2015米国住宅地まちなみ視察調査
（平成27年7月5日〜7月11日）

米国における
“ウォーカーブル、サスティナブルでチャーミングな街”
街並みのデザインと最新住宅事情を探る
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ニューオリンズ・フレンチ・クォーターのまちなみ

Ⅰ．2015年度視察のねらいと成果

佐々木 宏幸
フッド」

視察のねらい
昨年の住宅生産振興財団・日本経済新聞社主催の第26

・ルイジアナ州ニューオリンズ市のガーデン・ディス
トリクト

回まちなみシンポジウム「海外で活かされる日本のまち
づくり」において、
「海外における住宅地開発」と題した基

・テキサス州ダラス郊外のエッジ・シティにおけるセ
ンター地区開発としてのラス・コリーナス

2014年の5年間で訪れたまちなみ視察の視察先66箇所を
建設時期にもとづき時系列で整理し、19世紀以降の主に

4）1980年以降に始まったニューアーバニズム理論に基

Neighborhood Development）」
西フロリダのメキシコ湾沿いのDPZの3つのリゾート
コミュニティプロジェクトである

に以下のように位置づけられる。

・シーサイド
・アリス・ビーチ

1）19世紀から20世紀にかけての
「歴史的ダウンタウン」
・フロリダ州ペンサコーラ市のダウンタウンにあるヒ

・ローズマリー・ビーチ
5）1980年以降に始まったニューアーバニズム理論に基づ

ストリック・ペンサコーラ・ビレッジ

く都市型開発「ニューアーバン・インフィル」

・観光地としても有名なルイジアナ州ニューオリンズ

・ダウンタウン再生プロジェクトであるフォートワー

市の歴史地区フレンチ・クォーター
2）19世 紀 か ら20世 紀 初 頭 に か け て の「 歴 史 的 ネ イ バ

1800

主要な特徴
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年度視察のねらいと成果

づ く「 伝 統 的 ネ イ バ フ ッ ド 開 発（Traditional

米国における住宅開発の流れを図1のようにまとめた。

今回のまちなみ視察の主要な視察先は、この流れの中

Ⅰ

調講演を行う機会をいただいた。それを機に2010年から

3）
20世紀後半に開発された「エッジ・シティ」

19 世紀

1900

ス市ダウンタウンのサンダンス・スクエア

20 世紀前半

1950

20 世紀後半

都市型

21 世紀前半

NU インフィル

歴史的ダウンタウン
歩いて暮らす

建物のフロンテージ

ストリートネットワーク

歩車共存

格子状ストリート

小街区

高密度

複合用途・多様な住宅タイプ

■アレキサンドリア（ヴァージニア）
■ジョージタウン（ヴァージニア）

2000

■ハイランズ・ガーデン・ビレッジ（シアトル）
■パールディストリクト（シアトル）
■ミッションベイ（サンフランシスコ）
■ベイストリート（エマリービル）
■ソレイユコート（サンディエゴ）
■ソートンプレイス（シアトル）
■サウスレイクユニオン（シアトル）

TND ／ TOD

歴史的ネイバフッド
■オークパーク（シカゴ）
■リバーフォレスト（シカゴ）
■クイーン・アン地区（シアトル）
■ノブヒル地区（ポートランド）

ガーデン・サバーブ
■セントフランシスウッド（サンフランシスコ）
■ハムステッドガーデンサバーブ（ロンドン）
■ベッドフォードパーク（ロンドン）
■リバーサイド（シカゴ）

ガーデン・シティ
車依存

緑のバッファー

緑のネットワーク

歩車分離

緩やかなカーブとクルドサック

スーパーブロック

低密度

単一用途・戸建て住宅

■レッチワース（ロンドン）
■ラドバーン（ニューヨーク）

■アイブルク（アムステルダム）
■ミレニアム・ヴィレッジ（ロンド）
■チャタムスクエア（アレキサンドリア）
■レストンタウンセンター（DC）
■ベゼスタロウ（DC）
■ヒストリックフロントストリート（NY）
■ステートウェイガーデンズ（シカゴ）

■ステイプルトン（シアトル）
■フェアビュー・ヴィレッジ（ポートランド）
■オレンコステーション（ポートランド）
■ハーキュリーズ
■クロシングズ（マウンテンビュー）
■プラヤビスタ（LA）
■ハイポイント（シアトル）
■イサクアハイランド（シアトル）
■ケントランド（ゲイサーズバーグ）
■レイクランド（ゲイサーズバーグ）
■キングファーム（DC）

環境共生
折衷型開発

■ビレッジホームズ（デービス）
■アルメーレサンアイランド
（アムステルダム）
■ワンラウドウン（DC）
■エコロニア（アムステルダム）
■サンエリホヒルズ
■GWL テレイン（アムステルダム）
（サンディエゴ）
■太陽の街（アムステルダム）
■BRE イノベーションパーク（ロンドン）

ニュータウン／エッジ・シティ
■フォスターンティ（サンフランシスコ）
■ブラフス （アーバイン）
■ウッドブリッジ（アーバイン）
■ラデラランチ（アーバイン）
■レストンニュータウン（DC）
■オーチャードヒルズ（アーバイン）
■ベイカーランチ（レイクフォレスト）
■パビリオンパーク（レイクフォレスト）

郊外型

図1：欧米における住宅地開発の流れ
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上記のプロジェクトに加え、今回の視察では、日本の住
宅メーカー2社が参画するプロジェクトも訪問する機会
を得た。
6）大和ハウス工業の米国における賃貸住宅事業の一環で
あるダラス・フォートワース地区郊外のウォーターズ・
エッジとバークレー（ともにゲーテッド・コミュニ
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ティ）
7）住友林業がダラス郊外で行う住宅分譲事業ミラ・ラ
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ゴス
写真1：セントラルスクエア前に並ぶフードトラック

これらの位置づけをもとに、今回の視察「米国における
“ウォーカブルな街” の街並みデザインと最新住宅事情を
探る」の目的は以下の二つにまとめられる。ひとつは、
ニューアーバニズムの思想の原点（歴史的ダウンタウン
とネイバフッド）と実践の原点（シーサイド）
、そして対極
にあるエッジ・シティ
（ラス・コリーナス）
からニューアー
バニズムを考える。もうひとつは、日本の住宅メーカーの
海外進出の現状から、今後の海外における日本企業の住
宅事業展開の可能性と課題を考える。

視察の成果

写真2：幹線道路沿いのレストランのテラス

・30年後のシーサイド
1980年代に西フロリダのメキシコ湾沿いに建設され
たシーサイドは、当時大型のリゾート開発が進む米国に
おいて、全く新しいタイプのコテージ型リゾート・コミュ
ニティとして注目を集めた。独自のアーバン・コードによ
るネオ・トラディショナル・スタイルの建物のデザイン
規定や白いピケットフェンスが創り出す統一感のある街
並 み は、1998年 に 公 開 さ れ た 映 画「 ト ゥ ル ー マ ン・
ショー」の舞台としても使われた。しかし一方、映画での
この街が巨大ドームの中に造られたセットという設定で
あったことからも、街並みが過度に統一され過ぎていて

写真3：パラソルの並ぶシーサイドのビーチ

味気ない映画のセットのような街と揶揄されることも

2

あった。このように、シーサイドの評価は、建設当初は二

幹線道路沿いのフードトラックにはランチ時ということ

分されていた。そんなシーサイドも建設から30年以上の

もあり長蛇の列ができている（写真1）
。道路のビーチ側に

歳月が経過した。

あるマーケットでは多くの人々が商品の品定めをし、レ

今回の視察で、久しぶりにシーサイドを訪れる機会を

ストランのテラスは空席もないほど賑わっている（写真

得た。前回の訪問は2009年の暮れ、クリスマスを過ぎた

2）。人々は道路をひっきりなしに横断し、幹線道路の車列

年の瀬であったが、今回は7月6日、まさに米国の学校の

は徐行運転を余儀なくされている。白砂のビーチには所

夏休みの真最中、トップシーズンの訪問である。

狭しとブルーのパラソルが並び（写真3）、パビリオンを通

久しぶりに訪れたシーサイドは、6年前の訪問時とは異

り抜け、次々と住民が白砂のビーチに下りてゆく。現地の

なる様相を呈していた。シーサイドの象徴である郵便局

担当者の説明を待つまでもなく、リゾート・タウンとして

の周りに広がるセントラルスクエア周辺は人と車で溢れ、

のシーサイドの成功は明白であった。
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今 回 の 訪 問 を、シ ー サ イ ド・イ ン ス テ ィ テ ュ ー ト
Seaside Instituteの ス ミ ス 女 史、シ ー サ イ ド の タ ウ ン・
アーキテクトのナン氏、コテージ・レンタル・エージェン
シーCottage Rental Agencyのハンリー女史が温かく迎え
てくれた。
彼らの説明でも、近年のシーサイドの成功は想像以上

Ⅰ

だったようだ。彼らとしてもニューアーバニズムの最初
の実践例が30年以上の歳月を越えて評価されることはう
れしいが、同時に予期せぬ問題も引き起こしているそう
写真5：ラスキン・プレイス中央の芝生広場

機目的の購入を促し、当初想定した従業員などの居住は
進んでいない。また、現在の定住率は10パーセントほど
であり、資産としての所有が大部分を占め、コミュニティ

後に計画したローズマリー・ビーチでは、このサイズを

創造の障害にもなっている。さらに、セントラルスクエア

中心部のオープンスペースに適用したらしい。こんな裏

周辺に配された商業施設やレストランなどからなるシー

話を聞けたのも今回の訪問の収穫である。

年度視察のねらいと成果

である。人気ゆえのシーサイドの不動産価値の上昇は、投

2
0
1
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サイドの「ダウンタウン」も人気で、シーサイドの住民や
宿泊者だけでなく、周辺リゾートからも多数の来訪者が
押し寄せ、深刻な駐車場問題を引き起こしている。

