
一 ＝ユーアーバニズム入門 戸建て住宅地研究その15

住宅地の環境デザイン

ニューアーバニズムの前提

…；筑波）疇講眺白痢：由

正気の開発

　前々回は、住宅地の環境デザインにおける

「価値のプランニングと見せ方」を強調し、前

回は感情の流れを重視する「ひとのためのエ

コロジカルなデザイン手法」を紹介した。

　「サステイナブル」や「リバブル」という

言葉をこの10年間よくアメリカで見かけた。

元祖英語版「サステイナブル・コミュニティ」

では著者のシム・バンダーリンとピーター・

カルソープによって「セーン（sane）」という

言葉が使われている。「心の健全な、正気の、

良識のある」という意味の言葉だ。「セーン・

サバーブ」とか「セーン・リデベロップメン

ト」というように使われている。私はこの

「心の健全な」という意味合いをとても重要な

ことと考える。「サステイナブル・デザイン」

から「ニューアーバニズム」まで、今のアメ

リカの開発動向を理解するのに欠かせない考

え方であると思う。今回は、特集とからめて、

前回からの流れを補足しながら一般住宅地の

基本にふれ、話を進める。

「クオリティ・オブ・ライフ」、「量よりデザイン」

　アメリカの人々の欲求は「クオリティ・オ

ブ・ライフ」に向かっていることは大分前か

ら明らかだ。量より質である。一般的な建売

宅地の規模も住宅床面積も日本人が想像する

より小さいものが増え人気がある。

　たとえば前回までに紹介したオレンジカウ

ンティと全米の建売住宅の平均販売床面積は

年によって差があるものの90年代は200㎡前

後で、100㎡台の年もある。裏庭の大きさも

10フィート（約3m）x15フィート（4．5m）と

いうミニマムな設計を何度かしたことがある。

それになぜか住宅の販売用パンフには敷地面

積が書いてない。個別敷地の広さよりも重要

なものがガイド雑誌やパンフレットには載る

のだ。

　まずガイド雑誌には住宅の外観写真か通り

から見た立面つまり住宅の顔のデザインとキ

ャラクターが載る（図1）。お見合い写真とい

っしょである。写真の下には3種類の数字情

報一寝室浴室数、延床面積、価格がある。そ

して住宅の置かれているビレッジの特徴と住

宅の特徴が述べられているだけだ。平面間取

図と敷地図・敷地面積がないのだ。

　現地に行き、まずビレッジ全体の情報を知

らされる。そして、モデルハウスを見学する

際にはじめて原物とともに3～5タイプ程度の

平面図を見て、3種類の立面デザイン・スタ

図1雑誌に掲載されている住宅情報（New　Homes，　March，1999）
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図2パンフレットで紹介される平面タイプと立面デザイン（Sonoma　in　Northpark）

