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　近時アメリカでニューアーバニズムとよぼ

れている考え方を思想とよぶのか、計画論と

よぶのか、また運動とよぶのか、そのいずれ

の要素をも持ちつつ、「近代都市計画」とよば

れるものの持つ欠陥、不都合を指摘し、新た

な都市計画論を提起していることは間違いな

いだろう。

　もちろん近代都市計画が果たしてきた「労

働者のための健康な住宅や住環境の確保」と

いう功績は大きなものがあるし、その中で生

み出された近隣住区理論、ゾーニング（地域

地区制）、段階構成論、歩車分離などの理論や

実践はいまだに有効性を失ったわけではない。

　現実の都市は社会経済の一般的な情勢を受

けて変化しつつあり、仮に現実の都市が悪い

状況にあるからといって、都市計画がその責

めを一手に引き受けるものでもない。しかし、

今にして思えば、60年代にJ・ジェイコブズ

が『アメリカ大都市の死と生』で指摘した近

代都市計画の欠陥が明確に現われつつあり、

その一つの解答としてニューアーバニズムが

姿を現わしたとも理解できる。

　この考え方の評価は歴史に任せるしかない

が、筆者としては、これまであった多くの近

代都市計画批判を超えて総合的な視点から提

案を行なっていることを高く評価し、本誌に

おいても「特集」という形で世間に周知する

ことで、前向きな議論を起こしていけたらと

願っている。

1．ニューアーバニズムの意味するもの

議r藻一掬驚』　ニューアーバニズム（以下NUと略す）とい

う言葉が特定の意味を持って用いられるよう

になったのは、1993年のことである。1991年

にアワニー原則［R47資料1］に結集したメンバー

が主体となってこの年にCNU（Congress　for

the　New　Urbanism）という組織を立ち上げ、

翌1994年にピーター・カッッが「The　New

Urbanism」なる著作をマグロウヒル社から

出版するにいたって、この言葉が世に知られ

ることとなる。

　従ってNUという言葉はその担い手である

アンドレス・デュァー二、エリザベス・プラ

ターザイバーク夫妻（以下慣例によりDPZと

略す）、ピーター・カルソープなどが、それぞ

れの取り組んできたプロジェクトの計画理念、

計画技術などに共通性を認め、その共通の目

標を総称して名づけた名称である。NUはそ

ういった成り立ちからして複数の人による個

別の試みが統合化されつつ成長した、計画思

潮、計画手法でもあり運動でもあるという側

面を持っている。

　ハワードの「ガーデンシティ」のように計画

理念が提示され、レッチワースにつながると

いうようなプロセスではないため、個々の既

存プロジェクトをNUであるか否かといった

評価を行なうことは必ずしも当を得ていない。

プロジェクトの規模や性格によって試みられ

たパーツが統合化（インテグレート）され、

包括的な都市計画論に至ったと考えてよい。

　CNU自身のNUの定義は「現代生活の要素

一ハウジングや就業の場所、商業や余暇など

一の統合をもう一度やり直して、コンパクト

で歩行者に親しみやすく用途混在型の土地利

用が展開する、相互に公共交通機関で結ばれ、

広域のオープンスペースの枠組みの中に位置

付けられたネイバーフッドの創出を目指す」

計画手法ということになる。

　しかしこれでは「コンパクト」「用途混在」「公

共交通機関」「ある意味を持ったネイバーフッ

ド」を重視しているという以上には意味は伝

わりにくい。私の理解による解説を試みる。

　端的に言えば、アメリカの郊外住宅地は、
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ラドバーン以来大きなコモングリーンを持ち、

