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これから目指すランドスケープスタイルのひとつとして
「design with nature」という考え方を提案します。
natureは自然、無理のない、ありのままといった意味です。
また自然の素材（光、風、音、緑）などを出来る限り活用するという意味もあります。
「物の豊かさ」ではなくて「洗練された空間の豊かさ」を見せるデザインと捕らえてみました。

「design with nature」とは 和風、洋風といったスタイルにはこだわらず
「無理のないデザインで自然の光、風、音により空間の豊かさを感じさせる。」 といったスタイルです。

決して構造物（物）を否定するわけではありませんが あくまで主役は物ではなく空間です
物は空間を引き立てる脇役としてデザインするといった考え方です。
例えば朝日にあたる高木のかたちがスリットのあるウォールにシルエットを描き
そのシルエットが風に揺らいでいるといったデザインです。
この空間には光、風そして木の葉が擦れる音がイメージできます。
シルエットを写しこむのはウォールではなく
庭に広がる芝生かもしれませんしシンプルなペーブメントかもしれません。
木立の下においた水鉢が夏の日差しを反射し、風に揺れる水面の影が葉裏に踊るなどイメージは膨らみます。 。

具体的手法

１）空間の領域性をつくる
領域性を演出することはとても重要です。 はっきりした領域性、やわらかい領域性などが考えられます
例えば住宅では背の高い壁や建築物ははっきりした領域性をつくり、背の低い壁、生垣、木立などはやわらかい領域性を演出します。

２）無理のない材料
本来、家やその周りはその地域の材料を利用していたはずです。
しかし現代では物流が発達していろいろな素材を利用できるようになりました
イメージがよくて安価であるといった理由だけで安易に利用すると地域の気候風土に合わず失敗することもあります。
例えば輸入石灰岩の乱張舗装などを最近よく見かけますが酸性雨による被害、日陰部のカビによる変色などの問題があるようです
また植栽においても南欧イメージやイングリッシュガーデン、コニファーブームなどでヤシやコニファーなどの外来種をメインとした
植栽を住宅地でもよく見かけますが 植栽環境に合わないものを無理やり植えつけている例も多々あるようです
植栽計画などにおいて地域に自生する（関東であればコナラ、エゴ、ヤマボウシなど）樹木をメインに計画するようにします。
材料においても輸入材を利用する場合などは地域性を十分検討する必要があります。
可能であれば地域の材料を利用するのがもっとも自然で無理がなくベストだと思います。

３）シンプル
エクステリアを構成する構造物としてはタイル、化粧ブロック、レンガ、インターロッキング、コンクリート、木材（ラティス）、
石、鋳鉄製品、左官仕上材、樹脂舗装などキリがありませんが利用する材料の種類を少なくすることがポイントとなります。
材料が多様だとどうしてもゴチャゴチャしたイメージになりがちです。
同材料でも形の変化、仕上の違いでアクセントをつけることは十分可能です。
（etcコンクリート舗装の金コテ仕上、ハケ引仕上など）
また華美な装飾品や造形は物でなく空間を見せるデザインには無用です。

４）季節の変化、光の変化、風、音などを楽しめるデザイン
自然の変化をとりこみ豊かな空間を演出することがdesign with natureの重要な要素になります。
風に揺れる木漏れ日、樹木のシルエット、風に揺れる木の葉のささやき
雨が葉を打つ音、雨上がりの葉に反射する光 、砂利を踏む音、草むらの虫の音、
熟した実に集まる野鳥、透き通るような新緑、そして紅葉 、冬木立のフォルム 。
全てが貴重なデザインアイテムです。

design with nature



2022エントランス・コモン計画 （富山市内住宅地）

株式会社Make It
ゴミステーション、融雪設備用地を拡大して住宅地のコモンを設置



 

 

第 27 回空間デザイン・コンペティション参加作品 

コロナ対策は環境問題にも密接に関わっている。コロナ対策により都市のロックダウンを行った事で世界の都市環境が一時的ではあるが劇的

に改善した。コロナ対策が環境問題改善に寄与する可能性は十分期待できる。 

今後コロナ対策により生み出された新たな生活スタイルを継続していく事が環境問題を改善していく上で非常に重要となる。 

今回はこの新しい生活スタイルを表現する屋外空間を提案したい。 

ガラスは地球環境に優しいリサイクル素材である。また、飛沫防止パネルなどのコロナ対策の象徴的なイメージ素材でもある。さらにグラスファ

イバーはリモート生活を支える重要な通信素材となっている 

そこでガラスという素材を活用して人と環境が共生した里山、「ガラスの森」を創造した。庭園にガラス作品を点在させるのではなくガラスと言う素

材で作り出された環境に樹木を点在させるといったイメージである 

森にはガラスの原子配列(非晶体)をモチーフにした園路を巡らせ、板ガラスのベンチを置き、樹々の間にガラスのパネルを点在、グラスファイバ

ーで草地、粒状の廃ガラスで地被類(コケ、シバ等）、せせらぎ、池を表現した。 

また、光ファイバーを地面に埋め込みガラスを輝かせ幻想的なナイトスケ

ープを演出したい。さらに、ガラス細工で生物（野鳥、昆虫、爬虫類、魚類）

を表現して森に生息させ、ガラスアート、ステンドグラスなどを配置するの

も面白いかもしれない。 

 

 

