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80年代のアメリカで生まれたニューアーバニズムは、いま新たなまちづくりの潮流となりつつある。

ひとことで言えば、これまで当たり前のように思われていたクルマl11心の郊外住宅地から、

まちなみの親近感を重視したよりコンパクトなまちづくりへの方向転換を促すものである。

コミュニティの回復、環境問題への対応、効率的なrl治体財政の運営など、

日本でもかかえる同様な問題に対して、積極的に取り組みながらも、

住宅市場において新たな経済的価値を生み出してきている。

それは近代都市計画への批判がようやく辿り着いた具体的なかたちや手法なのか？

本誌では、先駆的立場にあるDPZ、ピーター・カルソープの仕事や

ニューアーバニズム会議（CNU）の活動などを紹介する。

「長い時間のなかで壊れたり新しい部分が付け加えられたりして、

味わい深い豊かな空間が生み出されていくのです」

［特別インタビュー］エリザベス・プラッターザイバーグ 「コンパクトネス」「ウォーカビリティ」「ダイバーシティ（多様性）」

それがずっと住み続けたくなる環境のエッセンスなんだよ」

［特別インタビューコアンドレス・デュアー二

「同業者間で消費されやすい建築スタイルのイズムとしてではない

もっと根源的なラジカルな運動体として位置づけられる」

f主宅地の環境デザイン　ニューアーバニズムの前提　渡和由

「少なくともコミュニティの質に目を向け、

それが計画の対象であることを明確に意識していることは間違いない」

ニューアーバニズムと近代都市計画　大川陸

「サステイナブル・ディベロップメントは近代の工業化、スプロールによって郊外化された環境で

失われた人と人のつながりを取り戻すことを目的としている」

背景にあるアメリカのまちづくりの流れ　川村健一

「建築家が住宅地計画に携わるひとつの方法を示す」

「住宅地一まちづくり」に症ち向かう建築家　井出建

事例紹介10



一 ≡　ニューアーバニズム入門

［特別インタビュー］創始者からのメッセージ

エリザベス・プラッターザイバーグ（EPZ）

アンドレス・デ』アー二（AD）

インタビュアー：渡　和由（筑波大学芸術学系）、、

　　　　　　　渡　裕子《Watari　o笛ce／在米）

　　　本日は、ニューアーバニズムの先駆者

　であるお二人に、その考え方とお仕事につ

　いてお聞きしたいと思っています。

　　まずはじめにエリザベスさんにDPZを設

　立した背景と、よろしければ個人的難い立

　ちなどを含めてお聞かせ下さい。

EPZ　デュアー二は1950年にニューヨークで

生まれ、その後子供時代キューバで10年間過

ごしてから、アメリカに移民してきました。

　私の家族は1940年代にポーランドからペン

シルバニア州に移民してきました。私自身は、

フィラデルフィア近郊のパオリというところ

で育ちました。

　二人ともは同じ時期にプリンストン大学、

イエール大学大学院で建築を学びました。や

がて、デュアー二はリカルド・ボフィル、ロ

バート・スターン事務所を経て、私はベンチ

ューリ、ローチ＆スコット・ブラウンを経て

1976年二人でアーキテクトニカの創設メンバ

ーとなりました。ちょうどアメリカが不景気

だった頃仕事を始めたわけです。

　70年忌後半から80年代にかけては、それ

までアメリカで次々に起こった社会的、文化

的なニュームーブメントを共有し経験してき

たさまざまな人たちが、それぞれの領域でな

にかしなくてはならないと活動を続けていた

時期でした。

EPZ　リゾートタウン、シーサイドの建設計

画も、アメリカのいくつかの州ではじまって

いた「GrOw　Natural（自然な成長）」という

新しいムーブメントの中で建設されるに至っ

たものです。それはフロリダ地域の環境や経

済を検証する時間も展望もなく急速な開発を

進めてきたことに対する反動から生まれたも

ので、環境を保護しながら、経済成長も実現

しようとするものでした。

　シーサイドが具体的な姿を現わしたことが

ひとつの契機となって、共通点の多い理想に

向かっている人たちが次第につながって、そ

してさらに重要な関連分野に向かって仲間を

増やそうとして、ニューアーバニズム会議

（CNU）の設立に向かっていったわけです。

●1980年、二人の頭文字を取って創設された計画事務所

DPZ。初期に手掛けたリゾートタウン、シーサイドにおい

