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背景と余白をつくる

エクステリアデザイナー＆講師として活躍する松井信氏による大好評の連載、今回は“背景"と“余白"のお話です。
空間の見え方は、主役となるものと併せて目に入る背景との相性を意識し構成すると深みが増します。
背景や余白といったキャンパスとの関係の重要性を再認識しましょう。
パーステクニックは、
よりよく見せる描き方のタッチや魅せ方を学びます。
奈良市西登美ケ丘の家

背景をどう考えてつくるかが
主役の見え方や雰囲気を決定づける

で、背景との関係性が主役の良し悪しを左右す

部分に植栽帯を設けることと、セットバックした

気をつくることになるので、
そのものの意匠とし

る場合が非常に多いです。

位置の壁と、
さらに壁の内側の樹木との三段構

てだけではなく、
「場の雰囲気をつくる」
というこ

つまり、背景をどのように考えてつくるかがその

えでリビングの目隠しをしています。樹木の背

とを踏まえて意匠を決定することが必要です。

空間の主役の見え方・雰囲気を決定づけると思

景に白い壁、白い壁の背景に内側の樹木、その

『奈良市西登美ヶ丘の家』(写真右）
は、山小屋風

発生します。建物・壁・樹木などといったエクス

います。つねに背景を意識することで空間内の

背景に建物となり、それぞれが干渉し合い奥行

の建物を背景に前景の景色をつくるという意識

テリアを構成する要素を視覚的に整理すること

そのものの存在位置が確認でき、
デザイン検討

き感と深みを生み、空間を複数生み出していま

でつくっています。背景を意識することで、その

エクステリアにはさまざまな要素との関係性が

で、空間をまとめる必要があります。

がしやすくなるのではと思います。

す。また、駐車場との間仕切りとなっている壁

前に来る主となるものの見え方・見せ方を意識

その際に重要となるのは、それぞれの関係性に

また、背景となるものに対しての余白の見せ方

も、手前に樹木を配置することで、間仕切りとし

することとなります。その関係性を意識しながら
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おいて 背景となる要素”をしっかりとつくること

も重要となります。余白は要素が配置されてい

ての役割だけでなく樹木の背景としての役割を

デザインすることが、
全体をより自然に違和感な
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るものを引き立たせる ２. 空間の雰囲気をつ

の余白の部分をどのくらいの面積でどの位置

込ませてくれる効果が生まれます。樹木の配置

くる ３. 状況を伝えるーーです。

で見せるかで、印象を誘導できます。大きな余

も、エクステリア部の壁を背景として見える部

人 間は目に映る

その３つのうちどれかというわけでなく、それぞ

白は洗練された高級感を感じさせ、反面少し寂

分と、建物の外壁を背景にして見える部分との

ものを個々の要

れの役割を担うことになります。本来主役であ

しい印象も与えます。小さな余白はにぎやかで

バランスをそれぞれに検討しています。

素として で はな

る建物が背景となり、
エクステリアを街並みとし

楽しい印象になりますが、反面雑多な印象にも

また、
この事例のように、外側からの視点だけで

く、まとまりとし

て引き立てる場合もあります。
また、エクステリ

なりかねません。そのことを踏まえてその場に

なく、庭側やアプローチ側からの見え方も併せ

て知覚する性質

アの構造物が背景となり樹木を引き立てる場

合った雰囲気を演出しましょう。

て配慮する必要があるケースは多々あります。

（ゲシュタルト心

合もあります。その樹木が背景となり街の風景
をつくることともなります。いずれの場合も主
役であるものの役割はもちろん大事ですが、そ
のこと以上に背景となるものにも意識が必要
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外側からの視点だけでなく
庭やアプローチからの見え方も配慮
『堺市菩提町の家』(写真上）
は、角地のコーナー

各視点からの見え方に対しての背景の雰囲気

理）があります。

が、表現意図と合っているか確認しながら進め

無意識の効果を

ていくとよいと思います。背景となる壁を白に

意識して使うこと

するのか黒にするのかによって、その場の雰囲

も大切です。

奈良市西登美ケ丘の家
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［ 第6回 書き方のタッチ・パースの魅せ方 ］
パース（完成予想図）は平面図や立面図などと同様の図面のひとつですが、平面図などと違いパースの重要な部分は雰囲気を伝
えるということです。図面は本来均一な線でわかりやすく書くことが望まれます。CADであれば均一できれいな線で表現されます。
エクステリアやガーデンのパースを描く際は植物や石材などを表現したりすることが多いので、きれいで均一な線のほかにフリー
ハンドで柔らかな線も有効的に使えます。道具例も含めてご紹介します。
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芯ホルダー（2B or 3B)
ラフスケッチや下描きを描くときに
使用。2B以上の柔らかい芯のほう
がラフな表現をしやすい。
ペン（SARASA）
清書やペン画の時に使用。
スケッチ
には0.7程度がおすすめ。

