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庭
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街並みをつくる
気鋭のデザイナーとして多くの空間を手がけ、講師としても活躍する松井信氏。

「個人の空間でありながら、街の未来をつくる空間だと意識して

庭や外構づくりができればいい」
という思いを持つ氏に、全8回シリーズで

庭としての空間の素晴らしさを語っていただきます。実践講座も併せてご覧ください。

コンセプトは「角地のオアシス 〜 森の中の空き地のような庭をつくり、街並みを豊かに変えよう」

家の印象を決めるエクステリア
自問自答しつつデザイン

お客様にも地域の方にも影響
街並みを担う責任ある仕事

プランはさまざまに考えられます。そしてその
プランに合わせて庭が考えられます。
しかし建
物より庭の方が自由で多くの可能性を秘めて

松井 信（まつい まこと）
アトリエグリーンズ 代表
E＆G アカデミー 講師
中央工学校 OSAKA 非常勤講師

エクステリアの仕事って面白いなと思う場面

います。庭のあり方を考えてから建物のプラン

は、一つひとつの仕事が完成するたびにありま

といったプロセスでの家づくりのほうがちょうど

存しているというスタンスで、情感が伝わるも

す。つい最近まで顔も知らない方と出会い、

いい佇まいが得られるのではと思います。日本

の。できるだけシンプルな考え方で、
デザインし

行ったことのない土地に行くようになり、なにも

の風景の一部を、ひとつの住宅に関わるさまざ

すぎない整理された気持ちになるもの。特別な

なかった土地に家が建ち、地域に馴染むように

まな人と良い関係を築きながら、いい住まいづ

空間でなく等身大の気持ちで、日々の中で少し

と考えた外構ができ、樹木を植えていると、
お客

くりのお手伝いができればと思います。

の発見と共に生活できるもの。手仕事が感じら

様だけでなく近隣住民の方からも「この木なん

れる愛嬌のある余白があるもの。できるだけ自

の木？」
など声をかけていただきます。

私なりにふだん意識していることを、
これから8
回のシリーズテーマにわたり、考えていきたい

地域の方にも影響を与え街並みへと波及して

と思います。次回以降のテーマは、魅力的なア

きるのか日々自問自答しています。

いく広がりのある楽しい仕事だなと、
つくづく思

プローチをつくる、大切な時間をつくる、情感の

気持ちのいい空気感の外構に出会うと、自然と

います。
と同時に、自分たちがつくるものが、そ

ある植栽帯をつくる、
プロポーションを最優先に

笑顔になります。気持ちの揺さぶりがあります。

の地域の街並みの一端を担うという意識はつ

つくる、背景をつくる、余白をつくる、自然体で

雰囲気は、ほんの一瞬で情緒的な感覚にうった

ねに持ち続けなければいけないなと責任を感じ

つくる。そのテーマに加えて、
プレゼンテーショ

えてきます。そんな一瞬で心を動かす第一印象

ます。お施主様の要望を満たしつつ、街並みが

ンに役立つパーステクニックも各号で少しずつ

がとても大切だと思います。

豊かになる、
コミュニケーションのきっかけとな

紹介できればと思っています。

家の第一印象は、エクステリアです。
とくに、個

るなど活性化につながればと思います。

庭って本当に素晴らしい!

を兼ねつつ、
「 半・公共の庭」
として豊かで奥行
きのあるものにしてゆくことが、
これからの時代
はとても重要だと思います。

個人の空間でありながら、さまざまなコミュニ

個人→交流→街の未来へ
庭のもつ素晴らしさと奥深さ

ケーションのきっかけとして、街の未来をつくる

その地域の環境や暮らし方に合わせて建物の

づくりができればいいなと思います。

空間だということをみんなが意識し、庭や外構

角を曲がるとふと目に

そんな体験から、
この仕事はお客様だけでなく、

飛び込んでくる景色に

然を感じられ、変化していくもの。ーーこのよう
なエッセンスを感じる空間をどうすれば提供で

人宅と公共の接点を担うファサードを、緩衝帯
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たたず

樹木が彩りとなるように︒
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外構と庭を分けることなく、庭の中に駐車場や
アプローチ・テラスなどの役目を担うものが共
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1