てデザイン・コード（設計のための規準、ハードをふまえ

たタウンデザインのソフト）を書き、新境地を開く。従来

の文字と数字だけのコードと違ってDPZのコードは具体的

でデザインに直接結びつく空間や素材の規準をマスタープ

ランと連動させてつくり込んである。

　DPZのメソッドは彼らのマイノリティとしての生い立ち

と無関係ではない。アメリカですでに何代も続いた家庭に

生まれていたら、生活のノウハウを改めて確認する必要が

ないからである。黙っていてもわかってもらえる境遇でな

かったことは、緻密で積極的なコミュニケーションの基に

なっているようだ

家とまちなみ43 2001．3

DPZ（アンドレス・デュアー
二、エリザベス・プラッターザ

イバーグ）
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　　　シーサイドの前に計画されたチャール

　ストン・プレイスではコミュニティ・デザ

　インと住宅の建築設計もされていましたが、

　それがシーサイドではデザイン・コードを

　書くことに専念されています。勇気のある

　素晴らしい転換だと感動したのですが、こ

　のプロジェクトに他の建築家が関わってく

　ることに抵抗はなかったのでしょうか？

EPZ　チャールストン・プレイスで気がつい

たことがいくっかありました。

　ひとつは時間の問題です。理想のコミュニ

ティをデザインするのには、やはり必要な時

間は限られていて、したいこと全部を自分で

やろうと思っても物理的に不可能です。

　それから、ひとつのブレイン（DPZ自身の

こと）でその建築を含むコミュニティ全部を

デザインしてしまったために、退屈なものに

なってしまいました。シーサイドではそれは

したくなかったのです。

　シーサイドはさまざまなメディアで紹介さ

れました。専門家向けのものだけではなく、

テレビのネットワークでも紹介されたり、『タ

イム』、『ニューズウイーク』、『ニューヨーク

タイムズ』、『ワシントンポスト』といった一

般誌、家庭のコーヒーテーブルの上に置かれ

る『ハウス・ビューティフル』などの住宅写

真雑誌もさかんにシーサイドを紹介しました。

もちろん、否定的な批評もたくさん受けまし

たが、そのおかげで私たちはそこから予想も

していなかったたくさんのことを学ぶことが

できたのです。

　計画の過程でシーサイドの開発責任者であ

るロバート・デイビスとは、ほんとうによく

一一盾ﾉ旅に出てアメリカの街を調査して回わ

家とまちなみ43　　2001．3

りました。そこでもたくさんのことを学びま

した。やはり、コードを書く作業が一番大変

かもしれません。じつは私達はシーサイドの

設計料を彼からもらっていません。まさに実

験場だったのです。シーサイドはそれまで根

強くあった、いろいろなバリアを壊してくれ

たんです。

　　　1998年夏に公開された映画「トゥルー

　マン・ショー」はシーサイドが舞台として

　使われた近未来ドラマ。主演はジム・キャ

　リー。映画で使われた家はそのまま「トル

　ーマン・ハウス」として残っています。シ

　ーサイドを椰回しているようにも感じられ

　ましたが、私たちが現地で聞いた範囲では

　シーサイドに住んでいる方たちは映画に対

　して大変好意的ですね。

EPZ　あの脚本はシーサイドというロケーシ

ョンに大きく影響され、書き直されたんです

よ。有名になることで不動産としての価値も

高まりましたし、映画のロケ代でシーサイド

のコミュニティは、インスティテユートを建

設することができました。この頃にはすでに

シーサイドの実験的な役割がはっきりしてい

ましたから。

　デュァー二が『アーキテクチュア・マガジ

ン』の編集長に宛てたメッセージがあります

が、それは「あの映画に描写された姿をほん

とにシーサイドだと信じてるなら、君もあの

映画で風刺されていた間抜けの仲間入りだね。

お大事に」というものでした。

　　　シーサイドでは建築に使われている材

　料もたいへん特徴がありますね。コードで

　素材制限をしたのですか。

EPZ　l950年以前に発明された材料に限定し

ました。理由は簡単です。最近の材料は見た

目は素晴らしいけれど、いったん傷がついた

らどうしますか？　工場に戻して修理しても

らう？　昔の材料はリジリエント（修復可能）

で、自分で手入れをすることができます。石、

