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青山台の家

情感のある植栽帯をつくる
エクステリアデザイナー＆講師として活躍する松井信氏の大反響連載
第4弾は「植栽」。情感をイメージして空間の魅力につなげ、
生活の中で緑に楽しみを感じていただけるような植栽計画のコツを伝授。
実践的と好評のパースの授業は、点景のテクニックを学びます。

道路に面した植栽帯が街並みをつくります

脇に植栽帯を確保しています。石なども土留め

植物の広がる力が空間をつなげ
心豊かな時間をもたらす

樹木の葉を料理に添えたり
子どもの思い出にも残る植栽を

に使いながら足元を立体的に構成し、
ニオイバン
マツリ・ギボウシ・フウチソウ・コマユミ・ヒカゲツ
ツジ・ダンコウバイなど、
さまざまな下草を随所

松井 信（まつい まこと）
株式会社アトリエグリーンズ 代表取締役
E＆G アカデミー 講師
中央工学校 OSAKA 非常勤講師
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上の事例の「青山台の家」のエクステリアに関し

にあしらっています。足元に表情がつくことで、

植栽を通して時間軸が生まれ、空間がさまざま

ては、もともとお施主様は植物に対して苦手意

構造物との関係を軽やかに見せつつ空間自体を

なものとつながっていきます。そんな「広がる

識をもっておられ、
シンボルツリーだけにしてほ

土地になじませています。両脇の伸びやかなア

力」が植物にはあります。まず植栽があること

しいとご希望でした。
しかしながら打ち合わせを

オダモ・モミジ・ヤマコウバシなどの樹木の間を

で、街並みに潤いやコミュニケーションのきっか

重ねるうちに、奥様の想い出のなかに「庭の樹

抜ける瞬間は、自然と気持ちがワクワクします。

けが生まれれます。
また植物という時間や季節

木の葉をお料理に添えていた」ということが

木漏れ日もホッとした安心感を与えてくれます。

とともに変化するものがあることで、お施主様

残っており、
「掻敷(かいしき)に使える植物を植

の日常と密接に空間自身が関わる機会が増え

えて、子どもたちの思い出にも残してあげた

ます。変化を通じて心の動きが生まれます。
もち

い」
といったお話が出てきました。それで、モミ

ろん楽しみばかりではありません。枯れることも

ジなど掻敷に使えるものを植えたり、ジューン

下の事例の「真弓の家」も、玄関前の階段脇の

ありますし、虫がついて嫌なこともあります。そ

ベリーやレモンなどお子様と収穫して食べられ

植栽を石や苔で立体的に構成し、階段脇を隠す

立体感と透け感のある植栽帯が
街の風景としても楽しめる

んな悲喜こもごもの時間が心を豊かにしてくれ

るものも植えています。

ように低木を植え、門扉が見え隠れするように

るように思います。

楽しみのある植栽だけでなく、それぞれの樹木

樹木を配置しています。立体感と透け感のある

植栽を植えるときに気をつけるのは、いくつか

の名前を知ってもらうこともとても大切です。

植栽帯が空間に表情をつくっています。道路脇

真弓の家
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エクステリアをつくるうえで欠かせない植栽。

の要素を組み合わせながら、存在感を消しなが

人間同士も名前を知ると一気に距離が縮まる

の帯状の植栽帯も同様に盛り土をし、立体的な

せ、ナツハゼ・ヤマコウバシ・ツリバナ・イジュ・

ら、自然になじむように…そんなことを心がけ

のと同じで、植栽の名前を知り、距離を縮めても

表情をつくっています。

シャリンバイ・コマユミ・ムラサキシキブ・ホルト

ています。第一印象で「いいな」
と思っていただ

らうように樹木の名前リストの作成や樹木に名

樹木も高木・中木・低木を組み合わせ建物との

ノキ・アセビ・ビバーナムティヌスなど、
街の風景

くには、違和感を感じないようにすることが大切

札を取り付けるようにしています。

ボリュームバランスをとっています。
アオダモや

として、
地域の方も含めて、
時間の変化を気づか

ではないかと思います。

玄関前の限られた空間ですが、
アプローチの両

さまざまな樹種の木々が四季の変化の表情を見

せてくれ楽しませてくれることを期待します。
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① ② 飛 鳥の家
③ ベーカリーカフェの庭

［ 第4回 点景 ］

プレゼンテーションの場で図面とともに力となるパース
（完成予想図）は、
図面では理解しにくいイメージをお施主様に伝えることができるツールです。
そして空間の雰囲気を伝えるということがとても重要な要素となります。
その時に大切になってくるのは、樹木・車・人・アイテムなどの点景です。
点景の描き方をマスターして、
よりイメージを伝えるようにしましょう。