・シーサイドから学ぶこと
シーサイドは今回の視察における最初の主要な訪問先

このように予想以上の人気を得ているシーサイドであ

であった。そのため、その後の行程で他のプロジェクトを

るが、彼らに案内され実際に歩いてみると、その理由も納

訪れる度に、シーサイドを参照しながら見て廻ることが

得できる。30年以上の歳月が過ぎ、程よく年季の入った

でき、そのことが視察の成果の向上に大いに役立った。

建物、豊かに育った地域特有の植物、使い込まれた庭の

シーサイドでの経験を活かしドゥアニーにより設計さ

デッキやバーベキューセット、家々の間を縫って走る1.5

れたローズマリー・ビーチ（写真6）は、シーサイドと同様

メートル幅ほどの歩行者用通路から垣間見れる家々は絶

に適切なスケール感と多様性を有し、参加メンバーの評

妙な距離感で建ち並び（写真4）
、中心部の商業地区とは異

判も良好であった。一方、ドゥアニーによる設計でありな

なる落ち着いたリゾートの佇まいを見せている。何とも

がら、建設が遅々として進まないアリス・ビーチ（写真7）

そのスケール感が心地よい。唯一の例外がシーサイドの

は、施設や外部空間のスケールが大き過ぎること、デザイ

中心、セントラルスクエアだろうか。案内してくれたタウ

ンが画一的過ぎて多様性に欠けること、などの理由で、参

ンアーキテクトのナン氏によると、設計者のアンドレス・

加メンバーの評価は芳しくなかった。

ドゥアニーは、セントラルスクエアは大き過ぎたと後悔

また、フォートワースのダウンタウンの中心地区、サン

しているそうだ。彼は、もうひとつのオープンスペースで

ダンス・スクエア（写真8）は、地区の中心となるプラザの

あるラスキン・プレイス（写真5）が適切な大きさと考え、

建設、物販、飲食、娯楽、業務、公共、住宅などの多様な用

写真4：歩行者用通路から見る庭

写真6：ローズマリー・ビーチのメインストリート
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途の複合、歴史的建造物の保存などにより心地よいス

のバランス、そこから生み出される人間的な賑わいの大

ケールの賑わいを創出し、広大なダラス・フォートワース

切さを実感できたのではないだろうか。

地区におけるオアシス的存在であった。一方、エッジ・シ
ティの中心地区としてのラス・コリーナス（写真9）は、巨

Ⅰ
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・日本の住宅メーカーの挑戦

大な開発規模と空間のスケール、多様性と賑わいの欠如

大和ハウスカリフォルニア社と住友林業アメリカ社の

などから、参加メンバーからは否定的な意見が多く聞か

手掛けるプロジェクトを視察できたことも本視察の大き

れた。

な収穫であった。特にまだ米国進出していない住宅メー

視察最終日の朝食時の参加メンバーから、
「シーサイド

カーからの参加者達には、色々と考える機会を提供して

のような空間こそわれわれ人間が本質的に求めている空

くれたのではないだろうか。大和ハウスカリフォルニア

間ではないか」との意見を聞くことができた。今回の視察

社は、米国ディベロッパーの建設した賃貸住宅コミュニ

を通し、参加メンバーは空間のスケール、統一感と多様性

ティを購入し、賃貸事業を行いながら物件価値を向上さ
せ、数年後に売却するビジネスモデルの確立を目指して
いるとのことであった。また、住友林業アメリカ社は、米
国のビルダーと共同で、戸建て分譲事業を行っていた。い
ずれの会社にも共通しているのは、米国に進出して間も
ない現在は、米国における住宅地開発事情を学びながら、
日本企業の強みを模索している段階であるということだ。
人口減少による日本国内の住宅マーケットの縮小が不
可避な中、海外への進出は必須であろう。是非、アメリカ
型モデルのアレンジではなく、日本の住宅メーカーなら
ではの強みを生かした持続性のあるビジネスモデルを確

写真7：アリス・ビーチの歩行者用通路

立していただきたい。

謝辞
今年も本視察に同行講師として参加する機会をいただ
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なプロジェクトの説明をして下さったSeaside Instituteの
Smith女史、Seasideのタウン・アーキテクトであるNunn
氏、Cottage Rental AgencyのHanley女史、大和ハウスカ
写真8：サンダンス・スクエア全景

リフォルニア社の脇田社長、森本部長、高岡マネージャー、
住友林業アメリカ社の座親マネージャー、Bloomsﬁeld
Homes社のSingletary氏にこの場を借りて感謝の意を表
したい。
そして、視察参加者のみなさんが、本視察で得た経験を
活かし、今後の国内外での良好な住環境の創造に貢献す
ることを切に願う。

写真9：人工湖に面するラス・コリーナスの住宅群

4

2015米国住宅地まちなみ視察調査

Ⅱ．12年の時を経て

温井 達也

はじめに
財団の米国住宅地開発事例視察調査への参加は2回目
となる。前回は2003年で大学の修士１年生として参加さ
せていただいた。今回の視察地の中でもペンサコーラ、
シーサイド、ローズマリービーチは前回の視察対象地で

Ⅱ

もあり2度目の視察となった。まちの変化や、私自身の感
じ方の違いを確かめる目的もあった。
12年前は、まち歩きの視点が定まっておらず、社会学

年の時を経て

12

者の三浦展先生や、アーバンセクション代表の二瓶正史
先生、筑波大学の渡和由先生の後ろを付いてまわり、手当

写真3：前面に自転車を積むことができるバス

たりしだいに写真を撮っていた。しかし今回は、10年間
つくば市というまちに腰を据え、ＴＸの開通によって大

メインストリート

きく変化していく時に様々なまちづくり、まち育ての業

には、色とりどりの自

務に関わってきた中で、歴史あるアメリカの住宅地のど

転車型のバイクスタ

のような点に注目して見たいのか、どのような変化を知

ンドが目立っていた。

りたいのか、何を学んで自分の仕事に生かすのかといっ

また、それがモニュメ

た自分の中の目的を明確にして視察調査に参加すること

ントとしての存在で

ができた。

はなく、実用されてい
る様子もあちこちで

特に同じ視察地に12年の時を経て訪問できたことはと
ても勉強になった。現在私が仕事の中心として関わって

見られた。
（写真1、2）

いるつくばの住宅地は、12年前は生まれたばかりの子供

通勤時間にあたる午

のようなものであった。生まれてすぐの12年は凄まじい
スピードでの成長をみせるが、それでも遠く成熟には及
ばない。対して、今回の視察地であるペンサコーラ、シー

写真1、2：色とりどりの自転車型のバ
イクスタンド

前7時ごろに通りを散
歩していた時には、前

面に自転車を積むことができるバスと何台もすれ違った。

サイドはすでに12年前に海外から視察団が来るほどに魅

（写真3）自宅から最寄りのバス停まで自転車で移動し、そ

力あるまちだった。歴史が積み重なり十分に魅力を醸し

こからバスを利用する通勤形態だけではなく、職場の最寄

出しているまちにとって、12年という歳月は大した時間

りのバス停まで自転車とともにバスに乗り移動して、下車

ではなく著しい変化は見られないのか、それとも12年前

後はまた自転車を利用するという今の日本では考えられ

と違う姿を見せてくれるのか、非常に楽しみにしていた。

ない通勤方法も確立しているようである。なるほど、この

また、前回の視察では新しく開発している最中であった

ようなバスが利用で

ローズマリービーチがどのように変化を遂げているのか

きれば自転車とバス

も興味深く、注目していた点である。

の乗り継ぎでかなり
遠くまで行ける。また、

本稿では前回の写真との対比や、今回の視察で感じた

まちの景観に溶け込

まちの変容を中心に記載し、調査報告としたい。

んでメインストリー
ト沿いに洒落たバイ

歴史と変化のまち：
「ペンサコーラ」
ペンサコーラで特に目についたのは自転車利用を促す

クショップがあり、行

取り組みと、それが功を奏しているまちの様子だった。

政からのお仕着せで

12年前の調査では自分の気づきが足りなかったこともあ

はなく自転車がまち

るのかもしれないが、自転車のまちであるという雰囲気

の足になっている様
子が窺えた（写真4）
。

を感じることはなかったように思う。
写真4：洒落たバイクショップ
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Ⅱ
年の時を経て

12

写真5：歩道空間に対する屋外店舗利用

写真7：前回訪問時のローズマリービーチ

そしてこれは12年前に訪問した時から感じていたことで
あるが、歩道空間に対する屋外店舗利用の促進が著しい
（写真5）
。日本でもオープンカフェ条例など、まちに賑わ
いを与える手法として取り組みが始まっているが、ペンサ
コーラでの歩道へのテーブルや椅子の張り出し利用の徹
底ぶりには驚かされた。それらのオープンカフェをはじ
め、街中の店舗の近くにはそれぞれバイクスタンドがあ
り、自転車と徒歩での移動が自動車での移動よりも心地よ
く便利で、また楽しめるまちになってきていると感じた。
歴史のあるペンサコーラであるが、その歴史の積み重