レンガ、木材などは、そのいい例です。

　　　シーサイドのようなリゾートタウンだ

　けでなく、ダウンタウンの再計画もやられ

　ていますね。

EPZ　シーサイドのおかげで、オハイオ州ク

リーブランド市のダウンタウンにある小さな

コミュニティの復興計画を依頼されました。

その地区は学校や教会といった施設が残って

いるとはいえ、そのほかは貧しい住宅とオー

プンスペースだけで、たいへん荒廃した状態

にありました。メキシコ湾に面したシーサイ



ドは気候にも恵まれ、所得の面でも裕福なリ

ゾート・コミュニティだったのですが、この

プロジェクトを依頼してきた人たちは、「シー

サイドにいいものは、クリーブランドにも十

分いいはずだ」と言ってきましたが、確かに

そうだと思いました。プロジェクトを通して、

私たちはアメリカ社会の問題をさらに深く知

るようになったわけですから。

　とくに、ゾーニングのせいで所得の違いは

そのまま居住地区の違いとなり、お金持ちの

住む地区と貧しい人たちが住む地区がはっき

り分断されていることが気になりました。そ

れが深刻な社会問題の原因のひとつになって

いるのです。従来型のゾーニングによる計画

では土地だけでなく、住民までも差別化する

結果を招いています。でも、所得が低いから

といって、人生に失敗したわけではありませ

ん。だれも落ちこぼれなんかではないのです。

最近ではあちこちの自治体で所得差による差

別を防ぐような法律が施行されるようになっ

てきましたが。

●初期のDPZは、収入源はエリザベスの大学からの給与の

みという状況で活動していた。そのかわりシーサイドの小

さなロットを譲られたようだが、それよりも二人の努力は

設計料とは違う形で、もっとすばらしい結果をもたらして

いったようだ。

　　　ニューアーバニズムにとってデザイ

　ン・スタイルはどのようにとらえられるの

　ですか。

EPZ　アメリカ人は自分の家にモダンデザイ

ンを心の底から受け入れることはありません

ね。「ホーム」は私たちにとってとても重要な

場所で、心理的な安心感や安定感を求めるこ

とができる、唯一最後の拠り所と考えていま

す。

　また、しばらく前のアメリカ（工業化時代

のアメリカ）では、ヨーロッパを自分たちと

まったく異なる国々と考え、アメリカで発明

されたものやアメリカの価値観の方が新しく

素晴らしいものであるとして、ヨーロッパ的

なものを意識的に排斥するような風潮があり

ました。しかし、現在のアメリカでは、人口

の半分以上はアメリカ以外の国で生まれた人

たちから成り立っているんです。アメリカは

さまざまなスタイル、文化的背景を持った人

たちの国なんです。

　こういう状況なので、ニューアーバニズム

は特定のスタイルに固執することはしません

でした。コングレスでも「スタイル」をどう

扱うか、400人くらいのメンバーでしばらく

論争が続きましたが、「スタイルは問題ではな

い」ということに落ち着きました。スタイル

そのものより、その場所やコンディションに

合っているかどうか、そこに独自のキャラク

ターを引き出すのに最も相応しいエレメント

を探し出すことが重要なのです。

　アメリカで住宅を探そうとすると、不動産

業の人々は必ず「ロケーション、ロケーション、

ロケーション！」と言います。とにかく立地

が重要だと。ハーバード・ビジネス・スクー

ルでも同じことを教えてきました。でもシー

サイド以降それが少し変わりっつあります。

　私はこう思うのです。「デザイン1　デザイ

ン！　デザイン！」。デザインにはそのロケー

ションの価値を変えてしまうパワーがありま

す。もちろんデザインはコスメティクス（表

面的な装飾）という意味だけではありません。

ニューアーバニズムはスタイルを問題にして

いませんが、それは一個人にスタイルに対す

る好みがない、という意味ではありません。

いつだつてデザインにはこだわりますし、大

好きなスタイルもいろいろあるんですよ。

　シーサイドや一連のプロジェクトから、私

たちが提唱する「トラディショナル・コミュ

ニティ」というと、すぐノスタルジックな建

築様式がニューアーバニズムだと誤解される

ことがありますが、そうではないのです。私

たちが「トラディショナル」というのは建築

のスタイルではありません。

　古い街の魅力はある一人のアイディアで、

短時間につくられたものではないのです。長