ガラスの森                               2020 

ガラスの原子配列と平面図 ガラスアート、ステンドグラスなどを配置 



2020マンションランドスケープ計画 （船橋市）

有限会社 木村・久世建築設計事務所



2020住宅地ランドスケープ計画 （黒部市内住宅地）

株式会社オスカー不動産

リバーサイドの複合開発
タウンハウスと戸建住宅及び川沿いの公園デザインを提案



2019住宅地外構植栽基本計画 （富山市滑川市内住宅地）

株式会社ＯＳＣＡＲ Ｊ.Ｊ

繋がる外構デザイン
建売住宅の街並提案。各戸の外構デザインが繰り返されるのではなく両隣と繋がりながら広がっていくデザインを提案



201８庭園住宅地ランドスケープ基本構想 （富山市黒瀬地区住宅地）

Co. マチ黒瀬販売パンフレット抜粋

株式会社ＯＳＣＡＲ Ｊ.Ｊコミュニティの育成を高まる
「庭園住宅地」というランドスケープコンセプト

住宅地の中に公園があるのではなく公園の中に住宅が存在する、「庭園住宅地」をイメージして生まれたのが、Co.まち黒瀬です。

庭園の一つの大事な要素として領域性があります。街への入り口であるエントランスには緑地や植栽を設け、古き良き英国を思わ
せるフェンスやレンガウォールといったアイテムでゲート性を演出し、さらに街並と調和する形でベンチを置き、庭園住宅地のイメージ
を強調しました。
レンガウォールとベンチの組み合わせは公園、街角にも展開させ、街全体
としてのコミュニティ育成のきっかけ作りも重視したつくりになっています。
この「領域性」はコミュニティ意識（＝我が街意識）の育成にもつながり、
美しく安全な街づくりに大きな意味を持つと考えています。

（略）



201７富山市黒瀬地区住宅地開発ランドスケープ構想

株式会社ＯＳＣＡＲ Ｊ.Ｊ

201７マンションランドスケープのリ・デザイン

マンション管理組合（東京都中野区）

エントランス現況

パース＋写真合成

アプローチ現況

公園鳥瞰パース

全体平面図

住宅地エントランス

水文様の広場

マンションの大規模修繕工事に伴う造園改修計画

大規模修繕工事に伴う造園改修計画
組合員に対しての説明資料として写真合成パー
ス等を作成

計画地は桜並木が美しい堤沿いの住宅地で発注者で
あるディベロッパーからも桜並木を生かし堤土手の一
部を花壇として整備して入居者の人たちが楽しめるよ
うにしたいとの要望があった。

計画地には河川沿いのためか玉石が多く土留めなど
に利用せれていた。

そこで玉石や玉砂利をアイテムとして河川のイメージと
して流水紋をベースにしたランドスケープデザインを考
えた。住宅地のゲート、道路交差部、ロータリー部は水
の文様の舗装パターンとし
歩行者道は波型のブロック舗装とした。

公園の広場は流水紋をモチーフとしたデザインで街の
シンボル広場として位置付けた。

玉石はボックス状の鉄線に詰め込みウォール、ベンチ
などとして演出した。

また街のコンセプトカラーを桜色とし、舗装材、石材や、
植栽(花色)で彩った。



2015上尾市住宅地公園計画・設計

2016

エム.エフ.プランニング

複合開発地３Ｄデータ作成業務

暖地の複合開発計画地（ショッピングコンプレックス、モール、メディカルケア、農園レストラン、リゾートホテル、マンション、戸建住宅地等）約25haのマ
スタープラン案、ラフスケッチから全体3Dデータを作成。任意アングルからのパースベースとして活用。

川沿のショッピングモール

201７ブライトシーズン上大久保ランドスケープデザイン

公園は角地にある宅地1戸分程というコンパクトな敷地のため
立ち寄った人、通りかかった人たちが気軽に声を掛け合える距離感を大切にしたいと考えた。
そこで児童公園というよりは住民みんなが集う街角のコモン（住民広場）として親しまれる空間づくりを目指した。
道路沿いはフェンス等を設置しないオープンなデザインとし、かつ地盤を道路より少しだけ高く設定する事で
街との一体感と道路と隔てた領域性を両立させたデザインとした。
またテーマカラーをホワイトとし外周花壇は白レンガで、植栽は白花やシルバー系の葉色のものを選定した。
この街角コモンがコミュニティの核となる生活空間になればと願っている。

株式会社YOSHIZUKA

ショッピングコンプレックス

リゾートホテル

マンション

ホワイト・コモン



2015

藤田住環境計画パートナー業務

Rainbow Leaves   

住宅地内のメイン広場として位置づけるため、道路とイメージを一体化した空間デザインをめざした。

車道部は通常のアスファルト舗装でコンクリート側溝が縁取る形態となるため、その側溝のイメージを公園内にも取り込むデザインとし、園路舗
装も車道とのイメージの連続性を考慮しモノトーン色の透水性舗装とした。
植栽は管理上の要請で常緑樹で大きくならないもの、かつ地域的制約からビャクシン類が不可という事であった。

そこで中木はビャクシン類以外で葉色を楽しめるコニファーとし、低木類も常緑のカラーリーフとした。赤、緑、黄色、ブルー系他など多彩な色合
いの葉を一年中楽しめる広場としてRainbowLeavesというコンセプトとした。
アクセントとして飾り玉を植栽地コーナー部に設置し車止めも同様のデザインのものを配置した。公園灯はLED灯で広場のイメージを象徴するデ
ザインとした
住宅地の沿道部もカラーリーフによる植栽、飾り玉を施し街全体のイメージ演出を図りたい。

上尾市住宅地公園計画・設計

竣工写真

公園名はコンセプトに基づき「虹の葉公園」となった。
透水舗装は事業主の意向により暖色系に変更

2016

㈱中央住宅・ポラスガーデンヒルズ（株）

船橋市住宅隣接地修景計画

里 庭 農の風景

対象地は住宅計画地に隣接し、これまで農地として活用されていた場所で、農作業のための納屋が現存している。またサクラ、ウメなどの花木が沿
道、敷地内に点在し春には美しい花を咲かせている。

ランドスケープコンセプトとして現存の納屋を生かした「里庭」を提案したい。

納屋は老朽化しているので周囲に敷地内の常緑樹を主体に移植し、屋根が緑ごしに見えるような景観を演出する。さらにその周囲には河津サクラ、
ウメ、サンシュユ、アジサイなどの花木を移植する。
地面は管理低減のため除草シート＋砂利敷とするが、シバザクラをイメージして白、ピンク、赤系の化粧砂利を模様として敷き詰める。
また部分的にスイセン、ヒガンバナ、ハナダイコン、ハナニラなど農家の庭先で見かける植物を植えこみたい。
沿道部分の土留めはランダムなイメージのブロック積、または崩れ石積とする。