マーカー（COPIC）
揮発性インクですぐ乾くので手軽に
着色がしやすい。濃い色は失敗しや
すいので薄い色を塗り重ねたり色
鉛筆と組み合わせて使うとよい。

色鉛筆
単独で手軽に着色しやすい。柔らか
い芯は広い面積を硬い芯は細部の
書き込みに向く。マーカーと組み合
わせるのもよい。

修正液
修正はもちろんハイライトを入れる
際に便利。

影を表現することで立
体感が出て、絵もメリハ
リが出て明るく感じる

① 奈良市あやめ池の家

背景をしっかり
濃い目に描くと
建物が引き立っ
て見える

②箕 面市の家
③カフェベーカリーの庭
④ 生 駒 市の家
⑤ 奈良市登 美ヶ丘の家
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とで手前のスペースも活きてきます。

初段階から平面・立面同時並行で検討すること

たて格子の扉を閉めるとさらに借景のようにな

が大切になります。
またこのような庭のフェンス

『奈良市あやめ池の家』
（写真①）
では、門壁を兼

り、ほどよい透け感が空間に色気を付け加えま

を設置する際には、 目隠し”になる部分と樹木

ねたウッドフェンス前の足元に植栽を配植する

す。
さらに隣地の平屋の建物の瓦屋根もいい雰

などの キャンパス”としての部分と上部の 抜

ことによってウッドフェンスが背景となり、その

囲気に溶け込んでいますが、数年後に取り壊さ

け”の部分との見え方、室内のカーテンやスク

後ろに樹木を配植することで、前庭→門壁→樹

れ２階建ての住宅となって景色が一変していま

リーンとの関係性などを複合的に検証し、溶け

木→建物といくつかのレイヤーを重ねた空間と

す。借景は時間と共に変化してしまう可能性が

込む背景をつくりましょう。

なり深みが出てきます。また玄関までのアプ

あるので、
できるだけ自分でコントロールできる

ローチの先にも目線の留めとして壁と樹木をつ

敷地内に背景となる景色をつくるほうがいいか

くり、抜け過ぎないようにしています。アプロー

もしれません。

背景を重ねて空間に深みを

チの大判レンガ敷きスペースも、きわの部分に
植栽スペースを確保し、別の角度から見ても樹

平面・立面同時並行で検討を

家』
（写真⑤）は、
ともに建物横が玄関となり、路
地的な雰囲気のアプローチとなります。
このよ

『カフェベーカリーの庭』
（写真③）は、当初は植

うな条件の時は、
横の境界のフェンスのしつらえ

栽のみのご依頼でしたが、植栽よりも、それを

がアプローチの雰囲気を決定する背景となるの

活かす背景がメッシュフェンスでは雰囲気が

で、
とくに気配りが必要です。視線の先にもフェ

『箕面の家』
（写真②）は、中庭テラスから抜ける

まったく出ないので、縦張りで濃い色のウッド

ンスや樹木などのアイ・ストップを設けて、視線

木の重なりを感じるように配慮しています。

奥の緑量が手前の空間も活かす
視線の先にしっかりと緑量を確保した空間が目

フェンスも含めてご提案しました。その効果も

を効果的に誘導してあげましょう。背景や余白と

に入るようにすることで、
手前のテラス空間が限

あり、湿気感のあるしっとりとした和テイストの

なる脇役をさりげなく設けることが、
上質な空間

られたスペースでありながらも十分な広さに感

庭となっています。平面図上では壁やフェンス

の条件のひとつだと思います。

じ、満たされます。
また奥の緑量がなければ手前

の表現は２本線程度の表現になりますが、立面

素敵な空間づくりにつながる脇役の価値を再認

も殺風景に見えてしまいますが、背景があるこ

的になるとしっかりとした面積を占めるので、当

識していただければと思います。
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フリーハンドの線は小刻み
に歪ませる方が大きな歪
みよりもまっすぐに見える

その他、ドラフター・三角定規・マスキングテープなど製図にまつわる道
具及び絵の具などの着色道具も使用。描きたい雰囲気などによって使い
分けを工夫しましょう。

手前にあるものを描くことで奥行きがでる
コーナー部は少しはみ
出し気味に描くとシャー
プな感じがでる

空は塗り込みすぎな
いように広がりがある
ように表現する

庭 の パ ースの 際 は
人を入れると雰囲気
が伝わりやすい

視線を効果的に誘導する
『生駒市の家』(写真④）や『奈良市登美ヶ丘の

プロジェクトペーパー（10ｍｍ方眼）
トレース台（トライテック A3）
方眼紙なのでパースを描く時に垂直 内部にLED照明が組み込まれた台。
方向の目安になる。下書きをする際や 下から光を当てることで清書用の紙
プラン検討にも便利。
にも下描きを透かして描きやすい。

鉛筆のほうがラフスケッチ
の感じがよくでる
手前まで塗り込まない
ことで広がりがでる

ル ー バ ーなどは定 規を使った
シャープなラインのほうがよい

インテリア部分も表
現 すると庭との つ
ながりがよく伝わり
印象がよい
窓の中のシル
エットも描くと
透明感がでる
濃 い 色は塗り込み
すぎず白い部分を
ハイライト的に残す
とよい

人が描きづらい
時シルエットで
表現してもよい
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