写真8（左）、9（右）
：前回訪問時のローズマリービーチ

ねの美しさを崩すことなく自転車という新しいムーブメ
ントが調和していることを肌で感じることができた。

開発から12年の成長のまち：
「ローズマリービーチ」
前回訪問時の（写真6・7・8・9）ローズマリービーチは
発展途上であり、賑わいからはまだ程遠かった。建設途中
の建物も多く、人の姿もまばらだったが、現在は観光地の
ような賑わいを見せていた。
（写真10・11）写真の対比か
らも、その違いが歴然だ。住人だけでなく観光客も浜辺前
の芝生広場（THE WESTERN GREEN）に、自転車を置いて、
ビーチで遊んでいる。ここでも自転車利用がまちに浸透し
写真10：賑わいのある現在のローズマリービーチ

てきていることを感じた。またペンサコーラ同様、歩行者

写真6：前回訪問時のローズマリービーチ

6

2015米国住宅地まちなみ視察調査

写真11：賑わいのある現在のローズマリービーチ
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写真13：12年前のシーサイドPost oﬃce

が歩けないほどに店舗前の歩道利用が盛んであった。
（写
真12）新しく開発されたまちならではのスピード感のあ

年の時を経て

写真12：ローズマリービーチでの店舗前の歩道利用

12

る変化と成長を目の当たりにし、さらにこの先のローズマ
リービーチの変化の行方にも注目していきたいと思った。

輝きを増す海辺のまち：
「シーサイド」
今回の視察で最も印象に残る変化を遂げていたのが
シーサイドである。まちのシンボルの一つであるPost
oﬃceの写真を12年前と比べてみると（写真13・14）前の
歩道が舗装され、道路との間に大きなプランターが設置

写真14：現在のシーサイドPost oﬃce

されていることがわかる。このことによって以前の広く
てどこかのっぺりとした表情から、混み合い感がある華
やかな雰囲気に変わっている。バスから降りたときに、観
光地に到着したような印象を受けた。
また、Post oﬃceから放射状に広がる2軸の道の一方に
当たるLycumの空間も改修されていた。中央の芝生広場は
両サイドに植え込みが施され、コンパクトな印象になって
いた。
（写真15・16）そしてSmolianCircle側のテラス部分
には、丸い柱が設置され、樹木も大きく育ち、建物や樹木
に包まれたように感じる空間になっている。
（写真17・
18）12年前の写真と現在の写真を比べると、より親和性が
写真15：12年前のLycum空間の中央の芝生広場

あり落ち着ける空間になっているのが伝わってくる。
シーサイドはペンサコーラほどでは無いまでも、歴史の
あるまちで、12年前の視察の際にもすでに景色は美しく
個性的で海外から視察が呼べるほど十分に発展していた。
にもかかわらず12年間という決して長くはない時間の中
でニューアーバニズムの考えをもとに、まちそのものに手
を加え変化していたことに強い感銘を受けた。ペンサ
コーラ、ローズマリービーチなどでも見た、歩道空間にお
ける屋外店舗利用などの方法で、まちの使い方を工夫して
混み合い感を演出、賑わいを出すという後付けのやり方だ
けではなく、スケール感に着目しデザインそのものに手を
写真16：現在のLycum空間の中央の芝生広場
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加えてさらに魅力を出していこうという心意気に感動す

車」がまちに溶け込みながら少しずつ景色を変えていっ

る。シーサイドは訪れる者に対し、まちの持つ歴史の積み

た結果がそこにあった。それは新興のローズマリービー

重ねで感動を与えるだけではなく、訪れるたびに新しい表

チも歴史あるペンサコーラも同様であった。自転車ひと

情で魅せ、いつでも
「長い歴史の中でも今が一番魅力的」
と

つをとっても、ただ「エコロジーである自転車に乗ろう」

感じさせようとしているように思われた。また、ここでも

というスローガンだけでなく、色鮮やかなバイクスタン

レンタサイクルショップ（写真19）やバイクスタンド（写

ド、たたずまいの美しいバイクショップ、ビーチにつなが

真20）が盛況を見せており、多くの人がシーサイドを訪れ

るバイクスタンドなど、自転車がまちに溶け込み、まちが

て自転車で観光しているのが見て取れる。

自転車を取り込んで美しく姿を変えていく。
これからも長く続く歴史の中で、変化していく社会が新

まとめ
年の時を経て

12

しい何かをまちに求めていくたびにそれを取り込んでペ

今回の視察調査では歴史的なまちと新しく開発された

ンサコーラもローズマリービーチも、そしてシーサイドも

まちを対比し、また12年前と並べて見ることで、それぞ

これまでと違った魅力的な表情を魅せるのだろう。その姿

れのまちが様々な手法で人通りの混み合い感を演出し、

をこれからも見守っていきたいし、そこから学んだことを

まちに活気を与えようとしている事を強く感じた。また、

自身のまちとの関わり合いに生かしていきたいと思う。

シーサイドにおいては改修されている場所からも、ス
ケール感を重要視している事を再認識する結果となった。

8

謝辞

まちを育てることには当然ゴールというものはなく歴史

今回の視察に参加させていただき、大変感謝しており

あるまちも新しいまちもさらに輝くまちへの変容を求め

ます。視察準備や手配をしてくださった、住宅生産振興財

て努力を重ねている。その様子から学べるものは多かっ

団様の松本専務をはじめとした皆様、シー・ムーン企画

たように思う。

の湯本様。楽しく同行させていただいた参加者の皆様。そ

前回参加した視察調査と今回の視察調査のインターバ

して、視察中に丁寧な解説を加えてくださった佐々木先

ルの時期はちょうど、どのまちでも自転車利用の促進に

生にこの場を借りて感謝の意を表したいと思います。あ

官民が連携して取り組んでいる時期だったようで、
「自転

りがとうございました。

写真17：12年前のSmolianCircle側のテラス部分

写真19：レンタサイクルショップ

写真18：現在のSmolianCircle側のテラス部分

写真20：バイクスタンド
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Ⅲ．プロジェクト報告

1. シーサイド
爲國 清治
はじめに
シーサイドは、メキシコ湾に向かって大きく広がる青

Ⅱ
Ⅲ

い海と真っ白な砂浜に面したリゾートコミュニティーで、
人を惹きつける魅力は開発開始から36年経った今でも衰

訪れたシーサイドの街は、ヴァカンスを楽しむ人々で溢

上、写真2：ランチタイムに賑わいをみせるセントラルスクエア前の商業施設
下、写真3：水着に着替えて海へと向かう人々

れかえっていた。
（写真2）ランチを楽しむカップル、水着

プロジェクト報告

えていない。
（写真1）その証拠に、夏のトップシーズンに

に着替えて海へと走る子ども達、誰もが青空からの陽光
写真1：青い海と白い砂浜にマッチしたシーサイドのファサード

に満面の笑みを浮かべていた。
（写真3）

写真4：街区の様子が分かるシーサイドの航空写真
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このシーサイドの賑わいは、多様な用途の施設が共存
することに起因する。80エーカー（≒32ha）の土地に489
の住戸と76の商業テナント、学校、教会、シアター、ポス
トオフィス等が建ち並び、各住戸から主要施設に歩いて
アクセス出来るスケールに納まっている。今回の視察で
この街を訪れるにあたり、2つのポイントを定めた。1つ
目はコンパクトでウォーカブルなスモールビレッジのス
ケールを体感すること。2つ目は開発当初から人気の衰え
ない経年価値とそこでの人々の暮らしを知ること。以下、

Ⅲ

街の特徴について感想を交えながら紹介したい。

プロジェクト報告

街の特徴

図1：建物のデザイン指針アーバンコード

1908年フォードＴ型のデビューに端を発し、車依存社
会に向かったアメリカでは、歩車分離を基本とする街の
郊外化が進んだ。それに対して、1979年から開発が始
まったシーサイドは、ニューアーバニズムのエポックと
してDPZ（アンドレス・デュアーニとエリザベス・プラター
ザイバーク）によって計画された。歩行者と車の共存を前
提とし、既存の道路と街をいかに関係づけるかというこ
とをテーマにしたストリートネットワーク重視型のプロ

写真5：ペデストリアンパスに面した豊かな外部スペース

ジェクトで、街が都市の一部であるという考え方に基づ
いている。計画の中心を街区とし、ストリートの中にオー
プンスペースを配置しながら街の骨格をつくっていく。
街区はフロントストリート・アリーウェイ（裏路地）
・ペ
デストリアンパス（歩行者）の組み合わせで構成され、路
上駐車帯による幅員制御と横断歩道による、自動車のス
ピードコントロールが取り入れられている。
（写真4）路上
駐車帯と、車をフロントストリートで処理している点に
は賛否があるが、その分ペデストリアンパスを挟んで奥
まったオープンスペースには、テーブルと椅子のあるテ
ラスやバーベキュースペースが展開され、より豊かなコ

写真6：シーサイドのスカイラインを形成する3階部分の塔屋

ミュニティーが形成されているように感じた。
（写真5）
歩き進むと、各住戸の3階部分に、眺望が楽しめる塔屋
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があることに気づいた。これは、必ず設けることになって