化粧砂利でシバザクラをイメージ

住宅地内から隣接地をみる

住宅計画地と隣接地



2015

発注：YOSHIZUKA

新駅ＰＪランドスケープ計画

2014

住宅地のイメージパース

地方都市の集落を含めその周辺に商業施設、住宅地を総合的に整備していく計画

計画地を横断するようにある用水路を生かし、かつ集落との融合が計画上ポイントになる

野々市Ｎ地区ランドスケーププラン

既存集落

専門店街

商業モール

中高層住宅

戸建住宅

タウンセンター

用水路修景案（商業モール）

公園

発注：YOSHIZUKA

2014

公園プラン



黒部市金谷住宅地造園計画・設計 2013

藤田住環境計画パートナー業務
さ く ら Common

黒部は立山連邦からの豊かな水に恵まれた地域です。
湧き出す水、染みこむ水、流れる水、溜まる水、水蒸気となり雨、雪となる水
これらの水の動きを二つの渦巻き（スパイラル）をモチーフにして水景施設（ツイン・スパイラル）をデザインしました。
また黒部は野生種の桜の宝庫でもあります。街のエントランスと公園に特徴となる桜（エドヒガン他）を植栽してます。

街のイメージパース

公園 ツイン・スパイラル

さくらゲート

ツイン・スパイラル（湧水）

発注：YOSHIZUKA

富山市上大久保南住宅地計画 2014

街のイメージパース

イメージプラン



River Terrace

自然・歴史・景観資源を活かした街づくり

RLA作品発表会 優秀賞受賞 2013

今回の作品はRLA(登録ランドスケープアーキテクト)の資格認定試験問題をベースにした提案です
前提条件として計画対象地は、大都市圏の郊外で都市計画道路の整備に伴い大規模ショッピングモールを誘致する駅の東側
の開発地区であり、郷土景観の保全とみどり豊かな景観形成 。自然・歴史・景観資源を活かしたまちづくり。河岸段丘上部の古い
街並集落の保存。河岸段丘の環境を活かした住宅地の開発。浸水想定区域を考慮した土地利用といったものです。認定試験で
は全体ゾーニングの作成でしたが、今回は街づくり全体の提案となっています。

コンセプト

河岸段丘を斜面緑地上部、下部、河川域（ハザードエリア含）の三つのゾーンに分類し、上部は旧街並、屋敷林などの資源をも
つ「屋敷林の街」、下部は住宅地と斜面緑地が一体化した「はけの街」（河岸段丘の斜面緑地下の部分は「はけ」と呼ばれてい
る。） 河川域は住宅地は設けず、大小の商業施設および既存のグラウンド、公園等を結ぶ「賑わいとスポーツの街」として特徴
づけました。それぞれは都市計画道路により結ばれます。
今回のまちづくり対象地区を河岸段丘という特徴から「RiverTerrace」と称してみました。

中層住宅地区と低層住宅の境界エリアは歩車共存の道広場として整備し住宅地のシンボル的なエリアとします。
噴水、流れなどを設けた親水空間として整備し、この地域の水との生活の歴史にふれあう場としたいと思います。
自噴噴水は浸透桝により地下水に戻し、自然の循環による水景設備とします。

ランドスケープの再生を通じた描く力での復興支援
2012

スナップ写真からのパース作成

日本造園学会からランドスケープの再生を通じた復興支援のためのコンセプトブック（復興の風景像）を作成する事とな
り 「描く力での復興支援」という呼びかけで気仙沼の冒険遊び場のパースを描く事となりました。
この冒険遊び場はNPO法人日本冒険遊び場づくり協会と子供たちにより創出され、「あそびばー」という愛称で親しまれ
ています。図面等はなかったので航空写真をダウンロードしスナップ写真の中の情報などから高低差を想定してました。
またスナップ写真に写っている手作りの遊具やベンチ、小屋などのスケールを周囲に写っている人間などから想定して
パースを作成しました

パース資料となった航空写真(google)と
冒険遊び場（あそびばー）のスナップ写真

復興の風景像
（日本造園学会東日本大震災復興支援調査委員会）

冒険遊び場（あそびばー）全景



千葉NTグリーンネットワーク内ランドスケープ計画及び街区検討 2012

藤田住環境計画パートナー業務

Green Net-Work
グリーンネットワークは自転車歩行者道等で住宅地、公園、学
校、駅、商業施設等をネットワークして良好な住環境を築く計
画です。歩行者道には休憩施設としてLED照明、ベンチ、ス
ツールと季節感を演出するスポットガーデンを点在させました。
近隣公園はグリーンネットワークの核となる公園で自然エネル
ギー社会のシンボルとして風車と太陽光パネルを敷設した
パーゴラを設け、調整池は生態系を考慮しました。

近隣公園イメージ

街区検討 （21住区A街区）

21住区の基本コンセプトは
①子育て安心、子供安全まちづくり
②低炭素型まちづくり
の2点が前提でした。
具体的造園計画として①では子供が安全安心な公園、子
育てママに便利な公園、防犯に配慮したまちづくり、身近な
自然環境の確保、バリアフリー、オープン外構など
②では車を抑制するまちづくり、自転車通行空間の整備、
沿道植栽、公園の緑化、自然エネルギーの活用、良好な維
持管理、アウトドアリビング、庭に豊かな植樹、植栽空地の
植樹植栽、屋上、壁面緑化などを提案しました。
共有施設管理の必要があり管理組合についても検討しまし
た。これからの戸建住宅団地においてタウンマネージメント
の重要性が増加することが考えられます。