タイルを知る（図2）。さらにどのような魅力

的なフィーチャーがされているか、リストが

ある。ここにはビレッジ全体のことからキッ

チンの仕様やドアノブにいたるまで住宅のア

メニティがアピールされる。

　そのような情報の序列が示すもの、そして

敷地面積の記述がないということを見ても、

アメリカの郊外計画住宅地では、敷地の大き

さ（量）よりビレッジ全体のキャラクター、

間取りより住宅外観キャラクターが重要なの

だ。それはまさしくデザインの重視である。

量よりデザインが重要なのだ。

モチーフが使われるのは、100年人気が続き、

これからも100年好かれ続ける予測が銀行や

マーケティング側にあるからである。人が関

わる住宅や環境は、好かれてナンボの世界で

ある。好かれない場所は、管理も保存もされ

ずに壊れていく。好かれて何度も手を入れた

り修復されたりする地区やツーバイフォーの

住宅は、シアトルのような湿気の多い気候の

きびしい地域でも100年以上の長寿命となる。

性能が100年持つわけではなく、人の意識と

好意が100年注がれ持つのである。「100年好

かれ続けるデザイン」かどうかの問題だと私

は思う。

12

「人に好かれ続ける場所」

　買う側は、量よりデザインがリセール・バ

リューに響くことを知っている。銀行も土地

に投資するわけではなく、プロジェクトに投

資する。そしてデザインを評価して投資する。

つまり価値を生むのは土地そのものではなく

デザインなのである。デザインによって価値

づけられた土地と住空問の質が重要なのだ。

土地と住空間の形は、その時代その時点にク

オリティ・オブ・ライフをつくりだす予測を

与えるものでなければならない。それがクオ

リティ・オブ・プレイス（場所の質）である。

ここで重要なのは質で形そのものではなく、

形がイメージさせる生活そのものと生活ビジ

ョンである。見え方を重視するけれども、ど

う見えるかではなく、あくまでライフが重要

なのだ。ここがむずかしいところだ。

　もうひとつ重要なことは、価値はどうして

生み出されるかというと、人が欲しがり、人

気が持続するからである。いつまでも「人に好

かれ続けること」が、価値の持続につながる。

　前回も述べたようにクラシックなデザイン
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「チャーム」のあるデザイン

　さて、好かれる住宅やまちをデザインする

ときのキーワードは、何かというと、それは

「チャーミング」という言葉である。私はアメ

リカでの実務で良くこの言葉を耳にした。日
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図3ビルディングタイプの一例（Rosemary　Beach）　計画はDPZ。複数濃i



本語に訳すと「かわいい」である。最近私が

このキーワードを日本で聞いたのは建築業界

ではなく、私の授業にゲストで来てもらった

美容師茂木正行氏からである。茂木氏は環境

に対しても「かわいい」という言葉を発して

いたことが新鮮だった。

　DPZのデュアー二氏も語っていたが、人の

住む環境には「charm（魅力）」が必要である

と考える。性能はあるにこしたことはないと

思うが、「チャーム」を犠牲にしないで性能を

高めないと結局短い命となるはずである。ラ

ンダムハウス英和大辞典（小学館）によると

「チャーム」には「（米）『不動産』（家が持っ

ている）魅力的な古色、時代物の味わい」と

いう意味も8番目に記されている。

　保存するかしないかの魅力度を役所の指定」

にゆだねているようではだめなのだ。まずは

何が好きなのか自分で判断するところがら意

志をみんなが持たないと始まらない気がする。

買うという行為も含めて住民参加とはそうい

う意志を持つことも含まれるはずである。

アメリカのスタンダード、買い手のわがまま
を聞かない建売住宅地

　クオリティ・オブ・ライフを実現するため

のクオリティ・オブ・プレイスを求める人た

ちが住宅地開発や都市開発の動向に「買う」

という行為や「移る」という行為で参加して

いる。そうした腰の軽い人々の中では「心の

健全な、正気の、良識のある」開発はすぐに

人気となり「売れる場所」となって跳ね返っ

てくる。それはセールスマンの数が多いから

ではなく、作り手が「心の健全な、正気の、

良識のある」住宅地とはなにかを考え、アピ

ールし、リーズナブルにつくれるからだと思

っている。作り手も意志をしっかりもってい

るし、買い手も何が好きか意志をしっかり持

っている。双方の意志がはっきり見え自己責

任で買う。

　その一部の手法や事例を前回までにいくつ

か紹介した。本当に健全かどうかは、わから

ない。住む人本人の意識次第のところがある

し、だめならもっと適正なところへ移動すれ

ばいい。アメリカは生活でも実験がけっこう

きく社会だ。

　建売住宅システムの良さはそうした実験が

きくところにある。一定の型にはまった間取

りの高質のスタンダードが確立しているため、

賃貸感覚で移り住んでも次にすぐ買い手が着

き易いのだ。これが個人的にいじくりまわし

た間取りだと次に住む人は使えない。つまり

一定の大きさまでの建売住宅システムでは買

い手のわがままを聞いてはいけないのだ。開

発側が自信をもってスタンダードを設定して

押し付ける（アピールする）ことが重要で、

それがひいては永年世代交代しながら使える

住宅地をつくることにもつながる（図3）。住

み替える買い手のためになるのだ。先に住宅

ガイドに平面間取図がないことを述べた。そ

の理由のひとつはスタンダードへの信用だと

考えている。

一戸建て集合住宅

　ビレッジ（計画地区）の中のサブディビジ

ョン（住区）で開発される一般的にトラク
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ト・ハウジングと呼ばれるビルダーによる建

