居住空間におけるサードプレイスの必要性

特集

「ヒューマン・エコトーン」を感じる
サードプレイスの場面
渡 和由
（筑波大学芸術系環境デザイン領域 准教授）

日本的なエコトーンと
田園都市のアーバン・エコトーン

エコトーンと用途混在街区が近接する街
つくば市の一部である筑波研究学園都市地区は、田園

日本の都市近郊には多様な生物が暮らす水田のある緑

都市として開発され、新都市と緑農地が帯状に並存する

農地が身近にあることに着目して、本稿では、郊外都市

都市の配置構成となっている。新都市部に住んでいる

のサードプレイスのあり方を考えたい。

と、歴史的な農村集落とその平地林や田畑に囲われる様

英語で「エコトーン」（ecotone）と呼ぶ概念がある。

相となる。

陸地と水面の境界領域に代表される生態的な移行帯のこ

2005 年に鉄道が開通してから、通勤型の街区も開発

とで、多種多様な動植物が生息する自然護岸の海や河川

されたが、職住近接型の生活スタイルと都市環境が残っ

の水辺などである。人にとっては、癒しの場になり得る

ている。そのため、研究仕事の緊張を緩和するサードプ

公的な縁側的領域でもある。日本では、水田もその役割

レイスを潜在的に求める需要があり、駅から離れた近郊

も担っているため、農林水産省が水田や農業水路の豊か

に魅力的な商店や飲食店が増えてきた。

な生物相の回復推進を求めている。
米国では、人の社会的・文化的な境界領域「アーバン・

つくば駅から 4km の近郊に「テクノパーク桜」とい
う名称で、1990 年代に桜地区に整備された住区がある。

エコトーン」を重視している。研究機関や大学周辺など、

低層住宅地と研究所を中心とした用途混在型街区で、農

多様な人々が働き暮らす大学周辺街区がその典型例とさ

地が隣接する住区である。2010 年代に、住区の中央に

れており、イノベーションを起こす領域としても期待さ

あった研究所向けの敷地が戸建計画住宅地「ウェルネス

れている。シリコンバレーでも、多文化交流や知的交流

シティつくば桜」となり、現在に至っている。「テクノ

の促進と、食を触媒とした交流の場となる飲食店や農産

パーク桜」は、その後さらに用途混在の特性を強め、緑

物市などが積極的に導入されている（参考文献：シム・

農地に囲われるニューアーバニズムのリバブル型の街区

ヴァンダーリンとスチュアート・コーワン著『エコロジ

形態に近づいたと考えている。

カル・デザイン』
）
。

その特徴は下記のような住区規模、用途配置、道路構

日本でも、働き方の見直しが進む現代社会で、身近な

成、公園配置、豊かな緑農地と水辺への隣接配置に現れ

自然の回復と、人が自然に備えている住・職・遊が融合

ている。図 1 に、住区を南から北方向に鳥瞰する配置図

する感覚を回復するために、身近な環境がサードプレイ

を示した（図1）。

スとなる場と活動の促進を行う必要がありそうだ。

・コ ン パ ク ト： 街 区 の 規 模 は、 南 北 約 900m、 東 西 約

そこで本稿では、著者が住むつくば市桜地区を代表例
として、大学や研究機関に近接する田園都市における
サードプレイスと場面の展開について述べる。

950m。中心部から約 450m 半径。
・ウォーカブル：計 3 車線の道路を中心とした低層商店
街の構成。歩行性を優先した道路構成。調整池型の親
水公園から水田と畑につながる遊歩道と農道が隣接。
・ダイバーシティ：低層住宅・研究所・商店・飲食店な

8

家とまちなみ 84〈2021.11〉

特集 居住空間におけるサードプレイスの必要性

図1

テクノパーク桜の用途混在型街区と農地や緑地の配置図（上が北）（Google Mapを元に加工

図2

水田ゾーン、林、反町の森公園、田園借景食堂の立地（上が南）（Google Mapを元に加工

どが混在する用途混在型の小分けゾーン構成。水田と
畑、農村集落の屋敷林、神社の林、研究所や農地との
境界緑地も混在。
次に、図 2 で、桜地区の水田ゾーン、水田周辺の公園
と「田園借景食堂」の位置を鳥瞰写真に示す（図2）。図 1

作成：勝山祐衣）

作成：勝山祐衣）

150m の「水田ゾーン」が隣接する。
・水田ゾーンには、川と素掘りの水路、両側に農道があ
る。
・雑 木林と斜面緑地、調整池を兼ねる親水公園が水田
ゾーンに隣接する。