を与える調和を確実にする一方で、多様性を推進せねば

いるとのことで、外観の特徴となり、街のスカイラインを

ならないとある。コードを基に建築家がデザイン力を発

形成している。聞くところによると、お互いの視界を遮ら

揮でき、統一感と、異なる個性の強調が同時に実現するの

ないような位置に配置されているそうだ。
（写真6）シーサ

だというが、このアーバンコードにより街並みが過度に

イドの建物は独自のアーバンコードといわれるデザイン

統一され過ぎていて味気ない、映画のセットのような街

コードに支配されている。これは壁面後退等とは違った

と揶揄されることもあるそうだ。この点について興味深

考え方で、敷地の中で建物を配置する範囲を規定するも

い話を聞くことができた。ストリートに近い建物ほど外

のとなっていて、
（図１）このコードを守りながら、アーキ

壁の色を淡く、離れるほど彩度を上げるという決まりが

テクトが自由に計画を進める。コードは創造性を妨げる

あるらしいのだ。道路に面したファサードは控えめに…

ことなく建物に適用させること、コミュニティーの性格

といったところか。また、一見どれも同じように見えるピ

2015米国住宅地まちなみ視察調査

街の価値が上がりすぎて、プライマリーユニットの住

インがあってはならないというルールがあるとのことで、

人として当初想定していたショップ店員がそこに住めな

こういった目を凝らさなければ気付かないような、きめ

い、定住者は10％程度で、エージェントを介して貸して

細やかな配慮のあるこの街並みは、
『画一的』ではなく

いる所有者が多い、外部からの車の流入が多すぎてパー

『ハーモニーのある…』と、自分の目には映った。

キングが足りない等の成功ゆえの予期せぬ問題が起きて

シーサイドの経年価値を考える上で、特に外壁の美し

いるということを知り、今後のコミュニティーの行く末

さが目を引いた。この街で使える建築材料は、この50年

を案じつつも、量を供給する時代から価値を創造する時

間流通し続けているものでなくてはならない。これは、誰

代への変化に対応する術を考えさせられる視察となった。

もが改修可能な普遍的素材に限定するという理念に基づ

プロジェクト報告

ケットフェンスについて、1つの通りで2軒以上同じデザ

写真8：横断歩道で車はほぼ確実に一時停止をする

Ⅲ

写真7：各戸の外壁メンテナンスがうまくいっている様子がみられた

（写真9）にこやかな人の行き交うビーチリゾートでメキ

いている。
（写真7）メンテナンスの視点から、リフォーム

シコ湾の陽光を浴びながら、とても心地よい汗をかいた。

の際に使用する建材について、シーサイドタウンアーキ

もっとゆっくりと滞在してみたいと、心から思った。

テクトのナン氏に伺った。自然素材で統一したいという
シーサイド側の想いとは裏腹に、ＨＯＡはメンテナンス
に有利な木調サイディングや合成木材のデッキ材の使用
を希望し、一部住宅で認められているという。美しい経年
変化を肯定しつつ、一方で、定住者が10％という現状を
考えれば、メンテナンスに有利な素材の使用もやむを得
ないとするべきかもしれない。シーサイドを維持する上
で、非常に悩ましい問題を抱えている。

総評
まず、ウォーカブルでコンパクトな街という点につい

写真9：外部からの車の流入でパーキングが不足するセントラルプラザ

ては、身をもって体感することができた。アーバンコード
により規定された絶妙な配置と建物のスケールにより、
程良い住戸間のスペースが生まれ、そこで行われる楽し
げな日常的アクティビティーが容易に想像できた。何と
もちょうどいい、人間同士の触れ合いが生まれそうな、心
地よいスケール感であった。また、路上駐車を是とする歩
車共存スタイルについては、ドライバーのマナーの良さ
と、横断歩道を設けることでドライバーの自発的減速を
促すとの発想で、特に車の存在を邪魔に感じることはな
かった。
（写真8）
写真10：シーサイドで説明をうかがう
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2. アリスビーチ
若尾 祐樹、上原 幸
概要
アリスビーチは、シーサイドとローズマリー・ビーチ
に続くリゾートビレッジで街の敷地約400haに600戸程
が配置される計画である開発中の街。物件価格は200万
ドル以上となっており、
「フロントストリート」
、
「アリー

Ⅲ

ウェイ（裏路地）」
、
「ペデストリアンパス（歩行者通路）」の

写真1：白を基調としたバミューダ建築

ストリートヒエラルキーによるストリートネットワーク
プロジェクト報告

を重視したプロジェクトである。
シーサイドなどの隣接地域において、不動産価値の上
昇によって、投機目的の購入が促されているため、販売価
格が高騰している。

街の特徴
シンプルに贅沢を感じられる街を１つのコンセプトと
しており、白を基調としたバミューダ建築で構成されて
いる。共用部の路面も白を基調とした石畳や白い貝殻を
混ぜた遊歩道が舗装されており、街全体で徹底的に豪華

写真2：白い石畳仕様の共用部の路面

なデザインがなされていた。
完成している住戸の多くや街中には、噴水等を取り入
れた水場が配され、高級感を醸し出している。
また、歩行者通路には植栽として竹を使用したり、竹素
材の三角パーゴラが設置されていたりとアジアンテイス
トも散見された。
技術的には、白い建築物による強烈な太陽光からの遮
熱や大雨に対応した透水舗装路、ハリケーンにも耐えう
る建築構造を有しており、ロケーションとしての特徴的
な天候にも配慮した街の設計がなされていた。
住戸の背面部分には駐車スペースを配し、前面は広く

写真3：住戸背面部分の駐車スペース

写真4（上）
：透水性の舗装路
写真5、6（左）
： 植栽や素材に竹を
使用した歩行者通路
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写真7：住民専用プール

写真8：ストリートの交差点に設けられたイベントスペース

プロジェクト報告

とった歩行者通路に面することにより、大きな
コミュニティ形成を図っている。
また、街の専用プール・イベントスペースな
どが設けられていたり、タウン誌の発行やイベ
ントが催されていたりと、住人同士や街と住人
とのコミュニケーションを図ろうとする取り組
みが行われていた。

写真9、10：住民の移動手段としての自転車＆レンタルサイクル

街中での住民の移動手段として、自転車が多く
使われていた。レンタルサイクルは、ホワイト
とブルーを基調カラーに、街並みに合わせた爽
やかなデザインがなされていた。ピストタイプ
（ブレーキ無し）＆ギヤ無しのものを採用してお
り、街中でのスピードの抑制や簡易なメンテナ
ンスを意図していることが見てとれた。

写真11：開発が進んでいないタウンセンター

総評

写真12：空き区画

屋内が見えず、生活感がなく閉鎖的に見えた。

街としての付加価値を取り入れることで、シーサイド

十分な入居者が埋まらないため、商業施設の開発も進

などに続く、人気のある街の創出に取り組んでいた。しか

めることが出来ない状況であり、街の魅力が上がらず、悪

し、前回2007年の訪問時からは、タウンセンター予定地

循環に陥ってしまっていると考えられる。コミュニティ

は、広場のみで、商業施設が無く、開発が進んでいないこ

のイベントにおいても、同じ状況が伺えた。

とが把握できた。
開発が進んでいない要因としては、主に3つ考えられる。
①高額な物件価格、②徹底的（過剰）な町のデザイン規制、
③プライベート空間と囲まれ感のアンバランス。

所感
人気隣接街の様に「街」と「家」と「人」との繋がりを明白
に感じさせられる街にすることで、入居者を増やし、開発

日本円で換算（1$＝125円）すると2億5千万円以上の物

を前進させられるのではないかと感じた。開発が途中段

件である。しかし、価格が高いと言う点で、隣接する街で

階であるので、街区によってコンセプトを変え、様々な街

も同じであるので、要因のひとつではあるが、大きな問題

並みを導入するのもひとつの手段かもしれない。

ではないかもしれない。大きな要因は②③であると考え

シーサイドの様な街全体のハーモニーが整いつつ、各

た。統一感が街並みの美しさを演出するが、各戸の独自性

戸のオリジナリティがあり、人を感じる街に入居者は価

に欠け住人にとっての面白みに欠けるのではないかと感

値を見出すのだと感じた。

じた。また、施設全体のスケールが大きすぎる為、本来の
意図である囲まれ感が乏しい割に、各戸の門や扉などで

2015米国住宅地まちなみ視察調査
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シーサイドと比較した特徴

3. ローズマリービーチ
田川 利江子、髙橋 朋幸
西村 和紀、海藤 征弘

デザインコードは存在するが、ローズマリービーチで
は、各住戸のアプローチやポーチ部分に木や石、レンガな
どの異なる自然素材が使用され、色や形の異なるバルコ
ニーが連なるなど各住戸が個性的だと感じた。また、
「3種

はじめに

類の道路」で車と歩行者を分離しているため、車が行き交

Ⅲ
プロジェクト報告

ローズマリービーチは、
「ニューアーバニズム」の代表

うシーサイドと異なり、約60分の視察中はほとんど走行

的成功事例である「シーサイド」からわずか約10kmに位

する車とすれ違うことがなく、まるで昔ながらの村にい

置し、同じくDPZ設計による伝統的近隣住区開発として

るような、歩行者にとって快適な空間であった。さらに、

1995年に開発された。商業・オフィス・住居・公共施設が

シーサイドでのセントラルスクエアが “広すぎた” という

揃い、快適に歩いて暮らせる街である。誕生から35年経

反省を活かして作られたという、
「中心部のオープンス

た今もなお、評価され続け賑わいを見せるシーサイドと

ペース」は、D×Hと周囲を囲む建物の高さが考えられて

比較してローズマリービーチを視察した。

設計された心地よい空間となっている。

概要
フロリダ州北西部のパナマシティより西へ約40km。
ローズマリービーチは、エメラルド色の海と白い石英の砂
浜が美しいメキシコ湾岸に開発された郊外型リゾートで
ある
（1996年販売開始、総開発面積42ha、総戸数480戸）
。

写真2：ストリートを自転車で通行する子供やファミリー

3種類の道路
ストリート：街の中央には、メインストリートが通る。道
沿いには3 階建ての建物が並び、主に店舗、オフィス、住
居として使用。左右の「歩行帯」に面して営業する1階のカ
写真1：エメラルド色のプライベートビーチ

フェでは鮮やかなパラソルが街を彩り、人々で賑わって
いた。
「車道」には、時速を制限するサインがあり、決めら
れたスペースにきっちりと車や自転車が縦列されていた。