21住区A街区イメージ

21住区A街区

スポットガーデン
休憩スペース
小さな庭（四季の植栽）

近隣公園

第Ⅰ区間
日常に潤いをあたえるみち第Ⅲ区間

自然とふれあうみち

第Ⅱ区間
快適移動空間のみち

高井戸住宅地計画
2012

藤田住環境計画パートナー業務コモンのある斜面住宅地

コモンスペース
奥の宅地が斜面住宅

神田川沿いの斜面住宅



紀の国（和歌山県）住宅地プロジェクト 2012～

梶取住宅地計画 M O U N D & W A V E

フラットで縦長に細分化された敷地に[うねり]と[ながれ]という動きを加えることでリズムと一体感を与えたい。
うねりは残土等でマウンド（築山）を設ける事で表現する。流れ(ウエーブ)はアプローチ、パーキングスペース(コンクリート舗装)にピンコロライン、タマ
リュウ目地で表現する。またウエーブは出きるだけ隣接宅地との連続性を意識したデザインとする。

植栽は地域に根ざした樹種（潜在自然植生）をメインとする。計画地域の植生はホルトノキ群落と考えられるのでホルトノキ（常緑高木）をメインツ
リーとしハイノキ（常緑中木）をポイントツリーとして配植する。その他中木としてはオリーブ、オトメツバキ、ベニカナメモチ、カラタネオガタマ、プリペッ
ト、ムクゲ等とし低木はアベリア、ヒラドツツジ、ビョウヤナギ、シャリンバイ、ジンチョウゲ、トベラ等とした。

イメージスケッチ

うねり、流れのデザイン

ハイノキの花
九州～近畿に自生

藤田住環境計画パートナー業務

岩出市住宅地計画

マスタープラン
エントランス

ロータリー広場

公園

ロータリー（ラウンドアバウト）



フォレステージ上大久保ランドスケープ計画、設計 2011

藤田住環境計画パートナー業務

フェアリー・ヴィレッジ構想

計画地の隣に地域のランドマークにもなっている数本のエノキ大木が繁る丘（塚）があります。
昔、女中さんが子供を獣から身を犠牲にして守り、この塚が作られたということです。
富山地方では女中さんのことをベイちゃんと呼ぶらしくこの塚をベイヤマと呼びはじめ今では「弁山」と呼ばれています。
当初この塚にブロンズ像を設置する計画がありそのデザインも手がけましたが 残念ながら実現しませんでした。代わりにストーリーの説明板が設置
されました。
ストーリー自体は悲しいお話ですが開発地にもこの弁山のストーリーを関連づけたいと思いました。
そこで「子供を守る」というキーワードを想定し子供に安全で夢を与えられる街というコンセプトを設定しました。
安全ということでは大人の目が街中、子供に向けられるといったことが重要であると考え、そのためには公園、道路緑地などの管理をすべて行政に
まかせるのではなくある程度住民が行うような コミュニティの育成が有効であると思います。
住民が日頃公園、緑地の管理、育成を行うことで自然と子供たちに目が向けられるということを期待し住民が育てていくという意味では公園デザイ
ンは押し付け的ではなくできるだけシンプルで、安全という意味ではオープンなものが望ましいと思います。
住民管理のシステムは事業主サイドで積極的に推し進めて構築できました
また事業主からはイギリス風の街並みといったリクエストもありレンガをモチーフとした街全体のイメージづくりを考えました
そのため街のエントランス沿いにはレンガ柱とロートアイアンによる直線的な景観を創出し公園、道路緑地には曲線によるレンガウォールをデザイ
ンしました。
子供の夢をあたえるといった意味では妖精（フェアリー）という要素を考えました。 これはイギリス、子供というキーワードからイギリスの児童文学など
に登場する妖精（フェアリー）たちを連想したためです おとぎ話のようなちょっと不思議な世界を演出するために小さな公園灯を設置しました 。ベ
ンチや遊具は通常サイズで公園灯だけミニチュアサイズという不思議な感覚を演出してみました。
この街のどこかに妖精が潜んでいるといった夢を子供が感じてくれるフェアリーヴィレッジになってくれればいいと思います。

弁山のエノキ樹林

弁 山 ブ ロ ン ズ 像 案
(女性がやさしく子供を抱いて
いるイメージ)

レンガとロートアイアンのウォール

ミニサイズの公園灯が不思議な世界を醸しだす

公園（センターコモン）



高岡市中曽根土地区画整理事業内 シンボル道路、公園設計 2010

[ 新・田園都市 ]
ルーラル＆スタイリッシュ
ロハス（健康で持続可能な生活スタイル）、多様な人々の交流、ヒューマンス
ケールへの回帰、自然との共生これからの街づくりに求められるこれらの要素
を具現化した一つの形として田園生活があげられます。
新しい街づくりのヒントとしてここから学びとるものを学び現代的に昇華した都
市が「新・田園都市」となると思います。
この「新・田園都市」を構築するための手段の一つとして景観計画にルーラル・
ランドスケープ（田園風景）を取り入れたいと思います。
本計画地においてルーラル・ランドスケープのエレメントとなる鎮守の杜、里山
（雑木林）、湧き水、果樹園などをヒントにルーラル＆スタイリッシュなデザイン
を行い、それらを「ルーラルアベニュー」（シンボル道路）でつなぎ合わせ「ルー
ラル＆スタイリッシュ シティ」＝「新・田園都市」を構築したいと思います。

藤田住環境計画パートナー業務

ルーラル・アベニュー

フォレストスプリング



Green Wellness
グリーンは地球にやさしい環境を表し、ウェルネスは運動を日常生活に取り入れながら、健康的に日々の暮らしを送るライフスタイルを示します。