とは逆の北から南方向を見る鳥瞰写真である。住区に隣

・地区の神社と参道の林が公園に隣接する。

接する緑農地の概要を下記に列挙する。

・地区内の研究所の敷地内に雑木林を残している。

・南 部に屋敷林が隣接する。南東部に芝畑が隣接する。
北東と北西部に畑が隣接する。西部に東西幅約 100 ～
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緑農地隣接型アーバン・エコトーンでの
「回遊サードプレイス」

文化的な環境となる可能性を感じる。
居住・通勤・仕事・買い物・散歩・生物観察など「住・

「テクノパーク桜」は、周辺に隣接する農地と緑地の

職・遊」の行動が、「心が地に着く活動場面」となり、

親和性が高い。それが住区からの景観にも現れている。

記憶に残る状態を「回遊サードプレイス」（渡造語）と

住区内を歩くと、隣接する緑地が、道路の突き当たりや

考えている。それの顕在化と維持には、身近な環境での

周辺に見えてくる。また、反町の森公園からは、水田と

日常を、リゾートに居るような感じに変える心象の持ち

緑地を眺めることができる。

方と、体験の記憶と意識の変容を促す「借景や展望の

これらの緑農地には多様な生物が暮らしている。公園

ための眺め場」が要る（写真2）。

周辺を散歩中に、水田ゾーンの近くでキジによく出会う
（写真1）
。屋敷林にいるフクロウも時々見かける。素掘り

「水田ゾーン」に隣接する「田園借景サードプレイス」

の水路沿いでは、さまざまな昆虫や水中の生物を観察で

次は、「眺め場」をつくる借景型のサードプレイスに

きる。公園の調整池にも近づきやすいので、魚や水鳥に

ついて述べる。飲食店や公園の一部で、短時間の滞留を

も身近な距離で出会える。

楽しむ場の事例を提示する。

「ウェルネスシティつくば桜」の街区は、鳥と虫の声

水田ゾーン境界にある環境を意識して設計された飲食

がする研究所と神社、カエルが鳴く親水公園と水田に近

店については、「田園借景食堂」（渡造語）と呼び、5 つ

接している。研究所の敷地内に残された雑木林で多様な

の例を述べる。

生物が育っており、自宅に自然のサウンドスケープを提
供してくれる。住区のほぼすべての道から見える身近な
緑地と周辺の水辺が、エコトーン維持の役割も担っている。

田園借景食堂1〈ミルフルール〉
住地区の水田と斜面緑地の小さな林に隣接するレスト

人の多様性については、2 つの大学に近接し、ビジネ

ラン。駐車場と建物の中庭で、林を背景に取り入れてい

ス専門学校、多様な商店が地区内に立地するため、教職

る。座席から水田が垣間見える窓がある。駐車場からも

員と学生の居住地や買い周りの場になっている。散歩や

水田を見る演出がある。駐車場では、北側の畑の奥に筑

ジョギング、水辺で遊び、くつろぐ多世代の人々を日常的

波山が見え、林の樹木が車に日陰をつくる（図3、写真2～4）。

に見かける。反町の森公園は、花見の時期になると大学
の研究室や留学生の団体が花見をする場にもなっている。

田園借景食堂2〈トタンコットンカフェ〉

このような用途混在型住区と公園と緑農地が近接する

住区外に立地する。水田と広い屋敷林に隣接するカ

領域が、緑農地隣接型のアーバン・エコトーンとなって

フェ型レストラン。駐車場と建物の前庭で、水田と林と
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写真1 反町の森公園
付近で水田の川辺に現
れたキジ（撮影：渡和
由）

写真2 遠景に筑波山
を望む田園借景食堂1
の横にある農道風景。
水田と素掘り水路は、
多様な植物と生物の宝
庫（撮影：渡和由）

写真3 田園借景食堂1
の駐車場から見える水
田と斜面緑地（写真提
供：勝山祐衣）

写真4 田園食堂1の座
席から垣間見える水田
と林（写真提供：勝山
祐衣）

特集 居住空間におけるサードプレイスの必要性

図3

田園借景食堂1の立地と眺めの方向（Google Mapを元に加工

作成：勝山祐衣）

図4

田園借景食堂2の立地と眺めの方向（Google Mapを元に加工

作成：勝山祐衣）

筑波山が見える。前庭には縁側席と固定のテーブルがあ
る。室内には、水田と林を借景する大きな開口部の窓と
座席がある（図4、写真5）。

写真5 田園借景食堂2
の座席から見える水田
と広大な屋敷林（写真
提供：勝山祐衣）

田園借景食堂3〈FARO〉
住区外に立地する。水田と広い屋敷の林に隣接するレ
ストラン。室内とテラス席から、近景に畑斜面緑地と樹
木、水路が見える。意図的に設定された借景窓と窓辺の
座席がある。入店時に、駐車場からと水田と中景に研究
所の緑地が見える（写真6）。
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写真6 田園借景食堂3の屋外テラスから見える畑と
斜面緑地（撮影：勝山祐衣）