③登美ヶ丘の家

②垂水の家

①奈良の分譲地

6
④ ⑤松煬台の家

⑥ ⑦平群の家
5

2

3

木々と家族がともに育つ家

ピーター・ズントーを
イメージした家

都会で暮らしていても、できるだけ自然を感じ

以前からあった外構を、住宅のリフォームに合

ていて欲しいと思います。そうしないと、人も自
然とともに生きているということを忘れてしま

わりと合わせるわけでなく、違すぎるわけでも

が門壁となり、
アプローチの背景となり、その演

い、感覚が鈍ってしまうような気がします。樹木

ない。囲われた中に最大限の広がりを感じられ

出が外構の雰囲気の大切な部分になっていま

と家族がともに育ち、四季の変化、過ぎた年月

る外構としています。高さを抑えた壁と透け感

す。
レッドシダー材の縦貼り目地なしに、
ガルバ

を教えてくれる木々は、家族にも街にも欠かせ

のある門扉を化粧として設置しています。壁が

ニウム笠木で引き締め、表札やインターホンも

ないパートナーとなります。手間と愛情をかけ

低いのでH鋼にレッドシダー材を組み合わせ、
オ

同面で納めています。ナチュラルな中にスタイ

た関係の積み重ねで庭の魅力が増していき、森

リジナルの機能門柱をスチール門扉と合わせ

リッシュさも兼ねて新しい街の雰囲気をつくっ

のような庭に包まれた家へと変化し街と家と庭

て造作しています。
ほどよい囲われ感が、住まい

ています。落ち葉も溶け込むように、自然な雰

の連続性がここに住む喜びへと繋がります。1

を彩り、街に少しのアクセントを与えています。

囲気のゆるさは残しています。土留めの景石の

件1件の樹木だけでなく、区画全体を庭で繋ぐ

お隣の樹木とも相まって良い連鎖が生まれて

存在感が良い脇役となっていて、ちょっとした腰

ことで、風景に広がりができます。無電柱な街並

います。
（写真②）

かけにもなります。きれいなだけでなく日々の
変化を受け止めるだけの、いい加減さのある庭

みだからこそ、上を見上げた時の高木の枝葉が
より映えて見えます。
（写真①）

隣地境界を門壁に活かした家

もほっとする街並みを形成するひとつかもしれ
ません。
（写真③）

わせて壁を切って、木の角材を貼り詰めて建築
家ピーター・ズントーのアトリエをイメージし新
しい風を街に吹き込んでいます。
ピーター・ズン
トーの建築は、
シンプルで緻密、
自然との親和性
に富み、思考的、場所と用途に真摯に向き合い、
ふさわしい素材選びに労を惜しまないと評価さ
れています。それらの積み重ねが、風景に馴染
む所以なのでしょう。新しい風を吹き込みつつ、
風景に馴染ませるために壁の設えとし樹木のバ
ランス、隙間の植栽への配慮に注力していま
す。数十年経過した街並みに新たな活気が生ま
れることを願っています。
（写真④,⑤）
道路から擁壁まで1mセットバックし、街に樹木
をおすそ分けすることで、強固になりがちな擁

樹木のスクリーン越しに見える建物は、品があ

遠くの風景とつながる、
お隣の樹木とつながる、

り、色っぽく感じます。建物を隠すことで建物を

背景となる景色とつながる、なにかとのつなが

囲いすぎず開けすぎず。
オープンな街並みのご

引き立たせる。樹木と背景の竹林とで挟み込む

りをもたせ、イメージの広がりをつくることで

近所に合わせて開放的にしたいけど、まわりと

ことで、存在を和らげています。隣地との境界に

様々な気づきがあり、その場所にふさわしいエ

笑顔になる仕掛けをエクステリアに仕込み、い

一緒なのもなんだかしっくりこないものです。
ま

沿ってのアプローチになるので、隣地境界の塀

クステリアとなるような気がします。

きいきとした街並みをつくりたいものです。

ほどよい囲われ感 の 家
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壁を背景として活かしています。前庭効果で街
とつながりを持たせています。
（写真⑥,⑦）