い時間のなかで壊れたり新しい部分が付け加

えられたりして、味わい深い豊かな空間が生

み出されていくのです。そしてそのプロセス

を考慮することを「トラディショナル・ネイバ

ーフッド・ディベロップメント」と考えていま

す。たとえば、イギリスでの現在進行中のプ

ロジェクト「パウンドパリー」では完成まで

のタイムスパンを20～25年としています。

　　　最新のプロジェクトについて教えてく

　ださい。

EPZ　いま、　DPZが手掛けている再開発プロ

ジェクトのひとつに、住宅200戸を含む複合

的で高密度なコミュニティ「アクア」があります。

　その敷地のあるマイアミビーチには今まで

にモダンな建築がたくさん建てられ、それが

独特の個性や魅力になっているのです。そこ

　　　　　　　　　家とまちなみ43　　2001．3

璽離麺覇

シーサイド内のショップ。「ト

ゥルーマン・ショー」のカッ

ト写真も
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で、アクアもモダンなデザインで構成してみ

ようということになりました。モダニズムは

マイアミビーチには最も相応しいスタイルの

ひとつだからです。

　もちろんその場所のアイデンティティをつ

くり出すのは建築様式だけではありません。

宗教や文化といったものも大切なアイデンテ

ィティです。私たちはそういう手がかりを大

切にして仕事をしています。

　　　エリザベスさんはマイアミ大学の学部

　長を兼任されているとのことですが、どの

　ようなプログラムを担当しているのですか。

　また、今後個人的にやってみたいプロジェ

　クトがありますか？

EPZ　今はフルタイムで大学の仕事をしてい

ますので、かなりの時間を大学に割いている

ため、デュアー二が主に実務のプロジェクト

指揮をしています。

　わたしのクラスでは、学生に白血が育った

町のドローイングをまず最初に課しています。

これは建築だけではなく、その間の空間につ

いて考えさせる、よいメソッドです。

　観念的なことからスタートする大学が多い

のですが、私はまずよく知っている具体的な

環境を読むことから始めるのがいいと考えて

います。私のコースの卒業生は才能もあるし、

すぐ戦力になるので、就職のオファーもたい

へんいいところがら来るんですよ。

　ヨーロッパの古い街は長い時間の中でつく

られたいろいろな時代の建築で出来上がって

いるでしょう。現代の新しい街で違うスタイ

ルの建築が混在していると、お互いが「自分

が一番！」と主張しあっているようで、見て

いて居心地よくありません。もしできるなら、

ひとつのタウンスクエアにさまざまな異なる

スタイルの建築を組み合わせ、気持ちのいい

ハーモニーをつくり出してみたいですね。

　　　コングレス（CNU）の最近の活動状況

　はどのように進んでいますか

EPZ　今年はさまざまな会議がアメリカ国内

だけでなく、世界各地で計画されています。

3月プエルトリコのマヤグエス自治体の特別

プロジェクトチームによる会議「ニューアー

バニズムとサステイナブルな地域開発の遭遇」

をはじめとして、バンクーバーでは「リーダ

ーシップとアーバン・サステイナビリティの

家とまちなみ43 2001．3

革新」というテーマで、アーバン・サステイ

ナビリティを推進するリーダーたちから話を

聞き、学びます、，企業、社会運動家、地方自

治体、プランナー、エンジニア、コミュニテ

ィ・グループ、労働者、デベロッパー、環境

団体、学術組織、政府機関、そして関心を持

つ一般人すべてに公開して、革新的な問題解

決のためのディスカッションへの積極的な参

加を呼び掛けています。

　4月にはオーストラリアで第1回オーストラ

リア・ニュージーランド会議が「Urban

Challenges，　New　Urban　Practice」をテー

マに行なわれます。この会議はオーストラリ

アの環境保護のための素晴らしいコードを生

み出したE．S．D．（Ecologically　Sustainabie

Design　Pty．　Ltd．）のウェンディ．モリスたち

を中心に準備が進んでいます。ここにはインド

ネシアなどからも参加者が予定されています。

　それから毎年開催されてきたニューアーバ

ニズム会議も第9回を迎え、6月にニューヨー

クで開催するのですが、すでに1，500人以上の

参加者が予定されています。テーマは「ネイ