売住宅地では3つの平面パターンと3つの立面

パターン、計9通りのバリエーションのみで

100戸単位の住宅地がつくられている。

　通常この3つのデザインをひとつの設計事

務所が担当してスタンダードの設計図書と躯

体がつくられ、買い手がついた段階でオプシ

ョンの仕上材や色のバリエーションが付加さ

れていく。買い手のわがままはそこに反映さ

れ、デコレーションやインテリア、裏庭のガ

ーデニングには全開で反映される。

　セールスのスタッフは非常に少ない。現地

のモデルハウスに一人常駐がいて、住宅地全

体の開発者のショールームに2～3人の接客ス

タッフがいるだけだ。原物を見てから買える

ことが建売りの強みだ。だいたいスーパーな

どにおいてある無料のガイド雑誌を見たり新

聞の不動産コーナーを見てやってくる。アー

バインでは、「家探しセンター」という土地オ

ーナーと開発者のガイド施設があり、そこで

地域全体の最新情報を得ることができる。そ

うした「ガイド」情報システムはいろいろな

分野や場所で発達している。

　一戸建て住宅地は、つくられかた、売られ

方、そしてメンテやサービス・管理システム

のホスピタリティにいたるまでコントロール

された集合住宅と同じ考えかたでできている。

　これが一般的な現代の計画住宅地の普通の

状況だ。

ニューアーバニズムのローカル・エモーション

　さて、特集本題のニューアーバニズムにつ

いては、詳しくはDPZのインタビュー記事や

他誌を参照していただければ概略理解いただ

けるはずなので、ここではニューアーバニズ

ムの実際の計画事例が何を重視しているのか、

いままでの流れを踏まえて述べてみたい。

　ディズニーのセレブレーションは、住宅地

計画をつくるにあたって、まず人々に人気の

高いフロリダ周辺の古い歴史的都市やコミュ

ニティを徹底的にリサーチしてキャラクター

を設定したという。

　ビジターセンターではその事例がビデオ映

像や名前として敬意を持って印されていた。

ここでも「好かれ続ける」都市からの「チャ

ーム」やモチーフ取りが行なわれている。ダ

ウンタウンの計画設計者ロバート・スターン

は2000年11月の韓国でのシンポジウムで「コ

家とまちなみ43　　20013

ンテンポラリー・デザイン・ウィズ・ローカ

ル・エモーション」と題した講演を行なった。

このなかでも同様のことを述べている。ロー

カル・エモーションとは、私の解釈では「好

かれ続ける」街の持つ親密なクオリティ・オ

ブ・プレイス、感情・情緒の質ではないかと

考える。

　DPZによるケントランドでも既存地形への

敬意を含むローカル・エモーションを、実際

に見学した多くの人々が感じている。

　そんなわけでニューアーバニズムは、クオ

リティ・オブ・プレイス（場所の質）を重視

するというアメリカ住宅地全体の市場トレン

ドから決して外れているものではなく、それ

どころかシーサイドができてからはかえって

住宅地デザインの傾向をリードしていると言

っていい。

アメリカの共同実験住宅地、シーサイド

　DPZによるシーサイドは80年代後半からの

アメリカの住宅地開発に最も大きな影響を与

えたプロジェクトだ。私がアメリカに渡った

90年にはカルソープ氏のペデストリアン・ポ

ケット手法とともに、すでにバークレーなど

の大学生の間で話題になっていた。開発者の

間や設計事務所でも「Seaside」の本が読みま

わされていた。行政の勉強会でもとりあげら

れ、98年に日本でも公開された映画「トゥル

ーマン・ショー」で撮影の舞台となった。

DPZ自身もそこまで影響力がでるとは思って

もいなかったようだ。シーサイドに関する本

が計画者以外の人々によって何冊も出版され、

いろいろな評価がでて、業界が話題で活性化

した。後出の井出氏の原稿でもふれているが、

アーバンランド研究所（ULI）などでは不動

