に移行し既存住宅の流通

市場の水準がアメリカ並みになると、デザイ

ン、メンテナンスおよびコミュニティを主と

した「居住環境」が取引きの重要な材料とな

り、オーナーにとってはそれが資産となる。

たとえ近接する住宅地であっても、その環境

によって資産価値に格差が生じ、高品質なデ

ザインとしっかりとしたメンテナンスが施さ

れている住宅地と、個々の敷地がばらばらに

建築されメンテナンス体制の存在しないもの

とでは、居住者の好むと好まざるとにかかわ

らず両者の間に明確な格差が生じ、市場原理

がその格差にさらに拍車をかけることになる。

そして、荒廃した住宅地はやがて再開発とい

うかたちで淘汰されると考えられる。

　住宅そのものの耐久性が向上しても、それ

らを収容するまちやコミュニティの限界が市

場原理によって大きく変化してしまう。すな

わち、まちづくり計画の良し悪しによってそ

の寿命が決定してしまうのである。

　今までは、多分に情緒的な意味をこめて

「まちなみ」と呼んできたが、近い将来、最寄

駅からの距離と同等の価値観をもって語られ

るようになるだろう。そうなったとき、設計

者自らの計画や理念がどれだけの価値を生み

出すのかが厳しく問われることになる。

　まちづくりに対する重要性と責任は今後い

っそう高まっていくということを改めて胸に

刻んでおきたい。
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変形傾斜地

　オナーズヒル新百合ヶ丘は、1999年にグッドデ

ザイン賞（施設部門）に選定された。既存の住宅

地がGマ「クを受けた最初の事例である、奇しく

も完成から満10年での栄誉となった。

　しかし、素地としてのプロフィールは決して理

想的な住宅用地というものではなかった。本文の

冒頭でも紹介したとおり、谷筋の農道に沿った雑

木林の一角に位置していたが、この雑木林も計画

的に保存されたというよりは宅地造成の比較的容

易な場所はすでに開発され、造成困難な急傾斜地

が手付かずのまま残されたというのが本当の要因

であろう。現在でもこの住宅地に連なる傾斜地は

10年前からその姿をほとんど変えてはいない。南

北255m、東西140m、敷地内高低差約30mの雑

木林、これがオナーズヒル新百合目丘の開発前の

姿である。

森の中にまちをつくる

　土留め擁壁をほとんど設けずに自然地形に沿っ

て宅地造成されている。敷地コンターに沿って中

央部をS字に貫く道路は、川崎市の開発基準ぎり

ぎりの勾配で設計されており、そこに接する宅地

の高低差は建物の基礎によって調整されている。

　また、ここで特筆すべき点は、樹木の多さであ

るg造成前の雑木林の状態で、中高木1，800本、

低木4，500株であったものが、造成後は中高木

2，600本、低木4，500株となり、道路や建築部分

によって植栽範囲が減少しているにもかかわら

ず、造成前より多くの植栽が施された。この結果、

川崎市の環境保全目標である住民一人当たりの緑

地面積6㎡／人を上回る6．9㎡／人を実現した。写

真でわかるように建物は樹木によってほとんど見え

ない。

区画図

「共有」による環境の維持

　「オナーズヒル憲章」はこのプロジェクトにおい

て誕生したが、その環境維持の理念を実現させた

ものは共有システムである。敷地外周の既存道路

を除いて、開発によって新たにつくられた道路や

フットパスは、居住者全員の共有となっている。

電力、テレビ、電話の各ケーブルを収めた地中配

管は各々の敷地内を通ってすべての宅地に接続

し、その施設自体も共有である。

　「OWNERS’」とは意識としての「まちのオーナ

ー」ではなく実際に全員でまちを所有することを

意味している。そして共有することによって利己

的な不協和音が生じることを防いでいる。実際、

居住者のコミュニケーションは良好で、10年を経

過したまちなみの美しさはご覧のとおりである。

写真1中央部のS字道路景観

写真2豊かな緑につつまれた住宅
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写真1お屋敷まちをモチーフとした景観
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CED