・運動公園（ フィットネス・サーキット）公園には周回コースを設けフィットネス・ファニチャー、100ｍ のストレートコースなどを併設しウェルネスの核となる施設とし
ます。ストレートコース脇にエントランスと休憩施設を兼ねたテラス（ ストレートテラス）を設け、自然エネルギー活用のため太陽光発電を備えたシェルターを設置
しサーキットのメインスタンドのようなイメージにします。
公園の東サイドは郷土の森となる樹種の高木及び苗木を植裁しCO2の吸収を図ります。
・公園道路（ リニア・パーク）
幅員12ｍ の道路に6ｍ の通路を緩やかに蛇行させ左右に植栽帯を設けた歩車共存のカツラの並木道とし、中低木はゾーンにより四季の移ろいを感じられるも
のとします。通路部はインターロッキング舗装とし通行部と交差部で敷パターン、色の変化をつけました。植裁帯にはイメージ的に連続する円弧状にレンガ
ウォール、レンガベンチ、休憩施設、花壇を設け、また一部には幼児用遊具、フィットネスベンチなどを設置し全体として線状（ リニア） の公園のようなデザイン
とします。

鳥屋野・大島地区土地区画整理事業 ランドスケープ計画、設計 2010

藤田住環境計画パートナー業務

ToyanoTry-Gardens
対象地区をWEST GARDEN、NORTH GARDEN、 EAST GARDENに分類し、WEST GARDENはアーバン、シャープをキーワードとした直線をベースとしたデ
ザインとし、EASTGARDENはナチュラル、オーガニックといった対照的なキーワードを持つ曲線をベースとしたデザインで特徴づけました。
またNORTH GARDENは多数の直線により曲線を表現しWESTGARDEN、EAST GARDENを融合したデザインとします。
そして三つの特徴を持つガーデンにより三角形（ Tri-angle） で繋がる街としてToyano Tri-Gardensと名付けました。 NORTHGARDENの公園デザイン

直線で曲線を表現

曲線デザインのEASTGADENの公園

西野・中野山地区土地区画整理事業 ランドスケープ計画、設計 2010

藤田住環境計画パートナー業務



SKY WAVE （中国恵州プロジェクト） 2009

発注：株式会社NAA設計

柔らかく高さを変化させた建物の屋上に設置された太陽光パネ
ルはキラキラと輝きながら大空にウェイブを描きます。
それはあたかも街全体で表現された巨大モニュントのようです
我々はそのモニュメントをSKYWAVEと名づけました。
街に植栽された緑も高低差によりウエイブを描き、その葉は風に
そよぎまた新たなウェイブを作り出します。
そして街中にある池、せせたぎは水の街のイメージを作ります。
そして水面にできた波紋が街を流れます。
それらの自然のウェーブが、SKYWAVEとハーモーニーをかもし
出します。

上海プロジェクト（中国上海市） 2009

発注：株式会社NAA設計

湖畔住宅スケッチ

ウォーターフォールスケッチ

ウォーターフォール

エントランススケッチ



（仮）常和麹町ビル植栽計画 2009

母樹の森計画
皇居のみどりのイメージを導入
江戸時代以降、永年手厚く維持されてきた皇居の緑は時間を超えた江
戸・東京の「母樹の森」です
この母樹の森の構成樹種を主体とした植栽計画をご提案します。
母樹は地域に自生する樹木、永年育ってきた樹木です
母樹を主体とし、外来種、流行樹木などは極力さけ
本物志向のしっかりした緑の場を創造したい思います
母樹は地域に適合しているため管理低減にも寄与すると考えられます

皇居を構成する主な樹木
*ムクノキ、*エノキ、ケヤキ、イチョウ、トウカエデ、フウ*スダジイ、*タブノキ、
*アカガシ、マテバシイ、
クスノキ、モチノキアオキ、シュロなど

四季の蔵 ランドスケープ構想案計画 2008

里山テラス
satoyama-terrace
素朴に積み上げられた石垣の柔らかな曲線で構成させる棚田。適度に手
の入れられた雑木林、杉林、竹林、借景となる山小川のせせらぎ、果樹園、
畦道、段々畑、季節の移ろいごとに咲く野花、野鳥のさえずり、ほのかに
飛び交う蛍の光..
人々の原風景となっている里山の景観をコンセプトにしたランドスケープ
デザインを目指したいと思います。里山の景観を忠実に再現するのでは
なくリゾートとしての楽しさ、華やかさも合わせ持つ新たな空間として整備
します。棚田の景観をモチーフとしたウエーブを描く数段のテラスをメイン
とし通路、土手、水辺、果樹園、草原、広場など多彩な景観を演出します。

植栽計画
さまざまなタイプの庭による演出。
ボーダー花壇芝生と球根の広場
果樹園（ミカン,ウメ）土手の植栽
土手はイネ科植物
川辺の植栽 林床・林縁ガーデン
野花の庭（ワイルドフラワー・ガーデン）

春 夏

秋冬

発注：株式会社大建設計

発注：東海建設株式会社



相互台住宅ランドスケープ計画 2007

公園街区 Parkwalk Street

当該区は各住宅メーカーにより構成されるため外観、イメージなどが
多種多様となります。そのため外構において全体の統一感を演出することが望ましいですが外構において顕著なイメージで演出すると各住宅イメージと調和しな
くなる懸念もでてきます
そこで今回は街区廻りを豊かな植栽とマウンド造形により包み込むようなイメージとし、公園を散策しているような街並の演出を図りたいと思います。
パークツリー 各戸に４ｍクラスの高木を2～３本ほど植栽し緑の骨格とする沿道はできる限り構造物を避け、マウンドにより処理し、道路と柔らかなエッジを構成
するマウンドの高低処理は自然石風ブロックで柔らかに処理します。アプローチ、パーキング部は公園のアルコーブ的な広場のイメージとし門柱、門灯は公園灯
をイメージしたもので構成します。