図1：ローズマリービーチのランドプラン

14

2015米国住宅地まちなみ視察調査

写真3：鮮やかなパラソルがにぎやかなメインストリート

歩行者専用パス：ビーチへ向けて南北に通る歩行者専用
パスは、街を東西に分断してしまっているハイウェイ
30Aも気にならないくらい快適に街中をめぐっている。
歩行者専用パスとストリートの交差点には、段差舗装や
サインが設けられ、車の減速を促し歩行者の安全を保っ
ている。各住戸は、歩行者専用パスに向けてウェルカム
ポーチを配しており、大きく成長した植栽がアーケード
のように小道を作っている。分かれ道や、ベンチを配した
ポイントも面白く、この道が人々をつなぐ重要な役割を

Ⅲ

果たしている。

写真7：裏路地に設けられたガレージ

裏路地：家のバックヤードにガレージを設け、人と車のエ

中心部のオープンスペース
ビーチ近くの芝生広場は、訪問時は自転車置き場と
なっていた。HPを見ると、季節ごとのイベントや、結婚

プロジェクト報告

ントランスを分離している。

パーティの会場としても使用されるようだ。海を身近に
した最高のロケーションである。

写真4：ビーチへ続く歩行者専用パス

写真8：中心部のオープンスペース

最後に
街に着いたとき、店舗には人々が出入りして賑やかな印
写真5：分かれ道の歩行者専用パス

象を得るものの、シーサイドの人や車で溢れかえっている
印象とは違い、どこか落ち着いた街だと感じた。しかし、
鍵付きゲートの奥に広がるプライベートビーチをのぞく
と、“こんなに人がいたのか？” と思うくらいたくさんの
人々が海で余暇を楽しんでおり、街の成功がうかがえた。
中央エリアの店舗の程よい賑やかさと、住居エリアの
心地よいプライベート性が存在し、それらを歩行者専用
パスが、この街のロケーションの最大の売りであるビー
チへ快適に繋げている。その距離感や空間が心地よい事
例であると感じた。

写真6：ベンチが置かれた歩行者専用パス

2015米国住宅地まちなみ視察調査
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4. 伝統的なまちなみ
鈴木 博、久野 修一
概要
かつての植民地時代である18世紀初頭にスペイン人、
フランス人あるいはイギリス人によって初期の街並みの
整備が行われたペンサコーラとニューオリンズを視察し
た。これらの街並みを現代のニューアーバニストたちは

図1：ペンサコーラの全体図（©2015 Google 画像）

Ⅲ

規範としている。

プロジェクト報告

ペンサコーラ
・街の特徴
地名はネイティブアメリカンのペンサコーラ族に由来
するという。18世紀後半にイギリス人が行った都市計画
で誕生したグリッドを活かし、現在の街並みの基礎を造
りだした。
街の中心部は「ヒストリック・ペンサコーラ・ビレッジ」
と呼ばれる南北3ブロック、東西5ブロックのエリアで、

写真1：伝統を継承する医院と弁護士事務所

歴史的保存地区の指定を受け18〜19世紀の建物が修復
保存され古き良き時代のアメリカの街並みを残している
が、レストラン、事務所、商店などにその姿を変えた住居
も点在する。
（写真1）
建物外観の色彩は豊かで正面入口付近にテラスを設け
た住居も多く、地区全体のバランスが保たれ、落ち着いた
雰囲気を醸し出していた。
・感想
デジャブ（既視感）という言葉が頭をよぎった。私がイ
メージする「アメリカの原風景」であり、古き良きアメリ
カを彷彿とする、広い芝生に囲まれゆったりと佇む「ス

写真2：伝統的なスイートホーム

イートホーム」が遠い記憶から今まさに蘇った。
（写真2）
目の前にはアメリカのホームドラマに出てくる典型的な

ニューオリンズ（フレンチ・クォーター）

家。子供の頃テレビでよく見ていたが、こんな家に住んで

・街の特徴

みたいと思いながら自分たちの置かれた環境との違いを
羨ましく、眩しく見つめていたものである。

ニューオリンズはメキシコ湾に面したミシシッピ川の
河口に位置する港湾都市。同市の中心部の最も古い一角が

そこには、星条旗に忠誠を誓い、家族を心から愛し、良

フレンチ・クォーターと呼ばれ、植民地時代の香りが今に

き友人や隣人に囲まれて幸福の絶頂のような家族の肖像

漂うヨーロッパスタイルの都市型住宅が立ち並ぶ。多種多

が目に浮かんだ。

彩な文化が混ざり合い、独自の文化が育まれた土地柄であ

この日は正にアメリカ独立記念日（7月4日）の翌日で、

る。この街を彩る特徴は、これら欧風住宅のファザード
（正

その余韻が街を包み込んでおり、星条旗の掲げられた

面）のバルコニーないしギャラリー（回廊）に取り付けられ

家々から米国人の高揚感がこちらまで伝わる。

た鋳鉄製のレース飾りである。これがロマンティックな街
並みを演出し、ニューオリンズ建築独特のアイデンティ
ティを創りあげ、多くの観光客を惹きつける。
（写真3）
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・感想
昼間の街は整然と落ち着いており、この地に影響を与
えたヨーロッパの文化が融合し、洗練され大人の雰囲気
が町全体を包み込んでいた。
この異国情緒あふれる大人の雰囲気にグレースケリー、
ニコラスケイジ、ブラッドピットなど多くのセレブも魅
了され、この街に住居を構えていたようだ。
この街で印象的だった建物は、オリバー・ストーン監
督作品の映画「JFK」に登場するビクトリア調建築のルイ

Ⅲ

ジアナ州最高裁判所である。主人公の地方検事役のケビ

写真4：ルイジアナ州最高裁判所

ン・コスナーが正面階段を下りてくる姿が目に浮かんで

夜間の街は印象を一転させる。火曜日の夜とは思えな

で財を成したリッチな人々の豪邸が建ち並ぶ。建物の建

いほど多くの観光客で街は溢れかえっており、特にメイ

築様式は「フェデラル＆グリーク・リバイバル」と呼ばれ、

ンストリートであるバーボンストリートは、どこもかし

ギリシャ建築を模した建物である。

こもバカ騒ぎの喧騒に包まれて、極東からやって来た異

・感想

邦人はタメ息交じりに立去った。
バーボン片手に心地よいジャズの調べを聞きながら、
夜の街の雰囲気を楽しみたかったが残念だった。

プロジェクト報告

くる。
（写真4）

緑豊かな街並みの中に映画「風と共に去りぬ」を彷彿と
させる豪邸がひっそりと佇んでいる。まるで、この地に住
まう人の生活のリズムが聞こえてくるように、ゆったり
とした時間の流れを感じる。
（写真5）

ニューオリンズ（ガーデン・ディストリクト）
・街の特徴
同市セント・チャールズ通りを中心とした地区は、商売

これほどの超高級住宅地ではあるが、この地区の道路
事情は非常に悪い。舗装面にひび割れ・陥没など多く違和
感を覚えるが、ニューオリンズは地盤沈下が激しく舗装
面の補修を行っても「いたちごっこ」になること又、道路
事情の悪さが観光客の流入を防ぐことなど理由はあるよ
うだ。また、同地区内には埋葬室を地上に設けたニューオ
リンズ独特の「ラファイエット墓地」がある。アメリカで
は墓地が住宅地の中にあるのは常識のようで、読書や物
思いにふけるなど心が落ち着ける場所でもあるようだ。
ニ ュ ー オ リ ン ズ を 舞 台 に し た 映 画「 ダ ブ ル ジ ョ パ
ディー」にもこの墓地は登場するが、見知らぬ墓所に閉じ
こめられたヒロインの驚愕など、ロケ現場に立つと映画

図2：ニューオリンズ全体図（©2015 Google 画像）

の1シーンが蘇ってくる。

写真3：印象的な鋳鉄製レース飾り

写真5：ゆったりと佇む豪邸

2015米国住宅地まちなみ視察調査
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5. ウォーターズ・エッジ
羽賀 匠、壷内 健晶
概要
敷地面積：115,899㎡
戸数：582戸（集合住宅22棟）
事業者：リンカーン社（Lincoln Property Company）・
ダイワハウスカリフォルニア

Ⅲ

写真1：住棟とゲストハウス庭

経過：
（フェーズⅠ）2014年6月竣工
（フェーズⅡ）2015年春着工

プロジェクト報告

住戸面積：68~124㎡
構造：2×4（3階建て）
賃料：12〜24万円（＄1／￥118換算）

背景
リーマンショックの不安から戸建の一次取得者の買い
控えが増えている中、定住型の付加価値のあるサービス
アパートメントの出現が新たな市場をつくっている。ま
たリンカーン社の知名度の高さが契約を安定させている。

写真2：ゲストハウス

入居者の多くは、ラス・コリーナス、ダラスダウンタウン
通勤者。日本企業の進出にもよりダラスは道路や街全体
が建設ラッシュであるが日本人をメインターゲットには

一角である。広大なエッジシティの一部もしくは近接す

していない。

る街として、自動車を中心とした生活を前提にしている。

立地

計画・運営

ダラス旧市街から北西約20㎞に位置し、ラス・コリー

ゲーテッドコミュニティとして形成された集合住宅団

ナスへは車で10分程度の距離。ダラス・フォートワース

地。住戸は1~3ベッドルームの混成で、2ベッドルームが

の人口はＹジェネレーションが1/3を占め、住宅購入予備

主体。リンカーン社が定めたレギュレーションをもとに

軍とも言える若年層を中心に95%前後の入居率。周辺に

計画しており、ガーデンスタイルと呼ばれる形式で戸建

は人造湖やゴルフ場、公園などがあり、郊外の新しい街の

のイメージを取入れながら計画。バーベキュー炉、ジム、

図1：ウォーターズ・エッジ全体図
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写真3：モデルルーム内部（リビングルーム）