バーフッドからリージョンまで」、リージョン、

ネイバーフッド、デザイン、コードの4つを

テーマにさまざまなセッションが予定されて

います。

　会議の最終日は「人間と自然の環境とニュ

ーアーバニズ」をテーマに、デュアー二とカ

ルソープが、リージョン、ネイバーフッド、

ビルディングの3つのスケールから人間と自

然の環境に関わる問題を討議します。モデレ

ーターはグレイト・アメリカン・ステーショ

ン財団のハンク・ディットマンです。

　その他、スピーチにはケントランドのある

メリーランド州の知事も招待しています。こ

の会議ではニューアーバニズムの現状と課題、

それからチャーター（憲章）で提唱している内容

をもっと多くの人たちに理解してもらえるよ

うに、まだニューアーバニズムに馴染みのない

人たちのためのセッションも準備しています。

　マンハッタンの中でも歴史のあるチェルシ

ーという地区を会場に選び、具体的にニュー

アーバニズムという観点から街を読む13のフ

ィールドトリップも計画されています。

●1998年ごろ、デュアー二とポール・ゴールドバーガーは

チャールズ皇太子の都市に関する批判について意見が分か

れていたが、デュアー二らしく、論敵も仲間にしてしまっ

た模様。DPZは1989年イギリス・ドーチェスターで「パウ

ンドペリー」という400エーカーのタウン・プロジェクト

を担当した。これはイギリス初のニューアーバニズム・プ

ロジェクトで、皇太子はこのプロジェクトにたいへん関心

を寄せていた。

∩

u

i



　　　アンドレスさんをニューアーバニズム

　の創始者のひとりと言ってかまいませんか。

AD　いいよ。ぼくらが始めたことだ。

　　　ニューアーバニズムの背景や内容につ

　いて日本ではまだあまり知られていません。

　日本の人々、特に専門家に対するメッセー

　ジも含めてデュアー二さんのいま考えてい

　ることを中心に教えてください。

AD　シーサイドの開発者であるロバートから

トラディショナルなコミュニティのデザイン

を依頼されて、プロジェクトをスタートさせ

てから、ぼくたちの試みが違法だということ

がわかった．そのままでは既存の規制をクリ

アできなかったんだ。頭にきたよ。でも、お

かげでそれをなんとかする方法を考え始めた

んだ。『Suburball　Natio11』ではゾーニン

グ・コードがどういうふうに働くか、詳しく

説明してあるよ。

　　　ニューアーバニズムではコングレスの

　存在が大変重要な役割を果たしていますが、

　はじまりはカリフォルニア富田セミテで発

　表されたアワニー原則でしたね。

AD　そうだ。それから、今のコングレスにま

シーサイドの海辺のパビリオン，

DPZオフィス

フ灘

，慧…ii・

とまっていったんだ。攻撃してくる人たちも

たくさんいたが、結局みんな同じ結論に到達

する。どう考えても、答えはひとつしかない

んだから。

　最近『ザ・ウォール・ストリート・ジャー

ナル』で「ローン・マウンテン原則」という

のが紹介された。10の原則を掲げて、ニュー

アーバニズムを批判したんだ。記事中でメン

バーを募集していた。誰が最初に申し込んだ

か、わかるかい？　もちろん、ぼくさ。さっ

そく中心メンバーになって、彼らの「プリン

シパル（原則）」を手直しできるようにしたん

だ。

　ニューアーバニズムはそれ自体は現在ぼく

たちが抱えている問題に対する答えじゃない

んだよ。とても優れた便利なデザインツール

なんだけど、十分間使いこなすにはまずはじ

めに、その場所に合わせた、適格な「文化的

な翻訳」（Cultural　Translation）がなされな

い限り、その結果は無惨なものになるのが目

に見えている。どんなツールでも正しく使わ

ないとよいものはできないだろ。情報もタレ

ントも、ツールの…種といえるんだ。「文化的

な翻訳」のためにはその環境を理解するため

に、社会的、政治的、宗教的、文化的、さま

ざまな角度からの検討が必要だ。

　プロジェクトが進行するなかで、ぼくたち

が行なうシャレット（Charrette　ワークショ

ップのような集中的合同会議）は、そのプロ

ジェクトから経済的、時間的な無駄をなくす

　　　　　　　　　家とまちなみ43　　20013 7
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シャレットで描いた街路断面図