写真7 田園借景食堂4の借景窓から見える水田と農 写真8 田園借景食堂4の窓を開放した座席から見え
村集落
る水田、農村集落、つくば駅周辺の建物群（撮影：
渡和由）

職場と住区に近接する「文化的サードプレイス」

田園借景食堂4〈だだ食堂〉
住地区から 2.6km の住区外に立地。水田と広い屋敷の

「テクノパーク桜」の周辺には、住宅地内と、大学構

林に隣接するレストラン。近景に水田と畑、中景に農村

内にもサードプレイスに適した「緑地借景食堂」がある。

集落、遠景につくば駅周辺の市街地を借景。意図的に設

特徴は、屋外の緑地や広場の眺めを借景して活かしてい

定された大きな借景窓と窓辺の座席がある。入店時に、

ることである。下記にその例を述べる。それらは、
「ウェ

駐車場から斜面緑地の大木が見える。屋外には斜面緑地

ルネスシティつくば桜」の家から、直径 1.6km（1 マイル）

を活用したテラス空間がある（写真7・8）。

の歩行可能圏内に入っている。ニューアーバニズムが推
奨する圏域である。大学に勤める場合、職場からも同様

田園借景食堂5〈手打ちそばいちい〉

の圏内に入る。学生も自転車で気軽に回遊できる範囲で

住区から 2.6km 住区外に立地。建物 3 面の開口部から

ある（図6）。

近景に水田を借景。意図的に設定された大きな借景窓と
〈反町の森公園 展望台〉

窓辺の座席がある。（図5、写真9）

公園の水田側にある展望台。公園の池と緑地を近景に
田園借景食堂は、開放的な開口部による意図的な「眺
め場」と、壁面や屋根による「囲い場」と「陰り場」の

して、中景に桜地区、遠景に筑波山が展望できる。水田、
屋敷林も真横に見える。

構成となっている。人の食材と多様な生物が育つ空間を

展望台デッキには、全周を見られる円形のテラス席と

見ながら、建物に保護されて安心感に溢れる一時的な

なる木製ベンチがあり、食べ物を持って行くと、ピク

「籠り場」
「食場」
「話し場」になる。また、外界からの「離

ニックにも使える食場にもなる。桜の時期は枝と花に囲

し場」
、夜の「灯り場」になる。点在する食堂は、地域

われる（写真10）。

の「巡り場」にもなる。

図5

12

田園借景食堂5の立地と眺めの方向（Google Mapを元に加工
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作成：勝山祐衣）

写真9 田園借景食堂5の借景窓から見える水田
と農村集落、
遠景は筑波山の連山（撮影：渡和由）

特集 居住空間におけるサードプレイスの必要性

図6

テクノパーク桜から見る筑波大学に近接する「緑地借景食堂」（Google Mapを元に加工

作成：勝山祐衣）

写真10 「反町の森公園」展望台から望む遠景の筑 写真11 Plus One Gardenが借景する研究所外周の 写真12 千年一日珈琲焙煎所が借景する大学外周の
波山と中景の桜地区。近景には親水型調整池が見え 緑地帯（撮影：渡和由）
緑地帯（写真提供：勝山祐衣 ）
る（撮影：渡和由）