写真4：モデルルーム内部（ベッドルーム）

写真5：共用施設（ジム）

Ⅲ
プロジェクト報告

写真6：建物（ガレージ側）

写真7：西側ブロックのゲート

プールは必須で、日本式の設備を試験的に徐々に導入し

れるが、遠目には均整のとれた美しい街として見えるも

ている。

のの、近づいて見るとＴＶドラマのセットやテーマパー

開発はリンカーン社によるもので、ダイワハウスは事

クの造形に似た大味な印象を覚える。

業パートナー。テクニカルな面はフジタや現地設計事務
所等に委託。最終的には投資家への売却を想定。入居者の
契約期間は原則1年。管理費は家賃からまかなっており、
リンカーン社の住込みの管理人4名の体制。

まとめ
コマーシャルな側面ではテキサス州の経済的活況に支
えられており、中間層から富裕層の入居を見込んだ充実
した施設計画を反映してプールや緑地を含む良好な都市

ランドスケープ
ゲストハウスとゲストハウス前の自動車転回スペース
を中心に東西二つのブロックで構成されている。ゲート

的屋外住空間が整備されている。公共空間の管理も賃貸
事業の一部として計画的に行われるため、入居率と家賃
が一定の水準で保たれれば荒れることはないだろう。

は自動車を前提とした大型のもので、東西それぞれのブ

また、多くの入居者は一時的居住を前提とした若年層

ロック入口に設けられており、西側のブロックは広大な

であり、徐々に構成世帯が入れ替わっていくと考えられ、

駐車スペースを囲むように住棟が配置されている。歩行

ゲート内ではサービスとして行われるイベント等によっ

者と自動車の空間は明確には分けられていないが、住棟

て一時的な交流が図られるが、ゲーテッドコミュニティ

の裏側は自動車、表側は歩行者と入口は分けられている。

の性格からして、周辺地域との積極的な交流が図られる

ゲストハウス周辺は芝をはじめとした植栽によって綺麗

サスティナブルなコミュニティは形成されにくいと考え

に整備されており、住棟とゲストハウスを結ぶ通路は園

られる。

路のような設えとなっている。管理も行き届いており、潅
水装置も設置されている。

エッジシティ自体、自動車交通を前提として独立した
個々の機能施設をパッチワーク的ゾーニングによって構

住棟は三層程度。一層目にガレージを設けているが、間

成した街であり、ウォーターズ・エッジのようなゲートで

取は複数のパターンがある。建物のデザインは外観内観

区画されたコミュニティあるいはネイバーフッドと言え

ともにややトラディショナルで装飾的なデザインでまと

る単位社会もパッチワーク的に存在するかたちを前提と

められている。今回視察したエッジシティ全般に感じら

しているのかもしれない。
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プロジェクトの特徴

6. バークレー

１）コンセプト

髙橋 朋幸、田川 利江子
西村 和紀、海藤 征弘

『日本での賃貸事業のノウハウを活かし、アメリカの
方々に喜ばれる賃貸住宅の提供』を事業コンセプトにプ
ロジェクトは始動したとのことでした。
設計コンセプトについて、直接ヒアリングはできてい

全体概要
テキサス州フォートワース市は人口77万人の郡庁所在

ないのですが、
『世代交流』、
『良質は快適性』、
『安心・安全』

Ⅲ

地 で、近 郊 の ダ ラ ス 市 と と も に670万 人 の『 ダ ラ ス・

が大きなテーマになっているように感じました。またICT

フォートワース都市圏』を形成している、今後急激な人口

やSNSを使った若年層には親しみやすい管理ツールを

増加が予想されるエリアです。

使った『コミュニティ形成』もテーマのひとつになってい

視察地はフォートワースの中心地から車で約10分と利

るとのことです。

プロジェクト報告

便性も高く、周辺にはテキサス・クリスチャン大学や大規
模な病院もあり、ジェネレーションＹ世代（1975年から

２）マスタープラン

1989年までに生まれた世代）をターゲットに敷地面積約

インフォメーションセンターを外部との接点およびこ

10万 ㎡ に 計 画 さ れ た 総 戸 数716戸（1期406戸、2期310

のコミュニティへの入り口とし、それ以外は全てゲート

戸）の賃貸住宅事業です。

で仕切られたゲーティドコミュニティとなっており、
『安

本件はダイワハウスカリフォルニア社と全米大手の不
動産会社リンカーン社との共同プロジェクトです。

全・安心』
を実現しています。但し、各住棟のセキュリティ
設備は設置していません。なぜなら、そこまでの設備が必
要であるということは、このエリアの安全性が低いこと
を意味することにつながるためだそうです。
今回視察した第1期406戸は、大きく3つのブロックで
構成されており、それぞれのブロックは複数の建物で中
庭的空間を取り囲む計画でした。その中庭や人が行き交
う歩行空間に面したユニットは1階に住戸を配し、コミュ
ニティ形成が図りやすい計画になっていました。

図1：第1期のサイトプラン
（現地パンフレットより）

写真1：バークレープロジェクトのサイン
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写真4：住棟群が取り囲み中庭を形成

写真2：コミュニティの入り口なっているイン
フォメーションセンター

写真3：インフォメーションセンターの隣にある
ゲート

３）インフォメーションセンター
インフォメーションセンターには入居者のコミュニ
ティの醸成のための専用のプールやBBQコーナー、また、
スポーツジムやビジネスセンターといったアメニティの
充実も図られています。視察時も数人の入居者がランニ
ングマシーンなどを使い、トレーニングに励んでいまし
た。休日ともなるとマシンがいっぱいになるほど盛況の
ようです。
また、センターにはICTを活用したツールとして、大型

写真7：住棟毎に個性を出したファサード

Ⅲ

ディスプレイを設置し、イベント情報や郵便物・宅急便等
の預かり状況を映

するものの、専有部的に使われてしまい、そこが外部との

コンセプトにもあ

接点である意識が欠けてしまっているのが現状です。今

る 管 理 面 で の『 日

回の視察により、コミュニケーションをデザインするた

本 の ノ ウ ハ ウ 』を

プロジェクト報告

日本の集合住宅におけるバルコニーは管理規約で制限

し出していました。

めの重要なエレメントであることを再認識しました。

感じました。
写真5：インフォメーションを映し出す
大型ディスプレイ

４）住棟のデザイン
外観は石張りをアクセントにしたレンガと塗装で仕
上げた3階建てで統一され、シンプルではあるが、落ち着
きが感じられる景観でした。但し、間取りは1ベッドルー
ムタイプから3ベッドルームタイプまでバリエーション
は豊富で、かつ、1棟をあまり大きくせず、分節化して街
区を構成しているため、その間取りの組み合わせの妙味
により、それぞれの建物にも表情が出る仕掛けがされて

写真8：通りに賑わいを創出するバルコニー

います。

総評
このプロジェクトは大和ハウスが海外で取り組んでい
る成功事例の視察であったため、計画の確認はもとより、
ビジネスモデルのポイントにも興味が集中しました。視
察地は、土地を取得し、賃貸住宅を建設して、綿密な管理
手法のもと、安定稼動に至った後に売却するビジネスモ
デルでした。如何にして『物件価値を向上させる』かが、事
業の成功の鍵であることを改めて感じました。
入居者満足の向上、その街に対する愛着の醸成をダイ
ワハウスカリフォルニアの方々が真摯に取り組んでいる
写真6：石とレンガで構成されたフットデザイン

姿が、大変印象的でした。

中庭や歩行空間に面しているバルコニーには、住まい
手の個性が感じられる椅子やテーブル、手入れされた鉢
植えなども見受けられ、楽しさと賑わいを創出していま
した。
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7. サンダンス・スクエア
吉村 和也
概要
サンダンス・スクエアはフォートワース市に位置して
いるダウンタウン型の街です。都市の郊外化に伴い衰退
したダウンタウンを再生させた街の好例です。
サンダンス・スクエアはニューアーバニズムの大きな2

Ⅲ

つの考え方のひとつである、NUインフィルの考え方が非
常に分かりやすく体感できる街となっていました。

プロジェクト報告

また、車に依存せず、徒歩圏内で全ての生活が完結でき
るウォーカビリティな計画にもなっています。
図1：サンダンス・スクエア

街の特徴
サンダンス・スクエアの主なダウンタウン再生方法は
①コミュニティ広場の創出
街の中心となる部分に道路の交通を遮断して、広場を
作っている。適度なスケール感とそれをとりまく建物が、
人々の憩いの場として賑わいを生んでいた。
②建物のリニューアル
主に商業用途として使われていて、衰退しかけている
建物に新たな役割をもたせたリニューアルが盛んに行わ
れていた。その一例が、デパートのリニューアルで、1階
部分を店舗に、2〜3階はオフィスに、更に上を住居にリ

写真1：サンダンス・スクエアの広場

ニューアルしています。
③ヴァーティカル方向への用途多様性

感想

前述のデパートの例のように、縦方向に機能を複合化

日本においてもいずれ都心部で同じ状況下に陥ると考

させることで、商業、オフィスというエリアでも住環境を

えられます。その時の考え方、計画のしかたがここにある

生み出し、そこで人々が快適に生活できていました。

ように感じました。しかし、日本においては、今後も人口

以上の3つの取り組みで活気に満ちていました。

の減少が進み、不動産価値判断もアメリカと異なる中で、

また、住環境を生み出すために建物が乱立していくの

アメリカの状況よりもっと課題が複雑化していくことが

ではなく、美しい街なみがしっかりと形成されていまし

考えられます。ただ、模倣するだけではなく、日本におけ

た。ダウンタウンの再生をはかるなかで、街としてのデザ

る今後の有り方をしっかりと考え、方法を模索していく

イン、資産価値を大切にしていこうとする街づくりに対

必要があると感じました。

する強い意思を感じることができました。

写真2：かつてのデパートをリニューアルした
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写真3：縦方向に機能を複合化している