ために、改良を重ねてきたデザイン・プロセ

スのひとつだ。

　シャレットはプロジェクトの早い段階で通

常5～7日間かけて行なう。出席するのは、

種々の許認可に関係する行政担当者から関係

する団体・組織の決定権を持つ人、その他さ

まざまな立場の関係者で、それらが一堂に会

し、その場で集中的に問題を解決して設計作

業を進める。デザインチームはその場でどん

どんドラフトを描いていく。そこで出てくる

提案や意図することがグラフィックとしてみ

んなに読み取れるようにするためのスタッフ

が必ず参加する。

EPZ　プロジェクトによって、シャレットを

機能させるキーパーソンをそのコミュニティ

から見つけだすこともたいへん重要です。そ

れはコミュニティによってずいぶん違うんで

すよ。

　ウェスト・パームビーチのプロジェクトの

シーサイド通り

8

　　　難藩
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ときには、ナンシー・グレアム市長がたいへ

んなリーダーシップを発揮してプロジェクト

を成功に導いてくれました。関係するさまざ

まな立場の人たちを説得し、励ましてくれま

した。協力的な政治的なリーダーシップはプ

ロジェクトにとってほんとうに重要な要素で

す。コミュニティによっては宗教が大きな意

味を持つので、そういうときはやはり宗教的

リーダーと一緒に働く必要もあります。

　　　コミュニティをつくるためのコミュニ

　ケーション・ツールとして、何冊かの本の

　出版を準備中と聞きましたが、どのような

　内容か説明していただけますか。

AD　シャレットのような場で、異なるジャン

ルの関係者たちが無駄のない生産的なコミュ

ニケーションを築くことができるように、今

出版を準備しているシリーズがある。4年か

けて準備したんだ。

　タイトルは『The　New　Civic　Arts』、これ

が最高のマテリアルだと思う。この本では

1，200の図版を紹介している（今春刊行予定）。

　アーバン・プランニングに関わる書物を古

いものから新しいものまで入手できる限りチ

ェックしたんだ。その結果、どういうことが

わかったと思う？人間の快適に住みたいと思

う欲求には宗教も政治もないんだよ。どんな

イデオロギーだろうと、理想として描かれた

ものには共通するものがあった。それなのに

なぜ、ぼくたちの時代に至るまで、幸せな環

境を実現することができなかったんだろう。



混乱の最大の原因はダイアグラムと共通の言

葉が確立してないことだ。エンジニアがその

専門分野について話し合う場合、彼らは専門

用語を使い、その結果コミュニケーションは

短時間で大変スムーズにいく。彼等には数式

があるからだ。

　ところが、ぼくたち建築家やアーバン・プ

ランナーはどうだ。コミュニケーションが大

変難しいだろ。とくに専門家同士がひどい。

一番の問題だ。お互いの意見を理解するのが

難しいのは、ぼくたちがいまだに共通の言語

を確立していなかったためなんだ。コミュニ

ケーションのシステムが難しいんだよ。相互

理解の技術が進んでいて、子供の頃から訓練

されているアメリカでも困難なのだ。

　しかし、この本では、都市とのコミュニケ

ーションのためには、ツールを組み直して、

訓練する方法を見つければいいんだ。たとえ