産業界としていかにニューアーバニズムのパ

フォーマンスが高いか、つまり儲かるかとい

った分析も進んでいる。

　シーサイドはアメリカのローカル・エモー

ションを重視するエモーションに火をつけた。

そして良き実験台、叩き台となった。実際に

訪ねてみてわかったことだが、シーサイドに

は定住者は数人しかいないらしい。計画者自

身も語っていた、実験台でよかったのだ。多

くの人々が訪れ、そこから何かポジもネガも

含めてアイデアを得て持ち帰った。私はデュ

アー二二に「特許を取るべきでしたね」と言

ったら「ほんとだよ。でもあれのおかげで仕



事がたくさん来た」と答え、「今やっとわれわ

れが編集し、書いた10冊の本が出版待ちや準

備段階に入っている」と、すごいだうとばか

りに説明してくれた。プラッターザイバーグ

氏は「じつは設計料もらってないんですよ。

まさにデベロッパーとの共同実験試作場でし

た」と衝撃の告白もしてくれた。

　彼らにとっては、実験のまとめとアイデア

源の公開、そして今後の展開のための共通言

語づくりの段階に入っているようだ。デュア

ー二氏は宣教師のようにあちこちのシャレッ

トを飛び回り、プラッターザイバーグ氏はマ

イアミ大学のディーンとなり教育システムを

つくり始めている。

知恵を集結し総合する「現代集落」づくり

　デュアー二氏とプラッターザイバーグ氏は、

「ニューアーバニズムはスタイルではない」と

言う。ばらばらな専門家が知恵を集結し総合

するための言語をつくっている。それが彼等

のデザイン・プロセスでもある、という。

　彼等のデザイン・プロセスで最も興味を持

ったのは、「シークエンシャル（連続的）・デ

ザイン」というキーワードだ。これは私自身

が目指しているデザインの目標である。デュ

アー二六は、インタビューでクリストファ

ー・ Aレグザンダーの「パタン・ランゲージ」

を引き合いに出しているが、パタン・ランゲ

ージも都市から建築詳細部まで一貫した連続

性を重視している。そしてある空間言語から

別の空間言語への展開連続性がある。

　DPZはシーサイドではいつさい建築のデザ

インを行なっていない。彼等はマスタープラ

ンと「コードcode（規準）」だけをつくる

（図4）。何十人かの建築家がそのコードに従っ

て自分達の一番いいデザインを提供する。あ

る評論家は、そのプロセスを「アーバン・ジ

ャズ」と呼んだ。ちなみにジャズのコードは

chord（和音、心の琴線）で少し違う意味に

なる。もちろんエモーションの規準と考える

ことはできる。

　DPZのつくる「コード」は、専門家によっ

てつくられた空間言語の組み合わせと言える。

素人が見てもぞうすることによって、自分の

環境とその価値が高まることを納得させる計

画行為が入っている。異なる分野の専門家が

それぞれの立場で見ても理解できる共通の

「絵」になっている。その意味でパタン・ラン

ゲージのできなかった、あるいはやらなかっ

たまとめ方をしている。「共通の言語、熟語を
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渡和由
（わたり　かずよし）

　1957年群馬県生まれ。

筑波大学芸術学系環境デザ

イン専任講師。筑波大学芸

術専門学群卒業および同大

学院修了。82年GK設計、

90年渡米、現地事務所、

ザ・ランドスケープ・アー

キテクツ・コラボレイティ

ブのディレクターとして日

米協働プロジェクトに携わ

る。95年Watari　Design

Office主宰。96年より

KTGY社のプロジェクト・

ディレクターを務め、主に

米国内の住宅地プランニン

グを担当。98年帰国。
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つくっているんだ」とデュアー二氏は強く語