発注：株式会社交宣
（相互住宅株式会社）

グリーンパーク東日暮里 ランドスケープ計画 2007

TEXTILE GARDEN
発注：坂入産業株式会社



七尾ベイ・シティ修景計画、設計（商業、住宅複合開発） 2007

藤田住環境計画パートナー業務

佐島住宅地修景計画、設計 2007

藤田住環境計画パートナー業務

地元の名産アカニシ貝をイメージした公園

河渡新町住宅地計画、設計 2007

藤田住環境計画パートナー業務
住宅地の道路に一部景観舗装を施し公園と一体化させ
「公園の中に住宅がある。」イメージを演出。

パークヴィレッジ



杜の果樹園計画 （リフレの杜外構植栽設計） 2005

発注：総合地所株式会社

鶴川台住宅地 2005

『里山』をイメージした外構・植栽計画による街並みをつくりました。
人工的なレンガやブロックではなく近郊の石による“崩れ石積み”を採用し、自然の素朴感、昔ながらの雰囲気を出しています。
樹種は「コナラ」など里山に育つ木々としました。

崩れ石積みの街並 崩れ石の合間に咲くシバザクラ➡

崩れ石沿いのアプローチ

発注：ミサワホーム東京株式会社



グリーンパーク小伝馬町の光庭 2005

グリーンパーク茅場町のまいまい井戸

マンションの公開空地に災害用の井戸を設置し
まいまい井戸をデザインモチーフとした花壇を設けました。

水琴窟（田村造園作）

水琴窟のある光庭
すい きん くつ ライトコート

2005

発注：坂入産業株式会社

発注：坂入産業株式会社



パークウォーク・レジデンス構想 2005

開発予定地の樹木を活用した公園住宅地計画

公園から公園住宅への「リ・デザイン」

計画地には公園のような良質な樹木が多数植栽されています
これらの資産を活用し、計画地のエントランス。道路、広場に緑豊かな樹木を移植します
地域を見つめてきた樹木を活用することにより、新しい住宅地に歴史性が付加され、かつグレード感を
高めます。道路は公園の園路のように緩やかな曲線で構成し公園を散策しているような住宅地を創造
します

けやき坂
Park-walk Regidence

現状の樹形を維持したまま移植することが
重要です。通常の移植方法では枝葉を多
量に剪定し痛々しい状態となり逆効果とな
ることさえあります
専用の移植重機により根こそぎ移動する
ことで樹形の維持が可能です

ルネ成城・ランドスケープ基本構想 2005

桜小路に暮らす。
さくらこうじ

ルートガーデン（中庭）樹木の根が大地に張り出し水を吸い上げているイメージ

計画地は桜並木の奥に佇む緑豊かな敷地でした。
そこで「桜小路」というイメージをランドスケープコンセプトとして提案しました。
アプローチは既存の桜を極力残し、中庭には樹木の根をモチーフにした噴水をデザインしました。

既存の桜によるアプローチ

発注：株式会社藤田住環境計画

発注：総合地所株式会社



砂子田住宅地開発計画基本構想・設計（富山市） 2004

中心から廻りへあたかも水輪、音の波のように広がる道路パターンはこの街を非常に特徴づけています。この音が響きあうような街のイメージをさまざまな
人々の生活が響きあい、ハーモニーを奏でる交響曲の舞台であるととらえSymphonicStageというコンセプトを提案します。
今住宅地に求められている[多様性（個性）]、[コミュニティ]、[環境との調和]などはまさしく多様な楽器が響きあい、ハーモニーという調和を奏でる交響曲
のようなものではないでしょうか。また音楽というテーマに基づくネーミング、ランドスケープデザインの展開、さらにサウンドスケープ（風、水、鳥）という視点
からの演出などが考えられます

フォルテガーデンのシンボル遊具（ザイルクライム）

トリルパークの噴水

ト音記号をモチーフしたクレフガーデン

A カルテットパーク

B トリルパーク

C フォルテガーデン

A

C

B

発注：株式会社藤田住環境計画



長瀞町緑の村再開発基本構想 2003

里山をコンセプトベースとした「里山・花パーク」の展開

里山とは美しい景観、多様な植生と生態系を持ち、かつレクレーション、文化的活
動の場としての役割をはたし自然と上手に共生した人間生活の場です。
本計画のテーマとしては里山のランドスケープデザインをベースにした花中心の
テーマパークとしてとらえ「里山・花パーク」とし、またサブタイトルをパストラル・ス
テージ（pastoral stage:田園舞台）として懐古的な施設ではなく田園を舞台とした住
民、観光客の活動の場という新しい時代を予感させる施設として提案しました

「里山・花パーク」
パストラルステージ

発注：長瀞町役場

2003

Natural&Stylish Life

里山は美しい景観、多様な植生と生態系を持ち、地域の気温緩和、大気浄化にも寄与しつつかつレクレーション、文化的活動の場としての役
割を果たしています。それはまさしく自然と上手に共生した人間活動の場です。
本プロジェクトにおける基本コンセプトとしてこの「里山」というナチュラルな場に注目しさらにスタイリッシュというデザインコンセプトを盛り込みナ
チュラル＆スタイリッシュ・ライフを提案したいと思います。

自然と共生する豊かな生活 洗練された生活デザイン＋

Natural Life Stylish Life

発注：株式会社藤田住環境計画

相互台東修景計画案 (宮城県)



季美の森ＦＦ住宅ランドスケープ計画 2006

屋敷塀のある街並み （世田谷区赤堤地区建売住宅外構計画） 2003

ゴルフ場に面した住宅地のランドスケープ計画 (FF：Fairway Front)

旗竿宅地のファサードを連続する塀のイメージでデザイン

発注：株式会社藤田住環境計画

発注：ぜん・住まい工房

建築パース、動画作成（ウォークスルー）

ゴルフ場

内部ウォーウスルー動画を作成

発注：東急グリーンシステム株式会社



三軒茶屋カトリック教会中庭リニューアル計画 2006

三島市 道の駅ランドスケープ基本計画 2005

住宅展示場外構植栽計画

営業所中庭計画

発注：みょうじょう幼稚園

発注：有限会社中山造園建設

発注：楽市株式会社



個人邸外構植栽設計

O邸 （埼玉県）

個人邸 （茨城県）

発注：個人

発注：グリーン工房



Y邸（千葉県）

Y邸（茨城県）

I邸（静岡県） 斜面をカスケードガーデンとして提案
発注：個人

発注：個人

発注：個人



建売住宅外構植栽設計

•グランパルケ鎌ヶ谷「はなみずきの街」 （2005-2012）
•白山住宅 （2006-2010）
•上石神井住宅（2007）
•東玉川住宅（2007）
•あずま野住宅 （2006-2009）
•西荻北住宅 （2005）
•浜田山住宅 （2005）
•ネオパーツ一ツ橋学園住宅 （2004）他