樹木の描き方
❶水平線（HL) を1500 の高さ基準とし
その比率で樹木の高さをとらえる
❷枝ぶりを下から上へとのびやかに描く
❸大まかな葉のかたまりのボリュームをとらえる
❹葉のタッチを描き込む
❺影を描く

1

3

上部は光が当たるのでタッチを少なく描く
下部や葉の重なる部分は影になるのでタッチを多く描く

【下絵】

近い

【清書】

HL
遠い
葉のタッチは遠くになるほど
省略しながら表現する

車の描き方
❶水平線（HL) を1500 の高さ基準とし
ボリュームをとらえる
❷タイヤの位置をとらえる
❸影を描く
④相楽台の家

地域になじむ植物や山野草で

⑤嵐山の家

2

車 のサイズは実 際より
も少し小さめに描く方が
車が目立ちすぎず良い

4

ツジが花を咲かす山の部分は苔やマルチングを

す。
シンプルでありながら色気を出してくれるの

敷きつめ、足元を中心に山間の湿気のある雰囲

が植栽の醍醐味です。
(写真④)

気づくりをしています。
中央に向かって石や砂利

に、地域の植生を意識しながら植えています。和

を使い渓流の雰囲気をつくり、ハナイカダやギ

を感じながらも雑木林の雰囲気をつくり、周辺

ボウシなど水辺を感じる植栽を中心に植えてい

の山々と一体になるように意識しています。足

ます。あまり大きな樹木は植えることができな

スもあります。そんなときに株立ちのシンボル

元はハイゴケを敷きつめて熟成感を出しながら

い空間でしたので、足元の演出と目線の高さの

ツリーを１本だけ植えるのではなく、
線の細い樹

も、仕込んだ山野草が春にサプライズ的な表情

樹木の樹形にこだわり、
どこから見ても楽しみの

木や下草を組み合わせ、小さな植栽帯が坪庭的

を見せてくれると思います。
こういった仕込みも

ある空間になっていると思います。

な要素になるように表情をつくってあげたいも

大切な演出です。目隠しが必要な空間であった

情景をイメージすることが空間の魅力につなが

のです。せっかく水やりをするなら、花も見てい

１本 の 木でなく小さな植 栽 帯に
植栽スペースがさまざまな事情で限られるケー

のでウラジロガシ・ヒメシャリンバイ・ソヨゴ・ア

ります。そこから先は、植物がそれぞれ思いもよ

ただきたいし紅葉も楽しんでいただきたい。
１

カマツなどの常緑樹を中心に構成しながら、そ

らない変化をし、驚きや喜びを見せてくれると

本でも多くの樹木の名前を憶えていただき植

れぞれの間にはモミジ・ツリバナ・ツツジなどの

思います。
(写真③)

物を少し好きになっていただきたい…そんな思

に気をつけています。
(写真①②)

山 の 風景をイメージして構成
帯状に横に長さのある店舗の庭なので、左右に

前後 の 植栽で空間に奥行きを

いをもって、
楽しみの感じる感情が動く空間とな
るよう心がけます。
(写真⑤)

壁を挟んで手前は玄関前の庭、向こう側は和室
前の坪庭となっており、それぞれの空間を共有

植栽にはメンテナンスが必要です。
メンテナン

しながらの植栽帯となっています。樹木に前後

スが少しでも気持ちよくできるような下準備と

山があり、そこから中央に向かって下っていく風

関係があることで空間の奥行きが生まれ、さら

なる空間をつくり、
メンテナンス方法も苦になり

景を意識して構成しています。空間にイメージ

に重なりも複雑になり深みが増します。樹木の

にくいように工夫することも、情景を維持するた

をもって構成することは、樹木を植える配置や

色は緑だけでなくさまざまな色があるので、色

めには必要なことです。

樹種の選択基準になるのでとても大切です。
ツ

同士の混ざりあいも表情に深みを出してくれま
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【下絵】

HL

1500

【側面図】

【清書】

HL

5

奈良県の飛鳥という歴史ある地域になじむよう

落葉樹を織り交ぜ、単調な表情にならないよう

【正面図】

フロントタイヤはフロン
トピラーの延長上にリア
タイヤは後部ドアにかか
るくらいの位置に

1500

1500

1500

1500

車体と地面との間に空間を残し
影を描くことで自然に見える

人の描き方
❶水平線（HL) を1500 の高さ基準としボリュームをとらえる
（座っている場合はHL が1200 としてとらえる）
❷影を描く
HL（1500）
HL（1200）

あまりリアルに描きすぎないほうが目立ちすぎず良い
他の部分のタッチの密度に合わせるように描く

頭の中心と足元が垂直の位置に描く

アイテムの 描き方
❶水平線（HL) を1500 の高さ基準とし
直方体で全体像をとらえる
❷パース方向に注意し細部を描き込む
❸影を描く

【下絵】

HL

【清書】

家具の影は真下が描きやすい
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