〈プラス・ワン・ガーデン〉
桜地区に立地する研究所に隣接するカフェ型レストラ

を意図的に借景する大きな窓がある。学生や若者の利用
者が多い。

ン。研究所の境界緑地が見える屋外コートヤード型テラ
スがあり、開放感と囲われ感が併存している（写真11）。

〈スターバックスコーヒー筑波大学中央図書館店〉
大学図書館の入り口にある 3 面ガラス張りのコーヒー

〈こーひーはうす らんぷ〉
大学内に残された雑木林が見える。大学外縁部の老舗

ハウス。留学生の利用者が多い。大学内の中心歩行者道
路沿いで、水面と芝生がある広場に面する（写真13）。

コーヒーハウス。創業は 1978 年で、明るさと落ち着き
感があり、著者が大学生の頃にも頻繁に通っていた。

〈カスミ 筑波大学店〉
借景を意図した画期的スーパーマーケット。広い室内

〈千年一日珈琲焙煎所〉
大学外周の緑地を道路越しに間口いっぱい借景する。
珈琲焙煎所の香と本に囲われ、静かな時間を過ごせる文

イートインと屋外テラスでは、緑地を見ながら買った食
材を食べることができる。可動式の木製椅子とテーブル
があり、庭の丸太ベンチでピクニックもできる（写真14）。

化的な雰囲気の場を提供している（写真12）。
〈サザコーヒー 筑波大学アリアンサ店〉
〈ソラカフェ〉
大学外縁部のカフェ・レストラン。隣接する街区公園

校内のヘリポート跡と桜並木の緑地を意図的に 3 方向
借景する。開放できる開口部と、奥行き 3m のベランダ

家とまちなみ 84〈2021.11〉
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写真13 大学の広場、噴水、緑地を借景するスター 写真14 スーパーマーケットのカスミ筑波大学店が 写真15 サザコーヒー筑波大学店が借景する大学内
バックスコーヒーの屋根付き屋外席（撮影：渡和由） 借景する大学内の緑地（撮影：渡和由）
の緑地（撮影：渡和由）

図7

テクノパーク桜と筑波大学から見る「つくば霞ヶ浦りんりんロード」へのアクセス（Google Mapを元に加工

作成：勝山祐衣）

が 2 面ある。ベランダには屋根と木製ダイニングテーブ

農業用ため池と水源の日光連山、筑波山を望むことがで

ル・ベンチがある（写真15）。これらは、学生にも人気が

きる。自分の居場所を定位するには「展望サードプレイ

ある。避暑地にいるような静かな文化的雰囲気がある。

ス」
（渡造語）が必要である。
身の周りにさまざまな生き物が生息していて、楽しく

田園借景食堂と緑地借景食堂は、多面開放の開口部

落ち着く空間に囲われており、緑農地や水辺が見える

で、緑農地を明るく借景する「眺め場」を演出している。

サードプレイスにも気軽にアクセスできる、という展望

一方で、日本庭園を見る暗い座敷の様に、
「陰り場」と

の意識を日常的に維持できる。

「囲い場」も同時に演出している。

それに気づくと、さらなる楽しい場面の展開を求め、
日常行動を能動的に展開して、気軽な小さな旅を頻繁に

自宅から離れて回遊する「展望サードプレイス」

行いたくなる。そこで広げた回遊域が、家や職場にいる

桜地区を起点に車か自転車で移動すると、「回遊サー

自分の脳内に場面として感じられる。誰でもそのような

ドプレイス」を、25km ほど離れた地域に拡張できる。

記憶の連鎖や蓄積を育てられる所に住みたいはずであ

土浦市の朝日峠展望台、霞ヶ浦の堤防などに行くと、筑

る。それが、住居や職場を選択する重要な要因になる時

波山と富士山と霞ヶ浦を同時に眺められる。石岡市の八

代が来たと感じる。（図7・8、写真16・17）

郷温泉では露天風呂から直近に筑波山が見える。下妻市
の砂沼湖畔「さんぽの駅」では、鬼怒川の水が流入する
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特集 居住空間におけるサードプレイスの必要性

図8

テクノパーク桜から25km圏にある車で巡る展望サードプレイス（Google Mapを元に加工

写真16 自転車道と霞ヶ浦に面する食堂「かすみキッチン」の展望テラス
から広大な水面が見える（撮影：渡和由）

作成：勝山祐衣）

写真17 下妻市の砂沼に面する「さんぽの駅」の「8代葵カフェ」。1周6km
の農業用ため池を借景する。北向きの室内と大型デッキから遠景に筑波山
や水源の日光連山も見える（撮影：渡和由）

心に残る「ヒューマン・エコトーン」の
場面を身につける環境づくり
本稿で伝えたいのは、人の住環境の隣で多様な生物も
暮らす場面を、一人ひとりが能動的に楽しめる「ヒュー
マン・エコトーン」
（※渡造語：1994 年『ビオシティ』
創刊号で提言）環境の重要性である。
良い景色と対面したい人の文化的嗜好を誘発して、文
化的サードプレイスの選択肢を増やして、豊かにするこ
とは、都市環境の企画や計画、運営にも関係する。
これからの社会では、すべての人が素質や能力を生か
して、地球で暮らす工夫を重ねる仕事をして、楽しく良
い気力を補充するための場が要る。それを支援するのが
サイトプランナーや設計者、プレイスメーカーの役割で
あると考える。多くの生物と人が生き生きする環境資源
を見直して育てる新規開発や再生事業に期待したい。

渡 和由（わたり・かずよし）

筑波大学芸術系環境デザイン領域准教授。筑
波大学芸術専門学群・同大学院卒業。GK設計、
米国のランドスケープアーキテクチュアと建築
の設計事務所で日米の都市や住宅地の計画実
務を行う。1998年秋に帰国して現職。専門分
野はサイトプランニングとプレイスメイキング
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