7

大きなステップが印象的。歩いて遊ん
で、お子さんたちも大好きな前庭。
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松井信の

HL

VP
（VPはHL上にある）

（人の目の高さはHL上になる）

図2

面の見え方

立体の見え方
下から見る

右から見る

パースとは

準・物の見える面の基準となります。

なるパース（完成予想図）は、図面では理解し

遠近のある3次元の空間を、2次元の画面

3次元の世界にはヨコ
（水平方向）
・タテ
（奥

に置き換える方法として、パース（透視図）

行）
・タカサ（垂直方向）があります。いずれ

きます。未完成なものを目で見える
「絵」にす

が用いられます。パースには遠近法的要素

の方向の線も平行線であれば交わりませ

ることで、お施主様との信頼感を得られます。

と絵画的要素の組み合わせが欠かせませ

ん。
しかし、交わることのない地平線上の点

また、自分自身でのデザインの確認作業とし

ん。遠近法的要素として、線遠近法・色彩遠

をじっと見ていると1点に向かっていくよう

て、職方への納まりなどの伝達手段としてな

近法・空気遠近法・重ね遠近法があります。

どでも活躍します。

絵画的要素として、構図・陰影・質感表現・

左から見る

今回のシリーズではパースのテクニックとし

GL（Ground Line)・・・地面の線 地面の

せて、説得力のあるパースをつくるにはそ

位置

ス、点景、簡易パース、書き方のタッチ、
ラフス

れぞれの要素が満たされなければなりま

ケッチ、
パースの魅せ方をご紹介します。

せんが、描く目的や用途に応じて省略した

今回はパースのテクニックの第1回目として、

りしながら、あくまで自然に素敵に見えるよ

て知っておいていただきたいことがあります。
図1参照

右から見る

上から見る

平面図

描く前に知っておきたい遠近表現
図2参照

遠近感の表現では、
VPに向かって線を描く
という特徴があります。先に言ったように、

描く前に知っておきたい用語

１消点 A

正面

に見 えます 。そ の 点 が「 消 点 」す な わ ち

点景があります。
これらの要素を組み合わ

うに表現することがもっとも大切です。

左から見る

「VP」
といいます。

て、パースの基礎、1消点パース、2消点パー

2消点 B

VPは見た先の点なので見る位置を変える
と同じものでも見え方が違ってきます。真

HL（Horizontal Line）
・・・水平線

正面から見る四角形は、水平垂直ですべて

HLとは、目の高さの水平線です。目の高さ

の辺が同じ長さですが見る位置を左右に

は、水平線（地平線）
と同じ高さにきます。海

ずらしていくと手前と奥の辺の長さに差が

岸からでも高層ビルの屋上からでも、水平

でて、上下の辺は斜めに見えるようになり

線は目の高さになります。HLは高さの基

ます。見え方の感覚を養いましょう。

立面図

描く前に知っておきたいカゲの話
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正面

VP（Vanishing Point）
・・・消点

にくいイメージをお施主様に伝えることがで

『パースの基礎』です。
まず、パースの入門とし

#1

図1

［ 第1回 パースの基礎 ］

プレゼンテーションの場で図面とともに力と

庭

影（shadow)・・・光が物体によってさ

陰影には「陰」
と
「影」の2種類があります。

えぎられて他の部分に写る暗い部分。立

その物体自体に帯びるものが「陰」、その物

体感を表現する役割と、物体の形や位

体がつくるものが
「影」
です。

置を明確にするために用いられます。影

陰（shade）
・・・光線が直接当たらないた

は濃い色で表現し、影を入れることで明

めにできる周囲よりも暗い部分。立体感を

るい部分が強調され、表現にメリハリが

表現するために用いられます。
グラデーショ

つきます。影が濃いと光が強いという事

ンで表現し、表現に深みが出ます。

で晴れた日の明るい絵になります。

陰（shade）
地面にあるか、
浮いているかがわかる

影（shadow)
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