発注：日土地建設株式会社

•八王子みなみ野 （2006）
•長津田みなみ台 （2005）
•鶴川台 (2003-2005)

発注：ミサワホーム東京株式会社

発注：株式会社常盤ガーデン
（ミサワホーム東京株式会社）

•東新小岩 （2003）



天空率を利用した植栽地の照度推定 （報告書作成業務）

A B C

屋外の照度（全天空照度）

植栽地の基本照度は全天空照度×天空率から求められると仮定し、気象条件等から平均照度を推定しました。

A地点の天空率、太陽軌道
夏至 春秋分

MEGUMI-GARDEN 自然の恵みを取り込む庭造り

エコをテーマとする外構植栽計画の提案

10月下3月上

発注：株式会社環境ビジョンアール

外構植栽プレゼン：トヨタホーム東京

2013

2010

MEGUMI-1 [きれいな空気の恵み]

樹木は成長時のCO2の吸収はもちろんのこと大気汚染物質であるNOxを吸収してきれいな空気にしてくれます

MEGUMI-2 [日照の恵み（調整）]

落葉高木を適切に植栽することにより室内に入りこむ夏の強い日差しをさえぎり、冬は暖かな陽光を取り入れます
またソーラーによるアプローチ、庭の照明を行います

MEGUMI-3 [食の恵み]

果樹、ハーブなどの食や生活に利用できる植物を取り入れ「地産地消」のライフスタイルをサポートします

MEGUMI-4 [微気候の恵み]

保水性舗装による温度調整（打ち水効果）、植栽の配置により快適な住空間を目指します

MEGUMI-5 [生き物の恵み]

現地の土を微生物の力により改良することで無駄なく植栽に適した土壌を作ります
ツルによる多彩な緑化を取り入れます。（日本はツル植物の豊かな国）
生き物にやさしい庭をつくり、生物多様性の一助とします。

MEGUMI-6 [循環の恵み]

材料はできる限りリサイクル材を活用し、環境にやさしい庭を目指します。

上尾展示場

八王子展示場



ハーブリック・タウン

対象地は埼玉県内の予定総戸数１２００戸という大規模な郊外型住宅地でした。
ほぼ造成工事は完了し公園、緑地等の整備のみという段階でプロジェクトに参加しました。
郊外型住宅地は統一された生垣、門柱、家並など、どちらかというと没個性的で整然とした街並が美しい街並みということで評価されていま
したが、 これからの街並みとして個性的で楽しくそして全体としてまとまりがあるような街並みを目指しました。
そしてそのような街並みを構成するキーワードとして”ガーデニング”に注目しました。
ガーデニングは当然個性的なものになります。 そして隣近所といい意味で競うようになれば結果として美しい街並みとなります。 住民自ら作
り上げる街並みは楽しい街並みでもあります。 さらにガーデニングという共通の話題により自然とコミュニティが育成されていくでしょう。
ランドスケープコンセプトとしてはハーブに注目しました。それはハーブが単に観賞の緑ではなく生活全体に深く関係を持つ緑だからで
す。 「郊外生活」＝「ハーブを楽しむ生活」というイメージです。ガーデニングの主役は植物だけではありません。さまざまな素材も大切なア
イテムとなります。この素材のひとつとしてレンガを取り上げました。レンガは長い間利用されているもっともポピュラーな素材です。
ハーブとレンガという二つの言葉で郊外型住宅地の新しいイメージを築いていくのがコンセプトとなりました。
レンガをブリックという言葉に代え、「ハーブブリック」→「ハーブリック」という造語にしてランドスケープコンセプトは「ハーブリック・タウン」とし
ました。

日本新都市開発担当プロジェクト

ガーデンシティ目白台のランドスケープ

エントランス ハミングガーデン（遊休宅地の活用）

ハーベストガーデン（貸農園）

ハーブコート（集会所）

ハーブコートでのガーデニング講習会

市原緑園都市
日本新都市開発担当プロジェクト

親子龍のテーマパークタウン

親龍をイメージした洞窟トンネル

高圧線下敷を活用したレクレーション緑地

子龍をイメージした3連シャワーとせせらぎ

道路と一体化したデザインの小公園が点在する スポーツエリア



日本新都市開発担当プロジェクト

鳩山松韻坂地区計画
日本新都市開発担当プロジェクト

彩の国さいたま景観賞受賞

北米のランドスケープをイメージした住宅地

ラブジョイプラザをモチーフにした公園

電柱のない街並

ストローブマツのタウンゲート

鳩山6-7工区造園計画

街区エントランス

崩れ石積の遊歩道

銀河をモチーフにした公園計画 銀河鉄道の散歩道（トロッコ公園）
トロッコ好きな少年が宮沢賢治のふるさとでト
ロッコ撮影中に事故死。彼を偲んで両親が収
集したトロッコ等を銀河鉄道の夜をイメージし
て尾根沿いに展示しました。

住宅地が地球観測センター（JAXA）に近接していたため銀河をテーマにしたモニュメン
トを設置。雑木林の尾根路には銀河鉄道の散歩道を整備しました。

グリーンスポット（道広場）
コモン（道広場）のある街区計画

黄道十二宮をモチーフにしたモニュメント
中央のステンレスの球体が太陽で輝き十二の星座を表現したゲートを照らします。
十二のゲートは銀河へのゲートとしてイメージしました。ゲートの先は銀河鉄道の散歩道に続きます。