写真4：ダウンタウンの再生と美しい街なみの形成

8. ミラ・ラゴス
池山 弘晃、竹内 恵美
概要
ダラス・フォートワース地区は、半導体や航空機関連の
ハイテク産業などで発展を遂げており、全米の中でも特
に人口増加が著しい地域で、今回訪れたミラ・ラゴスは、
両者の中間に位置する。このミラ・ラゴスは、約320haあ

Ⅲ

る区域の中に、宅地、学校、アメニティセンター、テニス
コート、人工湖を『PUD手法』を用いて配した郊外型開発

プロジェクト報告

のマスタープランコミュニティである。
宅地数は2,200区画に上り、工区を分けて全5社のビル
ダーが建築条件付で宅地販売を行っている。
住友林業は、この5社のうちのひとつ、ブルームフィー
ルドホームズと2013年にパートナーシップを組み、この
開発に参入し、205区画を引渡ししている。

写真1：街のシンボル

図1：マスタープラン

写真2：広がりのある道路

街並み
マスタープランをみると、日本でもよく見られる宅地
率を優先したオーソドックスな区画割りであるが、1区
画の大きさは、18m×30m（約160坪）と大きく、縦長の
敷地形状である。前面道路は広く、歩道と工作物の無い
オープンな前庭を確保している為、更に広がりを生み出
し、日本とは別次元のスケールの大きさを感じることが
出来た。また、電柱がなく目に入るのは、道路、家、緑と
青い空である。

写真3：ファサード

ミラ・ラゴスは、今回視察で訪れたペンサコーラやシー
サイドの街とは異なり、アリーウエイ（背割動線）を持た

と、ブリックを基調とし落ち着いた色で統一された建物

ないため、ガレージが目立つファサードとなり、前庭の芝

は、街なみに広がりと統一感をもたらしている。

生もガレージへのアプローチ舗装で分断されてしまう。
しかし、管理の行き届いた青々とした芝生が広がる前庭

また、毎年水不足に悩まされるこの地域では、水がある
環境が人気ということで、区域中央には東西にわたる人
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工湖が象徴的に配置されている。そして、湖に面するエリ
アには、ゲーテッドコミュニティとして区別し高級化を
図っているエリアもあった。

建物
この開発では5社が販売を行っているが、HOAが建物の
色、外装材、外構植栽、フェンス仕様等を管理することで
統一性を保っている。HOAの管理費は200 ＄／月。外装
材については、ブリックと石材が一般的。

Ⅲ

アメリカでは、注文住宅の割合は少なく限られた富裕層

写真4：デコラティブな外観・内装が人気

のみが対象となる為、建物プランについては、いくつかの
プロジェクト報告

バリエーションが用意されている。外形は同じでも、2階
の間取りや外観、部材を選択できる仕組みとなっている。
床面積は、約80坪〜110坪（ガレージ含む）であり、天井
高さは、1階3ｍ、2階2.7ｍ。室内を進んで行っても、部屋
がいくつあるのかわからなくなりそうな規模感であり、
日本とのスケールの違いを感じる。
必ず計画された2台以上のビルトインガレージ、建物の
割にはあっさりとした玄関・ホール、いくつもある部屋や
水周りについては、生活スタイルや好みの違いをうかが
い知ることができる。

写真5：マスターベッドルームに付随したバスルーム、左手にWICが続く

日本では、一般的になっているエコ、省エネといったも
のには、あまり関心がないとの事。地域柄、ソフトボール
大のひょうが降る事から、太陽光発電パネルについては、
ほぼ見られず、ここでも日本との違いを感じ取る事がで
きた。

写真6：工事中の現場

総評
とにかく日本とのスケールの違いを感じた。広く統一
された街並みであるものの、街が新しいせいか、住まう人
図2：訪れたモデルルームプラン（Mira

Lagosホームページより）

を目にしなかったせいか、個人的には、個性や溢れ出る趣
といったものを感じづらかった。
また、今回見る事ができたのは、“アメリカの住宅” であ
り、今はまだ住友林業ならではの“もの”は加わっていない。
生活文化も気候も異なる現地での街づくり、家づくりに
日本で培った技術を取り入れ、どのように差別化が図ら
れていくのかに注目したい。

図3：同じプランで選択できる外観
（BLOOMFIELD HOMESカタログより）
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あることから全米においてエッジシティーの代表格とし

9. ラス・コリーナス

て注目されている。

青木 健司

さて、我々の今回の視察ではまずはバスに乗ったまま
いくつかのゲーテッドコミュニティを通過した。ゲー

ラス・コリーナスはテキサス州の大都市であるダラス

テッドコミュニティの特長であるが、いずれも我々が通

とフォートワースを結ぶ高速道路沿線のテキサス州ダラ

過した通りに対し背中を見せ、その境界には塀が施され

ス郡アービングにあり、合衆国でも最も初期にマスター

ていて街の中を伺うことはできない。

プランが作られ、開発されたエッジシティー型開発事例
の代表格である。1972年にベン・H・カーペンターという

Ⅲ

富豪が49㎢の規模で開発を始めたとされている。

プロジェクト報告

写真1：バスの窓から見えたゲーテッドコミュニティの境界の塀

ゲーテッドコミュニティである高級住宅街を遠望した。
図1：ラス・コリーナスの位置図（©2015 Google 画像）

下の写真の奥側がそれであるが、我々はそこには入れな
いためこの右に写っている集合住宅が建ちならぶ側より

エッジシティーは何もなかった広大な土地に作られた
都市である。個人的な印象としては同日視察したウォー

入った。このように湖のビューを効果的に活用して街の
印象を高めていると考えられる。

ターズエッジ、バークレー（いずれも大和ハウス）、ミラ・
ラゴス（住友林業）の様な住宅街がいくつかまとめられた
ものであると言ったところだろうか。
エッジシティーのマスタープランではまずセンターを
作り、パッチワークのように都市に備えたい様々な機能
を複合的に繋いでいく。ラス・コリーナスの場合、ゴルフ
場や湖（人造湖）に接したゲーテッドコミュニティ（住民
以外は立ち入れない）やリバーウォーク（散歩道）を配置
し、ビジネスセンターやホテル、カレッジ、集合住宅が

写真2：ゲーテッドコミュニティの高級住宅街は遠望

様々配置されている。同じく同日視察したサンダンスス
クエアの様に既存の街の機能を再生させたのではなく、
これも新たに作り上げたという点で大きく異なる。
米国における開発では、初日に視察したシーサイドの
様に「歩いて5分で車がなくても暮らせる利便性を兼ね備
えた街づくり」という流れと「家族一人ひとりが車を所有

大きな交差点には商業施設が配置され、車で買い物に
出かけ易い配置となっている。ここまで車窓から見学し
ていると通りを歩いている人を見かけることがほとんど
なかった。まさにこの都市は車での移動を前提として作
られていることを実感した。

し、買い物や出かけるときは車が不可欠な暮らし」という
我々がアメリカの街の印象として真っ先に挙げる流れが
あるという。エッジシティーでは当然後者を念頭に置か
れているが、ラス・コリーナスではライトレール（ダラス
中心部とダラス・フォートワース空港を結ぶ）による公共
交通機関も通し、インフラ整備も進めることで既存の都
市機能を郊外において巨大なスケールで集積した事例で
写真3：車移動が前提なため大きな交差点に商業施設がある
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これらゲーテッドコミュニティに接していくつかのゴ

続いて立ち寄ったリバーウォークはダラスの南西にあ

ルフ場がある。ゴルフ場を視察することはなかったが、本

るサンアントニオにある運河の賑わいを模して造られた

レポートを書きながらあらためてネットでマップ・航空写

エリアに至っては人の姿を見かけることはなかった。あ

真・ストリートビューを見ると住民が入りやすい、あくま

らためてサンアントニオを検索して出てきた画像は、造

でも住民のための施設であることを伺える。

形は似ているが人の賑わいがあった。

Ⅲ
プロジェクト報告

図2：ストリートマップでみるラス・コリーナス
（©2015 Google 画像）

さて、ここまでは住宅環境について触れた。ここまでは

写真6：賑わいを模して造られたリバーウォークでさえ人がいない

このマスタープランによる都市づくりが成功しているよ
うに見えるが、中心部に移動すると全く別の印象を受けた。

ラス・コリーナスは住宅コミュニティにおいてはゲー

ムスタングの像のあるビジネスセンターともいえる

テッドコミュニティや集合住宅とも整備は進み、その周

ウィリアムズスクエアで初めてバスから下車したのだか、

辺に配置されている商業施設にも車が多く駐車している

人の少なさに驚かされてしまった。我々の到着が夕方とは

ことからもこの40年で成熟はしていると推察される。ゴ

いえ、平日であり、ビジネスセンターであればもう少し人

ルフ場ではプロのツアーも度々開催され、都市としての

の行き交いがあるものと思われるがひっそりとしている。

認知も高いものと考えられる。

また周囲には計画的に配置されたのかもしれないが空

しかし一方で「車のある暮らし」という米国人の大きな

間も目立ち、中心部としては寂しさを感じざるを得な

価値観を念頭に置いた作られた都市であることから、そ

かった。

もそもダラスやフォートワースの中心部まで車で20分も
かからないのであれば、仕事はダウンタウンに求め、住宅
環境のすぐそばに求めなくてもいいのではないか。それ
ゆえに都市機能全体が成熟しているとは感じることはで
きなかった。
ベン・H・カーペンターが開発の象徴として中心部に設
置したムスタングの像は、テキサスの象徴でもあり荒馬
を再現したものである。彼の都市づくりにかける情熱が
こもったものであるが、その夢の完成にはまだ時間がか