っていた。

　何十人かの建築家がひとつのビレッジやサ

ブトラクト（地区）に参加するのは、先に述

べた一般的アメリカの建売住宅地計画と異な

るプロセスだ。むしろコントロールされたカ

スタム（宅地売り注文）方式に近い。100件

あったら100通りの平面と立面がある。でも

ビレッジの親密感と統一感はある。そのよう

な、よりオープンなシステムで、コントロー

ルされた多様性を持たせるのが彼等の意図す

るところと考える。シーサイドでは、隣同士

よく見ると全然違う形態なのに、連続間とあ

る種の統一感がある。それもそれぞれが建築

家の作品だ。これは日本でも町家や宿場まち

などに見られる伝統的集落と同様な感覚だ。

ニューエコノミーとニューアーバニズム、

才能の逃げない住環境
叢灘欝難麟灘灘灘八難灘灘難国難鐵灘i日刊難

　今回のDPZでのインタビューで最も印象深

かったのは、デュアー二面が語った「才能が

逃げない住環境」という話だ。彼等が中国で

仕事をするなかで、中国の才能が魅力あるア

メリカやシンガポールに流失し逃げないよう

にする住環境づくりを念頭に置いたという。

「日本も今みたいなことしてると才能逃げる

よ」と言われた。この話が示唆するようにニ

ューアーバニズムは住環境全体の魅力とは何

か、住むとはどういうことか、経済、都市、

建築デザイン、そのプログラムまで総合的根

本的に見直しをかけるムーブメントではない

かと考える。

　ニューエコノミーの旗手リチャード・フロ

リダ氏とデュアー二氏の「ニューエコノミー

タウンを開発する」というインタビューがあ

る（The　Town　Paper　Vol．3，No．1）。記事に

よると「ニューエコノミーのためのニューア

ーバニズム」というシンポジウムが昨年11月

にアトランタで開かれた。フロリダ氏による

と「今もっとも大きな歴史的シフトが起こっ

ている、それはく大量生産ペース経済〉から

くノレッジ（知識〉ベース経済〉への移行であ

る」。

　そして、そうした経済は「ノレッジワーカ

ー」という人種を生み出している。彼等はお

金だけでは満足しない。ここには彼等の特徴

と嗜好を全て書き出すことはしないが、彼等

は、仕事と遊びのミックス、屋外での遊びや

レクリエーションの近接、住処と仕事場の合

家とまちなみ43　　2001．3

体と、サービス／レクリエーションの利便1生

などを求める。彼等のライフスタイルの居場

所としてクオリティ・オブ・プレイスが求め

られると述べられている。

　多くのアメリカ人は自分自身でビジネスを

起こし独立してノレッジ・ワーカーになる夢

を持っている。このような経済のもとだから

テレコミューティングやホームオフィスが増

加してもいる。

　デュアー二氏はそこで、こう予言している。

「5年以内に全てのアメリカ新築住宅は何らか

のかたちでくリブ・ワーク〉かくフレック

ス・ハウス〉になる。マーケットはまだそこ

までいってないが、私達はもう合わせる準備

ができている」。

　「リブ・ワーク」は、住処と職場が合体し

た住居形式のことで、DPZの計画したケント

ランドではすでに実施されている。ホーム・

オフィスの空間はトレンドリーダーのアーバ

インなどではすでに5年以上前から常識的に

建売住宅の間取りに現われてマーケットに定

着している。セレブレーションでも教育施設、

レクリエーションと共に周辺の職場環境を重

視しており、リブ・ワークに近いオフィス・

コンドのような計画があると聞いた。フレッ

クススペースのある家もあった。

　フロリダ氏は「才能は不足しており、人材

確保の競争が起こっている。もしあなた方開

発者がクオリティ・オブ・ライフとクオリテ

ィ・オブ・プレイスを持たなければ、ベスト

の人材を得ることはできないだろう」と断言

している。

　このような経済的背景のなかで、ニューア

ーバニストたちは真っ向から商品デザイナー

としても勝負している。“都市計画貝”、“建築

貝”に閉じこもった同業者間にしか通じない

世界にいたのではアメリカではプランナー／

デザイナーとして売れない状況になってきて

いるのだ。

　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ニューアーバニズムは位

置付けられている。日本でもそうありたいと

願う。デュァー二二は「日本だっていいアー

バニズムの事例と伝統があるんだから、それ

ぞれみんなでよく考えよう」と言い残した。
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