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生活の表出と関係性からみた戸建て住宅地における
オープン外構の実態と有効性に関する研究 その 1
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1.研究の背景と目的
かつて碁盤の目のように整然と並んだ住宅はその狭い敷
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い住宅であっても入居後に住民によって柵が設けられた
住宅も存在する。これらの住宅は厳密には「セミクロー

地を確保するかのように塀で囲われていた。ところが近

ズド外構」に分類されるが、それも住民の住みこなしの

年塀や柵のない住宅(以降オープン外構と呼称)が増加して

一つの形であり、柵についても軽微なものであればオー

いる。これまで塀に守られていた人々の住生活が一転し

プン外構の住宅の範囲としている。

て外からの目線にさらされることになった。本稿では、
オープン外構の住宅が戸建住宅の主流として大量に供給

2.調査概要
調査は、関西圏の住宅地で生活の実態、及び住宅に対す

されていることから多くの住まい手が否応なしにオープ

る評価についてアンケートを行った。活発に前庭の利用

ン外構の住宅を選択している側面があると考え、外に対

が行われている事例、宅地のルールが厳しく景観が良好

して開かれた前庭についてどのように捉え、実際に使い

に保たれている事例といった特徴的な住宅地７ヶ所の居

こなしているかについて主に住まい手の視点から評価を

住世帯 614 世帯を対象としている。(表 2)

元に分析を行う。その中でオープン外構の接道側の庭(以

3.オープン外構における前庭の使われ方
3.1 前庭のしつらえ 住民自身がしつらえた植栽について
降、前庭と呼称)がどのように活用されているか実態を把
そ の 内 訳 を 見 て い く と 、 全 体 で は 鉢 植 え (54%) 、 樹 木
握し、前庭が住宅地へもたらす影響、効果を明らかにす
(49％)、プランター(42％)、芝生(22％)の順で多く見ら
ることを本稿の目的とする。
れた。前庭に置かれているものについては、居場所を形
□オープン外構の定義 一般的に外構のスタイルは「ク
ローズド外構」、「セミクローズド外構」、「オープン外構」 成するデッキやイス、テーブルが多いが、最も敷地の狭
い住宅地 F ではほとんど見られなかった。(図 3-1)
の 3 つに分類されている。(表 1)計画時には塀や柵のな
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一般的な外侯のスタイル
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置物といった場所を取らない装飾品に関してはどの住宅
地でも高い割合を示している。装飾品を飾っている家は
クリスマスに関するものがほとんどであった。その一方
で特にないという家も多く、多くの家にとって庭のしつ
らえはガーデニングの範囲で行われているといえる。
3.2 前庭の使われ方 前庭に置かれている生活関連用品で
は自転車、バイク、三輪車や庭用の道具等が多く、不用
品や物干し竿のような生活のあふれ出しに繋がるものは
置かないように意識していることがわかった。しかし、
敷地面積の狭い住宅地 F ではゴミ箱が高い値を示してお
り、面積が狭いことによって本来は見えない場所に置い
ておくべきものが前庭にあふれていることが分かる。(図
3-2)庭の使い方は基本的には草花の世話や駐車などだが、
敷地面積が大きくなると飲食や休憩などに使われる割合
が増加する。(図 3-3)
4.視線の有無が与える効果
4.1 装飾への意識 多くの回答者が外からの視線を意識し
ながら庭を使っている。視線の有無と、飾り方の関係を
見たところ「非常に見られる」、「ある程度見られる」の
回答者がそれ以外の回答に対して、装飾への意識が高く
なっている。(図 3-4)
4.2 景観への評価 オープン外構が道沿いの景観に与える
影響についての質問では、「非常に高めている」、「高めて
いる」が 71％と極めて高い割合を示した。敷地面積の比
較的大きな住宅地で特にこの傾向を示したため、敷地面
積が狭いと各々の領域を確保することで精いっぱいとな
り、目につくところに私的なものがあふれてしまうが、
ある程度敷地が大きくなると住み手にも景観的要素を意
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オープン外構に置いてあるガーデン用品

識する余裕が生まれることが考えられる。(図 3-5)
3.4 防犯性への評価 防犯性に対する評価では全体で 44％
が「非常に高めている」、「高めている」を選択している。
一方「非常に低くしている」、「低くしている」の回答は
11％と低く、オープン外構は外部へと開かれていること
によって視線が通り、かえって防犯性を高めていると認
識されている。
3.5 視線に対する考えの変化 外からの視線に対する意識
がどのように変化したのかという質問に対して、「人目を
気にしていたが、そのうち気にならなくなった」(25％)、
「今も昔も視線を感じない」(30％)が多く、最初から気に
していない場合と、そうでない場合でも時間が経過する
につれて気にしなくなったという人が存在し、外部から
の視線に対しては時間の経過と共に適応していくと考え
られる。
4.結論
オープン外構の居住者は外からの視線を気にしながらも
日常の一部として受け入れている。住民には前庭は日ご
ろから整えておくべきであると言う意識が存在しており、
外に対して積極的に飾り付けを行っていることが分かっ
た。このような近隣に向けての前庭を通じた自己表現は
自身の生活の表出の一つの在り方といえ、オープン外構
はその舞台として大いに有効であるといえる。また、視
線が良く通ることによって、防犯面、景観面での評価も
高い。このようなオープン外構の特性は狭小な敷地面積
では発揮され辛い傾向がある為、オープン外構の特性を
十分に発揮する為には敷地面積に対する配慮が必要であ
ることが考えられる。
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オープン外構に置いてある生活用品

敷地面積による前庭用途の比較
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