26

写真4：ひっそりとしたウィルアムズスクエア

かるのかもしれない。

写真5：空間が目立つ中心部は寂しさを感じさせる

写真7：ムスタングの像
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1．視察日程表
日数 日付 曜日
1

7/5

日

発着地／発着時間
10：40
15：18

研修地等

成田発
ダラス経由（飛行機）
ペンサコーラ着

16：30 ホテル着（ペンサコーラ泊）
17：30 ヒストリック・ペンサコーラ・ビレッジ視察

月

終日
（バス）

11：00
13：20
14：00
17：00

シーサイド視察およびインタビュー
アリス・ビーチ視察
ローズマリー・ビーチ視察
ホテル着（ペンサコーラ泊）

3

7

火

終日
（バス）

09：00 バスにてニュー・オーリンズへ移動
13：00 ニュー・オーリンズ着
13：15 徒歩にてフレンチ・クォーター等ニュー・オーリンズ市内
中心部視察
17：00 ホテル着（ニュー・オーリンズ泊）

4

8

水

14：00

ニュー・オーリンズ発
（飛行機）
15：35 ダラス着

09：00 ガーデン・ディストリクト等ニュー・オーリンズ市内の高級
住宅地視察
17：00 ホテル着（ダラス泊）

5

9

木

終日
（バス）

09：00
11：00
12：30
14：25
16：15
17：30

6

10

金

10：40 ダラス発（飛行機）

7

11

土

14：20

資 料

6

Ⅳ

2

ウォーターズ・エッジ視察および大和ハウスインタビュー
バークレー視察および大和ハウスインタビュー
サンダンス・スクエア視察
ミラ・ラゴス視察および住友林業インタビュー
ラス・コリーナス視察
ホテル着（ダラス泊）

成田着

2．面会者リスト
7月6日
（月）

シーサイド
（Seaside）
Ms. Lori Leath Smith / Director of Public Relations & Marketing , Seaside Institue
Mr. Ty Nunn / Architect Florida Haus
Ms. Sarah Hanley / Marketing & Public Relations Manager , Cottage Rental Agency , Seaside Florida

7月9日
（木）

ウォーターズ・エッジ
（Waters Edge）
、バークレー（Berkeley）
脇田健氏 / 大和ハウスカリフォリニア社

社長

森本和茂氏 / 大和ハウスカリフォリニア社

営業部長

高岡昌弘氏 / 大和ハウスカリフォリニア社 アカウンティング・マネージャー
ミラ・ラゴス
（Mira Lagos）
座親大輔氏 / 住友林業アメリカ社

マネージャー

Mr. Bill Singletary / Community Manager , Bloomsﬁeld Homes

バークレー

ミラ・ラゴス
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3．視察参加者名簿
氏

名

会社名

部署・役職

同行講師

佐 々木

宏幸

明治大学

メンバー

吉 村

和 也

パナホーム
（株）

分譲事業部分譲技術部西部まちづくり設計グループ リーダー

大和ハウス工業（株）

西日本住宅設計室一課

羽 賀

匠

主任技術者

Ⅳ
資 料

池 山

弘 晃

トヨタホーム
（株）

都市開発部不動産開発室開発グループ

田川

利江子

トヨタホーム
（株）

分譲推進部企画推進室

爲 國

清 治

積水ハウス（株）

東京設計室

竹 内

恵 美

住友林業（株）

住宅事業本部まちづくり営業部技術センターまちなみ設計チーム マネージャー

髙 橋

朋 幸

プレミアート・デザイン・オフィス
（株） 代表取締役社長

青 木

健 司 （株）ニューハウジング

取締役

西 村

和 紀 （株）サンフジ企画

営業開発本部

海 藤

征 弘 （株）サンフジ企画

横浜支社

若 尾

祐 樹

エー・ビー・シー開発（株）

ハウジング首都圏営業部

上 原

幸

エー・ビー・シー開発（株）

ハウジング関西営業部

鈴 木

博

首都高速道路サービス
（株）

経営管理部担当

久 野

修 一

首都高速道路サービス
（株）

営業部

温 井

達 也 （株）
プレイスメイキング研究所

松 本

添乗員

理工学部建築学科専任准教授

浩 （一財）住宅生産振興財団

課長

マネージャー

サブマネージャー

執行役員

部長

代表取締役
専務理事

壷 内

健 晶 （一財）住宅生産振興財団

事業部部長

松岡

俊 一 郎 （一財）住宅生産振興財団

事業部部長

湯 本

主任

昭 夫 （株）
シー・ムーン企画

シーサイドにて
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あとがき
一般財団法人住宅生産振興財団 専務理事

松本

浩

当財団が1997年の「まちなみ大学」以来毎年の事業としております海外住宅地の視察研修につきましては、本年度も財団会員各
社をはじめ関係者の方々のご理解の下で実施することができました。
本年度の視察研修においては、財団会員関係社5社から7名の参加を頂くとともに、住宅展示場協議会会員社3社から6名の参加を
頂くなど、総勢20名により、2015年7月5日〜11日の7日間で米国シーサイド、ペンサコーラ、ニューオリンズ及びダラス近郊の視
察を行いました。
視察研修のプロジェクト・コーディネート及び現地同行案内につきましては、過去5回同様、明治大学理工学部建築学科准教授で、
FTS Urban Design日本事務所を主宰される佐々木宏幸先生にお願いしました。
近年の米国視察研修においては、ニューアーバニズムの理念に基づく住宅地開発を中心に見てきました。本年度は、ニューアーバ
ニズムの思想の原点である歴史的ダウンタウンとネイバフッド、ニューアーバニズムの考え方に則った実践の原点でもあるシーサ
イド等の開発、そしてその対極にあるエッジ・シティの開発事例を視察対象としました。
具体的には、ニューアーバニズムの思想の原点である歴史的ダウンタウンとネイバフッドという観点からペンサコーラのヒスト
リック・ペンサコーラ・ビレッジ、ニューオリンズのフレンチ・クォーター及びガーデン・ディストリクトを視察しました。また、
ニューアーバニズムの考え方に則ったリゾートコミュニティプロジェクトとして、西フロリダのメキシコ湾沿いのシーサイド、ア
リス・ビーチ、ローズマリー・ビーチの3つの開発事例を視察しました。一方で、これらの対極にあるエッジ・シティの事例として、
ダラス郊外の郊外型巨大団地であるラス・コリーナスを視察しました。いずれも、その時代背景の中での地区形成の経過、更には、
プロジェクト開始からの時間的な流れの中での現在の状況等を考えながら見ていると、興味深いものがありました。
また、これと併せて、日本の住宅メーカーの海外進出事例として、ダラス郊外において、大和ハウスカリフォルニア社のウォー
ターズ・エッジ及びバークレーのプロジェクトと、住友林業アメリカ社のミラ・ラゴスのプロジェクトを視察させて頂きました。地
区やアパートメント全体の機能構成やモデル住宅（住戸）の内部等もご案内頂き、米国の住宅というものを身近に理解することが出
来ました。
視察先でのヒアリングについては、シーサイドにおいて、地区の維持管理を担っているシーサイド・インスティテュートのスミス
女史、タウン・アーキテクトのナン氏、コテージ・レンタル・エージェンシーのハンリー女史の3名の方々から開発コンセプトや現
在の状況、景観コントロールの手法等について詳細なお話を伺うことが出来ました。また、ダラス郊外における大和ハウスカリフォ
ルニア社と住友林業アメリカ社のプロジェクトにおいても、大和ハウスカリフォルニア社の脇田社長、森本営業部長、高岡アカウン
ティング・マネージャー及び住友林業アメリカ社の座親マネージャーから、それぞれのプロジェクトについてのみならず米国にお
ける住宅事情等様々な質問に対して丁寧なご説明と現地案内を頂きました。心より御礼申し上げます。
今回の視察に際しては、現地視察においてもヒアリングにおいても、参加者の方々が非常に熱心に質問をしメモをとっておられ
る姿が印象的でした。行程の関係での時間的な制約を恨めしく思うことも度々でした。しかしながら、参加者の皆様の積極的な対応
と同行コーディネーターである佐々木先生による的確な説明と通訳のおかげで、非常に実のある視察結果を得ることができました。
それぞれのプロジェクトやヒアリングの概要につきましては、視察団全員で報告を纏めていただきましたが、この報告書もこれら
を踏まえた貴重なものになったと思います。ありがとうございます。
厳しい日程の中、予定通り円滑に視察を実施することができ、視察団の皆様相互が仲良く交流を深められ、全員トラブル無く無事
に帰国できました事は、団員皆様の気持ちよいご協力によるものであり、心より御礼申し上げます。また、ベテラン添乗員の湯本昭
夫氏の的確な対応にこの場を借りて感謝いたします。
また、来年も引き続き「海外住宅地視察研修」を予定したいと考えております。より良い研修にするために、皆様のご意見等を是非
お寄せください。
最後に、参加者を送り出していただきました財団会員各社、関係各社の皆様をはじめ、ご協力いただきました方々に心より感謝を
申し上げます。ありがとうございました。

住宅生産振興財団海外視察
（平成27年7月5日〜7月11日）
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