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プロポーションを
最優先につくる

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、
今回は、外観の第一印象を決める「プロポーション」のお話です。
建物を含めたファサードとしてプロポーションを最優先に構成することの
大切さを解説し、バランスよい構成のしかたを具体的に指南。
パーステクニックは、打ち合わせ時に役立つ「簡易パース」を学びます。

堺市の家
まずはプロポーションを固め、
そのあと装飾を検

上の写真を見てもわかるように、
門扉と壁とのボ

門壁と階段との関係性もあり、門扉部分の両脇

討するといった順番で考え、装飾の誘惑に惑わ

リュームバランスは第一印象に大きく影響する

の壁は比較的高さを抑えた1200mm、有効幅

されないようにしたいものです。
顔がわからない

ので、
心地よい関係性が必要です。
壁などの構造

も1200mm確保していました。
高さと幅とのバ

距離にいる人が誰かを判断するときに、身体の

物には高さの安全上の制限もありますので、高

ランスを考えると扉が２枚になるのは好ましくな

す。近い距離で見る場合は素材感やディテール

寸法の比率を記憶の中で照合し判断していま

さ方向のプロポーションを構造物でカバーでき

いと判断し、道路側の縦格子と同様のデザイン

が印象を左右し、距離が離れれば離れるほど重

す。
それだけプロポーションは記憶に強く残るも

ない部分は樹木で補正しましょう。門扉・造作ベ

の引戸門扉を造作しています。ぱっと見の印象

要になってくるのはプロポーションです。第一印

のです。建築の場合はその第一印象を瞬間的に

ンチ・テラス的なアプローチといった意匠の部分

から細部の納まりまで気は抜けません。表情を

装飾の誘惑に惑わされず
まずはプロポーションを固める
エクステリはさまざまな距離で見ることとなりま

象の良さを左右するのは、
プロポーションの良さ

左右し、
そのあと細部のディテールを感じるのか

は、囲われている壁との関係性で活かされてい

つくっています。
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材感やディテールを認識します。
そういった立ち
位置による見え方の違いを意識しながらデザイ
ンを構成していく必要があります。

第一印象に影響する門扉と壁の
ボリュームバランスを大切に

主役となる切妻の大屋根を活かし
色味や透け感を考えた構成

せ、ナツハゼ・ヤマコウバシ・ツリバナ・イジュ・
シャリンバイ・コマユミ・ムラサキシキブ・ホルト
ノキ・アセビ・ビ

『生駒台の家』
（写真右）
は切妻の大屋根とエクス

バーナムティヌ

各部位・シチュエーションにより何を重要視して

『堺市中茶屋の家』
（写真上）
は、
白色ベースの構

テリアとのプロポーションに注力しました。
プロ

スなど、街の風

つくるかは異なります。
門まわりなどの近い立ち

造物とモミジを主とした植栽でミニマムに構成

ポーションは単に高さや横の物体のバランスだ

景として、地域

位置での意識が強い場面では、素材やディテー

しています。
レッドシダー材とステンレス枠のオリ

けでなく、
色味や透け感も重要です。
敷地条件が

の方も含めて、

ルへの意識が重要です。一方で建物や街並みと

ジナルの片開き門扉が、
他とのメリハリとなり引

登り坂のＴ字路の頂上ということもあり、周辺地

時間の変化を

リンクさせながら認識することの多いファサード

き立っています。通常メインの門扉は両開きや

域のランドマーク的な印象があるので閉鎖的に

気づかせてくれ

部分ともなるので、全体のバランスの調和を取

親子扉にすることが多いですが、両脇の壁との

なりすぎず、
かつ、
ほどよく囲われたボリューム感

楽しませてくれ

ることも重要となります。つまりプローポーショ

プロポーションの兼ね合いやアプローチの動線

となるように構成しています。

ることを期待し

ンへの意識は、
どの距離感でもつねに意識する

のとりかたから片開きとしています。
ふだんの設

道路側の壁は透け感のある縦格子とし、壁のボ

ます。

ことが必要です。
ひとつの見え方ではなく、空間

計の慣例からいったん立ち止まり、
検証するとい

リュームに対しての重さを抑えています。そうす

は複合的に関係しあうので、
それらをまとめる意

う地味な作業の繰り返しが、
センスへと繋がるの

ることで主役となる大屋根の印象を損なわない

味でも重要なのです。

だと思います。

ように配慮しています。
高低差のある敷地ゆえの

生駒台の家
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［ 第5回 簡易パース ］

要画像

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。お施主様の目の前で図面を立体的に表現し、
イメージをしやすくできれば打ち合わせがよりスムーズに進みま
す。
またプレゼンテーションまでの時間がなくスピーディーに立体的に表現した資料をつくりたい場面も多々あります。そんなとき
に役に立つのが下記のような簡易パースです。前ページまでで述べておりますプロポーションを検討するさいにも有効です。