［Communlty＆Envlronment　Developmentsysytem］

JR京都駅の西約8㎞、桓武天皇纏陵に嘉す

る約130haの山林を西洋環境開発が「CED（セッ

ド）」という独自の開発コンセプトに基づいてま

ちづくりを行った。オナーズヒル京都温温はCED

のパイロット的な位置付けとして、ミサワホーム

のランドプランニング手法によりデザインされた

まちである。

お屋敷まち

　2，000坪強の敷地は全方位に接織する恵まれた

立地にあり、この独立したブロックを「ひとつの

お屋敷のようなまち」をイメージしてデザインが

施されている。

　既存の外周道路に沿った住宅群とその内部のロ

の字型区画道路、これに囲まれる住宅群というゾ

ーニングによって構成され、外周部分の4ヵ所に

は内部の区画道路につながる露地門が配置されて

いる。外周道路に面するまちの表情は、石積みと

RC壁により構成される築地塀が、お屋敷まちの

外側の顔を構成している。唯一自動車が進入可能

な西側の外露地門から一歩足を踏み入れると、京

都の伝統的な家並みをイメージさせる瀟洒なまち

なみが姿を現わす。

露地

　敷地東側の歩道付きの幹線道路に面して2ヵ所

の露地を配置している。この露地は、茶室の外露

地をイメージし、石組みと植栽によって「外」か

ら「内」への空間の切り替えを演出する場として

デザインされている。余談だが、この露地の石組

みには、大阪城改修のときの石材が使用されてお

り、用材の所々に当時の築城の石組みのためのも

のと思われる「ほぞ」が穿たれているのも、全体

に趣を与えている。

コミュニティ

　入居から13年が経ち、一部に居住者の入れ替わ

りもあるが、15世帯のコミュニティは今も健在で

ある。関係者以外の出入りが少ない道路計画は、

コモンスペースとしての性格を持ち合わせ、みち

を歩いているときの、見る、見られるという関係

がお互いを身近に意識する環境を自然につくるこ

とができたし、外に閉じた造園設計が内部空間に

対する共有意識を一層強くした。

　先般、お住まいの方に、共有地について話しを

聞く機会があった。完成当時に入居した老夫婦と

2年前に仲間入りした若奥さんは、共有の露地の

手入れを月に1回みんなでやっているが、手と口を

両方働かせながら井戸端ならぬ露地端会議になっ

て、情報交換とストレス解消をしているというこ

とだった。「共有地がなかったら、これだけ結束

しなかったかもしれない」と語ってくれた。

区画図

家とまちなみ44　　20019
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写真1緑におおわれた景観

環境の再構築

　神戸市西部、数々の大学や専門学校を集積した

神戸研究学園都市にあり、西神線学園都市駅より

徒歩約6分のところに位置する。オリックスのグ

リーンスタジアムまで歩いても10分たらずの好立

地だ。計画に着手したのは、土地神話が頂点を極

めた時期、無秩序な開発が社会的な改善機運を押

し上げ始めた時期でもあった。こうした中、研究

学園都市という大きなポテンシャルを秘めた開発

に「住まう」ことに軸をおいた自然環境を創造す

るまちづくりが新たな試みとして実施された。

コラボレーション

　オナーズヒル・プロジェクトの中で、唯一コン

セプト構築の段階から、外部ブレーンとの協働で

進められた。当時、宅地開発に関する環境問題を

解決するための確たる手段を得られず、模索を続

けるなか、米国では環境開発型の計画手法により

資産価値を高めるまちづくりが既に実践され定着

していた。米国でランドプランニングの先駆的な

活動を展開していたESRIとのコラボレーションは

こうした背景によって進められた。

クラスターコモン

　プロジェクトの特徴は「クラスターコモン」に

よる宅地計画である。土地利用計画の数字に示さ

区画図

れるように、通常の宅地開発では全体の10％から

15％は必要とされる道路面積が8％に留まり、共

有道路であるクラスターコモンが全体の19％を占

めている。道路の7割以上が共有地となっている。

　その理由は、好立地ゆえの土地価格から高密度

化をはかるために建物は3階建てとし、敷地面積

をコンパクトにおさえた代わりに、コモンスペー

スとしての「みち空間」の充実をはかったことに

よる。共有地については、維持管理が常に懸念材

料とされるが、ここでもll年を経過した今も美し

いまちなみはそのままである。
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写真1石垣をデザインした造成
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写真21993年のまちなみ