ば、ポンペイの街に行くとする。このテクニ

ックを身につけていれば、数時間でポンペイ

の街がどんなふうに機能しているか、構造を

理解できるだろう。ただ、サバービア（既存

の郊外）には使えない。混乱してるからね。

　難しいのは建築家たちだ。彼らは学校で批

評家のためだけにアーティスティックである

ことを教えられてしまうんだ。ぼくだっても

ちろんテクニックは好きだが、テクニカル・

ブックはミスティーク（秘法）なものではな

いはずだ。

　建築家は神秘をつくり出すのが好きだ。流

行の形をつくりたがる。でも、一人の批評家

から誉められるより、大勢の普通の人たちが

ビレッジでよい生活を送れる方がぼくははる

かに気持ちがいい。

もちろん、一流の批評はいつだつて大歓迎だ。

無料で最高の批評をしてもらえるなんて、素

晴らしいことじゃないか。

　この本も含めて、同じコンセプトで合わせ

て3冊出版する。すでに去年出版された

『Suburban　Nation』は一般的な読者のため

に読み物としてわかりやすいものになってい

る。『The　New　Civic　Arts』は建築家向けだ。

彼らはドローイングが好きだからね。もう一

冊はプランナーや批評家向けだ。彼らの好き

な難解で神秘的な表現を使っている。

　じつは、もうひとつ出版に向けて編集中な

のがあるんだけれど、それは『The　lexicon

of　the　New　Urbanism』つまり、コミュニケ

ーション用の辞書だよ。これも膨大な文献を

検索し、言葉をひとつひとつ拾い集めて定義

ウィンザーの建築群の中にはDPZの恩師レオン・クリエ設計の教会もある

を確認し直した。そして、今度はカテゴリー

ごとに分類していったんだ。今までオーガナ

イズされることのなかったタウン・プランニ

ングとデザインに関する言葉を定義づけた辞

書の作成だ。

●DPZは決して受け身ではない。不当な評価を受けたと思

った場合、常に直接その相手にていねいな意見を送ってい

る。その誠実な姿勢が結果的にはどんどん仲間を増やすこ

とにつながっている

　　　去年メディアでもっとも話題になった

　のはヒューマン・ジェノム（ヒトゲノム）

　でしたが、アンドレスさんのアイデアは

　「アーバン・ジェノム」の解読というふうに

　言えますね。

AD　そうさ、アーバニズムは完全にgenetic

（遺伝的）なんだよ！　モダニズムの建築家は

ロボットをつくることばかり、一生懸命だっ

た。でも、ぼくたちは生きているし、人間の

住む環境も生きているんだ。都市も長い時間

をかけて人間が育ててきた、生きた環境じゃ

ないか。だからそこには伝えるべきジェネテ

ィックな情報があるんだ。

　ワイオミング州マディソン市長のポール・

ソグランがこう言っている。「環境運動をして

いる人には2つのタイプがある。都市も環境

の一部だと認識している人と、そうでない人」、

そのとおりだろう？　人間が関与しない自然

なんて、今では片手落ちだ。

　ぼくたちの先輩たちがっくり出した知恵は

その神秘的で難解な言葉遣いのおかげで、ひ

とつの知恵の体系になることがなかった。ぼ

　　　　　　　　　家とまちなみ43　　200t3 9
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ハ西θwαrわαπf5航