要画像

立面図を利用し外構部分だけパースに表現する

1

2

3

❶ 以前に説明したように平面図を1500ｍｍのグリットで区切る
❷ 1500のグリッド点を立面図のGL部分に記入し、高さ1500のHLを引く

【平面図】

VP（消点）
1500

HL（水平線）

GL
1500

今回の外構部分の奥行きは
6000になるので6000（グ
リッド4つ分）の正方形に視覚
的にみえる奥行きをとらえる。

❸ ❷で記入した点を任意の位置のVPと結び、外構部分となる奥行き6000にあたる
1500グリッドをとる。

【立面図】

① ②生 駒 市の家 A
③ 生 駒 市の家 B
④ ⑤ 奈良市の家

4

5
平面図を利用し上からのぞき込んだ
パース
（鳥瞰図）
に表現する
とでバランスを調整しています。面積が大きく

と外構の構造物の高さ関係から判断していま

なれば、
とくにプロポーションに注意が必要とな

す。高さのある樹木の足元の低木のボリューム

『生駒市の家Ａ』では土留めの石積みの高さを

り、平面図でプランを検討しながら立面図での

感も重要になってきます。不安定な印象のプロ

控えめに、法面を見せるようにしカジュアルな印

プロポーションの検証が大切となってきます｡

ポーションにならないように現場での微調整も

左右 の 重さバランスを整える

象の土留めに仕上げています。プロポーション
は新たにつくる部分だけでなく、残る部分との
関係性も考慮が必要。写真②は、向かって左側

（写真③）

樹木に高低をつけ建物と調和

外構はとくに周囲の環境に大きく左右されるの
で、図面上でプロポーションを検討し、現場でつ

『奈良市の家』はコンクリートブロックを素地で

に、階段アプローチと駐車場との間にわずかな

化粧積みとし、鋼板で笠木を取り付けて撥水処

くられていく中で感じる部分は臨機応変に対応

がら植栽スペースを設け樹木を植えてバランス

理をしています。シンプルな素材で仕上げるこ

し改善していきたいものです。

を保っています。床の左右の印象の重さバラン

とで装飾以外の印象を引き立たせています。
シ

敷地条件や要望やコストなど諸条件があるの

スを整えるために、駐車場部の前面までグレー

ンプルな素材や無骨な素材の場合は、
とくにプ

で、納得のいくプロポーションでまとめるのは非

色の石材を貼り延ばしています。
スチール製の

ロポーションに注意を払わないと野暮ったく

常に難しいです。
つねに
「ああしたらよかった」
と

浮遊感のある笠木をつけることでプロポーショ

なってしまいます。床も少し狭めのスリットで

悔やむことがつきまといます。
しかしながら、つ

ンの微調整をしています｡
（写真①②）

シャープな印象に仕上げています。
ガルバニウ

ねに改善する意識をもって積み重ね、お客様も

ム鋼板の笠木があることで上部を引き締め、
ブ

自分自身も満足度を上げられるように努力した

ロックの化粧積みの壁としての存在を成り立た

いと思います。建築家・宮脇檀さんの言葉、
「目

せています。引き締めるポイントもプロポーショ

を養い手を練れ」
を日々続けていくことが、一番

をカットしてスチール笠木を取り付け、正面の門

ンを検討するさいには重要です。

の上達方法です。

壁は左官で縁取りしたレンガ貼り仕上げとして

また、面が大きく見える建物とのバランスを調

います。面が大きな構造物を、縁取りをつくるこ

整する位置に樹木を植えています。樹高も建物

『生駒市の家Ｂ』では、道路ぎわの既存壁の上部
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VP
（消点）

必須です｡
（写真④⑤）

の門壁に対してのプロポーションを整えるため

面が大きな構造物には注意を

❹ ❸で記入したグリッドに平面図を落とし込み、
HLまでを高さ1500とし高さを割り付ける。

❶ 平面図上にVPを任意に設定しVPと線を結び
構造物の高さを表現する。

❺ ❹の下描きに紙を被せて、前後関係で見えない線は省きながら清書をする。
立面図部分にも影を記入すると外構部分にパースに合わせて違和感なく立体的に見えます。
（今回は鉛筆で仕上げています。背景部分の色をおとすと見せたい部分が引き立って見えます）

（高さは縦横の比率から判断する）

❷ 平面図に直接記入すると線が複雑になるので、
平面図の上に紙を被せ下描きをすると見やすくなります。
（植栽など点景もVP方向を意識して記入する）

❸ 清書のさいは立面図のパースと同様に陰影を表現するとより立体的見えます。
外構や庭のプランの位置関係を説明するさいにも利用できます。
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