いわき南台住宅地
日本新都市開発担当プロジェクト

近隣公園内モニュメント・サイン

法面を利用したエントランスサイン

屋外アートと暮らす街

アート遊具

曲線路の街並 宇都宮市街並景観賞受賞

日本新都市開発担当プロジェクト

石の彫刻のある公園

宇都宮戸祭台住宅地のランドスケープ

計画地は宇都宮市の高台にある55宅地の住宅地です。
当初は幅員９ｍのメイン道路は全面舗装の道路として計画されていました
が 街並の特徴づけとして幅員９ｍの中で車道部を幅員6.5ｍの曲線とし残
りを道路緑地とする提案をしました。
通常曲線道路を計画する場合は道路そのものが曲線を描くように設計され
ますが 住宅地の規模、宅地形状などの条件で道路自体を曲線で設けるこ
とは困難でした。
道路敷地は直線で車道部のみを曲線にするメリットは変形宅地を避けるだ
けではなく電柱の景観にとっても有効でした。
道路用地を曲線にすると電線を直線で通すために電柱と支線が増加し、
結果として曲線の美しさより電柱の乱立が印象に残ってしまいます。 道路
自体が直線であれば電柱は乱立することはなく、かつ左右に振り分けられ
た緑地の樹木により見え隠れする状態になるためです。
緑地には地元の石材である大谷石を景石として敷きこみ 高木を中心とした
植栽をおこないました。

全体プラン

曲線道路と宅地

P1
P3

P2

P1 P2 大谷石と植栽 P3 住宅外構（手前は道路緑地）



ブルク構想
日本新都市開発担当プロジェクト

八街市東吉田住宅地のランドスケープ

ガーデニング、クラインガルテン先進国のドイツに学ぶ
① ドイツ郊外の住宅地の香る街並み風景
② ゼラニウムの似合う街
③ ガーデニング、クラインガルテンを中心とした生活の街

約250戸の住宅開発において全体開発コンセプトの立案
ランドスケープ、タウンスケーププランの作成
公園緑地設計、施工監理までを一環して行ったプロジェクト
全体コンセプトとしてはドイツの田舎町をイメージしたもので
ドイツ語で町を意味するブルクという言葉からブルク構想とした。

リンデパーク

森のリ・デザイン
日本新都市開発担当プロジェクト

エステシティ船橋のランドスケープ

計画地は野球グランドのある社宅団地でした。 ソメイヨシノやシイノキ、モチノキなどが200
本以上植栽されていました。 ランドスケープ計画ではこの既存樹をできるだけ生かしていく
方向で検討されました。
樹木を現状の位置で残すのはマンション計画からするとほぼ不可能であったため移植が
必要でした。
通常の移植方法では時期、スケジュール等で困難であったため移植重機による移植が検
討されました。移植重機では通常の根鉢の倍ぐらいで地面に鍬をさしこんで根こそぎ持ち
上げてしまうので根も切らず枝葉を落とさず樹形を維持したまま樹木を短時間で移植する
ことが可能です。欠点は公道を利用することが極めて難しいので計画地内での移植が大
前提であるということでした。
建築工事との詳細なスケジュール調整のもと移植重機による移植がピンポイントのように行
われ、最終的に既存樹木により森の中の集合住宅のような景観をつくりだすことができまし
た。まさしく森のリ・デザインでした。

移植専用重機

桜公園に移植されたソメイヨシノ



ホームページ運営

1998年ホームページを開設して造園情報を
提供
2016年現在でアクセスは58万件ほど
「造園設計」検索ではgoogleで上位ランク

造園設計資料の提供
植物図鑑 特徴による検索が可能
参考写真の提供

ブログ発信
徒然樹（ランドスケープエッセイ）

UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）機関誌イラスト作成

「Refugee is...Vol.4平和構築と景観設計」

現地写真より景観イラストを作成

ホームページ運営 （造園情報の提供）

スケッチサンプル集 写真をベースに描いた手書きのスケッチ



会社概要

■名称 有限会社グリーンサイト

■設立 平成14年10月8日

■所在地 東京都江東区扇橋2-21-3 TEL03-3645-6951

■資本金 3,000,000円

■事業内容
造園、建築、土木に関する計画、調査、設計並びに工事監理
都市開発、地域開発、宅地造成等の事業に関するコンサルティング業務
造園、建築、土木に関する透視図、鳥瞰図の作成
建築資材の開発並びに設計
建築資材の販売並びに仲介
不動産の売買、仲介、賃貸並びに管理

■役員
・取締役 守屋 実

■取引金融機関
・みずほ銀行錦糸町支店

■主要取引先
長瀞町役場
株式会社藤田住環境計画
株式会社NAA設計
日土地建設株式会社
株式会社大建設計
株式会社ニューシティコーポレーション
坂入産業株式会社
ミサワホーム東京株式会社
有限会社サンユー
有限会社中山造園建設
総合地所株式会社
東急グリーンシステム株式会社
東海建設株式会社
株式会社常盤ガーデン
株式会社エルグ設計事務所
西武造園株式会社
相互住宅株式会社
株式会社環境ビジョンアール
みょうじょう幼稚園
株式会社 YOSHIZUKA
株式会社OSCAR J.J

グリーン工房

その他個人多数

役員プロフィール 氏 名 守屋 実
学 歴 '82千葉大学園芸学部造園学科卒業
職 歴
82-'02 日本新都市開発㈱にて造園設計、計画業務に従事
2002 ㈲グリーンサイト設立
2006～ ㈱藤田住環境計画 デザインパートナー兼務

資 格
・登録ランドスケープアーキテクト(RLA) 登録番号00213号
・一級造園施工管理技士
・宅地建物取引主任者



(有)グリーンサイト

〒135-0011 東京都江東区扇橋2-21-3
tel: 03-3645-6951   fax: 020-4669-8634

http://www.green-site.com