写真31998年のまちなみ
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緑のネットワーク

　奈良市北部の丘陵地に位置し、風致地区に指定

されている緑豊かな環境下でのまちづくりである。

敷地は高低差出22mの南傾斜の地形であり、西側

は12mの幅を持つ歩行者専用道路に接している。

　マスタープランは、この西側に接する歩溶血と

敷地内の各住戸を有機的に結び付け、連続した緑

のネットワークを構成することを主眼に組み立て

られた。まちの中央部から外側へ伸びる緑道とシ

ンプルな環状道路による歩車分離の導線計画によ

り、安全で緑豊かな環境と変化のあるまちなみ景

観を実現している。

自然素材

　造成のための構造物や緑道の仕上げについては

徹底して自然素材にこだわっている。宅地の擁壁

には可能な限り地元で産出する石材を使用し、石

垣の景観を演出している。また、緑道の舗装も自

然石平板や造成で発生した土を改良した三和土

（タタキ）仕上げを施している。撮影のため、竣

工から5年を経過した現地を訪れたときの印象は、

まちなみが落ち着いた味わいのある雰囲気を醸し

出しているということだった。自然素材は、苔や

雨垂れの跡を味わい深い魅力に変えてしまう力を

持っている。

クルドサック型コモン

　コミュニティの親密度を高めることと宅地の有

効率を高めるために、7ヵ所にクルドサック型の

道路を配置し、これを住宅が取り囲んでいる、み

ち広場としてのクルドサック型道路が前述の緑道

と接続され、歩行者動線のネットワークをより強

固なものとしている。より快適に、より安全に、

まちの中を行き来できる「みち」が、このまちの

コミュニティの動脈として現在でも重要な役割を

果たし続けている。
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森にも、海にも、誇れる街

　オナーズヒル・プロジェクト最新にして最大の

規模である。長崎市の市街地から東へ約7㎞、橘

湾を眼下に望む標高100mの高台に位置し、東に

八郎川、西に自然林を有する豊かな自然環境の中

にある。

　テーマは「森にも、海にも、誇れる街」。周辺

の自然環境に対する影響を可能な限り軽減するよ

うにまちづくりが行われた。開発面積45．4haの

約4分の1にあたる10，8haを残置森林として保存

し、自然散策路の整備をはじめ、自然の沢を活用

した「蛍の泉」計画を進めている。これに加えて、

地区内に140種類約51，000本の植樹を行い、積極

的な緑化をはかった。

　造成段階で出土した約3万m3の岩石を場外廃棄

せずに、破砕機を導入して道路や宅地の地盤材料

として再利用することにより、岩石や資材の搬入

出に伴うトラックの大気汚染を低減している。ま

た、造成工事中に生じる湧水や雨水を一旦貯留し、

区画図

処理を施した後に放流することで、八郎川やその

先にある橘湾の水質保全をはかっている。平成10

年より宅地造成工事に着手し、最終の第3工区の

299区画も本年7月竣工、これにより合計753区

画の宅地が整備され、2，600人の生活がこの地で

営まれることになる、

まちづくりルールブック

　昨年夏より住宅建設が始まった、まだ生まれた

ばかりのまちである。まちなみについて述べるに

はもう少々待たなけれぼならないが、ここでは入

居される方が快適に暮らし、豊かな環境を共有す

るための、ルールブックが用意されている。「ま

ちづくりルールブック」と呼ばれる冊子は、宅地

や建物そして外構・植栽、さらにTVアンテナや

屋外設備機器の位置に至るまで、詳細なルールが

定められている。

　まちの共有財産である環境は、入居者全員の協

力のもとに成り立つということを考えれば、この

ルールブックが豊かな住環境へと住民を導くナビ

ゲーターであるといえる。

写真1橘湾を望む全景 写真2第1期のまちなみ
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