くたちの共通の目的のために活かすことがで

きなかったんだ。たとえば、アレグザンダー

が考案した「パタン・ランゲージ」も素晴ら

しい仕事だ。でも、一般の読者には、実際に

使いこなすことができなかった。

　　　解読が終わって共通言語の基礎ができ

　ると、楽しいことが始まりますね。

AD　そうだ、そこから、どんどん進むことが

できるんだ。その後にできることは、もう具

体的なイメージがたくさんある。たとえば、

コードと組み合わせた新しいパターンブック

も、インターネットを使えば素晴らしいもの

ができる。気候や歴史や敷地の形状やライフ

サイクルなどの条件をインプットすると、膨

大な数の住宅設計図から相応しいものがいく

つか残る。もちろん、その設計図は当然その

土地の法規制をちゃんとクリアしたものだ。

最後に一番好きなものをクリックして、ネッ

トで注文すると、建設用の設計図書が一式届

くんだ。こういうシステムが確立されると、

手ごろな値段で住宅を手に入れることができ

るし、クッキーが並んだような、味気ない郊

外住宅地は減っていくだろう。

　さらに、地域から都市、オープンスペース、

建築、インテリアへ連続するシークエンシャ

ル・デザイン（Sequential　Design）はとい
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ローズマリービーチのデザインコードの一例

家とまちなみ43　　2001．3

うこともとても重要なものだ。そのガイドと

なるパターンブックがすでに試作されてる。

こうした手法をll∫場経済に乗っ取って普及さ

せようとしてるんだ。

　　　ローズマリー・ビーチでも、DPZはデ

　ザイン・コードを書くのに留まっています

　が、現地のセールス・オフィスでは建築家

　やランドスケープ・デザイナーのリストが

　どっさりありました。60人に及ぶ建築家や

　専門家のオーケストレーションは大変な仕

　事だと思いますが、どのようになさるので

　すか。

ADそれはデベロッパーの役割だ。彼らには

すでにガイドラインとなるコードが手渡され

ているのだから、DPZは初期の段階でデザイ

ンをチェックするだけだ。

　たとえばフェンスをデザインするとしよう。

一人で5つのデザインをすると、そのうち最

戸はたったひとつだろう。じゃあ、10人のデ

ザイナーが10の最高のデザインを持ち寄った

らどうだい。10人のデザイナーが一緒に働く

のもいい。さらに、それぞれが影響しあった

ら、もっと素晴らしいデザインが生まれる、

そうしてデザインが連続するんだ。

　　　最後に、ニューアーバニズムにとって

　大切なことはなんですか。

AD　ニューアーバニズムにとって大切なこと

は単なる数値的密度ではない「コンパクトネ

ス」。「ウォーカビリティ」、ニューヨークでも

1／4マイル、5分歩けばたいていのことがで

きる。それから「ダイバーシティ（多様性）」、

ミクストユース（用途混合）と所得の違いも

含むこと。以上の3つだ。

　ぼくが準備している本があれば、君にもコ

ードが書ける。ステイッ、カウンティ、シテ

ィ、プライベート・サイト、規模に関わらず、

5cmくらいの厚さのコードブックが書けるは

ずだ。でも、そこからいろんなディテールを

取り除いていくと残るのはたったこの3つの

言葉だ。

　「コンパクトネス」「ウォーカビリティ」

「ダイバーシティ　（多様性）」。

　それがずっと住み続けたくなる環境のエッ

センスなんだよ。

2001年1月。マイアミDPZオフィスにて。