歩車分離クルドサックを基本パターンとす

る低密度開発である。その巨大化したものが

アーバインなどに代表され、1991年にジョエ

ル・ガローが「エッジシティ」と名づけた郊外

の新都市である。巨大なショッピングセンタ

ーを持つタウンセンターと低密な住宅地は画

然と分けられ、自動車無しには生活不能な町

である。

　NUはコンパクトな敷地、ヒューマンスケ

ールの建物、用途混在、公共交通機関重視と

いう意味では、エッジシティのアンチテーゼ

である。もっといえば近代都市計画の成果で

ある近隣住区理論、ゾーニング手法と用途純

化主義、道路のヒエラルキーなどに対して疑

問を呈しているのである。

　その意味で都市計画における「近代主義」を

超えるひとつのテーゼであると理解していい。

その根底にあるのは現代社会のコミュニティ

の崩壊に対する危機感であり、人間相互のコ

ミニュケーションの復活を都市計画、住宅計

画がある程度引き受けようとする態度である。

このことはややもすれば技術論、ハードな計

画論になりがちな都市計画に社会学的な要素

を持ち込むということであり、片方で試みら

れているワークショップなどの参加の計画手

法と並んで今後の都市計画のあり方にとって

大きな影響を与える可能性を持つ。

2．ネオ・トラディショナルタウンからNUへ

　NUは、いずれにしろ複数の人間のいくつ

かの先駆的なプロジェクトを経て成立してき

た概念である。彼らがそれまでに手がけてき

た主なプロジェクトを紹介しつつ、この運動

と計画手法の成立過程を見てみることとする。

　この運動の最初の記念碑的プロジェクトは

1981年にフロリダで分譲開始された「シーサ

イド」である。DPZの計画、デザインによる

このリゾート開発はその美しさと、計画コン

セプトの明快さ、親しみやすさによって『ニ

ューズウイーク』などの一般ジャーナリズム

の賞賛を得た。いずれにしろこの時点で建築

ジャーナリズムや都市計画の世界での評価が

あったわけではない。

　この時代にはDPZは自らのプロジェクトを

「ネオ・トラディショナルタウン」と呼んでい

た。NUのひとつのキーワードはこの「伝統

的」という言葉に表現される、クラシックある
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いはバナキュラーなデザインモチーフそして

歩けるコミュニティの重視であるが、どちら

かというとDPZが重視し、多用する概念であ

り、用語といえよう。

　同じ81年に環境共生型のビレッジホームズ

がマイケル・コルベットの手によってカリフ

ォルニアのデイビス市に誕生する。自然エネ

ルギーの利用や有機農園を持つ、言ってみれ

ば非近代主義的、自然主義的デザインの住宅

地で、思想的には旧西ドイツのカッセルのエ

コロジー団地に連なるプロジェクトである。

NUのもうひとつのキーワード「環境共生1が

端的に表現された住宅地ともいえるが、追随

するプロジェクトもなく、M・コルベット自

身アワニー原則までは他のニューアーバニス

トと歩調を合わせるが、CNUには不参加とい

うことである。

　NUは自動車利用の抑制、スプロールの抑

制という都市計画の次元での環境対策は大い

に主張するが、パッシブソーラーの利用、ご

みの肥料化、有機農園など個別の対策には直

接関与しないという立場をとっていると考え

てよい。

　CNUに参加していないという意味でM・コ

ルベットはニューアーバニストと一線を画し

ているが、彼の主張である「強いコミュニティ

の形成」ということはNUのもうひとつのキー

ワードとしてきわめて重要である。強いて言

えばM・コルペットは武者小路実篤の「新し

い村」ではないが、「環境」に対して「ライフス

タイル」を共有するぐらいの「強い」コミュニテ

ィを理想とするのに対し、NUは用途の混在、

住宅の多様性、歩ける町などの穏やかな方法

で人間関係、コミュニケーションを回復して、

コミュニティの機能を再生しようという方法

をとっていると理解できる。

　70年代から80年代にかけての経済成長期

に「ローグロウス」「グロウスマネージメン

ト」という言葉が生まれ、さらに「サステイナ

ブル」（持続可能な）という社会、経済的価値

観が生み出される。

　86年にP・カルソープ、シム・バンダーリ

ンによって『サステイナブル・コミュニティ』

が著わされるに及んで、比較的小規模で、や

や特殊解とも理解され得る「シーサイド」

（32．4ha）「ビレッジホームズ」（24ha）に続

くプロジェクトが大きな規模で実現していく。

　88年にDPZの「ケントランド」（142ha）、

90年にP・カルソープの「ラグーナ・ウェスト」

（400ha）、「ノースウエスト・ランディング」

り
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（1200ha）が相次いで着手されるのである。

　こうした都市規模のプロジェクトを手がけ

ることによって、彼らの意識も優良な不動産

物件の計画から、ある意味でアメリカ伝統の

「都市づくりレベル」の計画論へと成熟してい

ったのではないだろうか。

　そして91年、片方で『エッジシティ』が著

わされ、片方でアワニー原則が発表されると

いう皮肉な転換点をむかえる。

　エッジシティという概念はそれまで単なる

郊外住宅地開発と思われていたエリアが、シ

ョッピングセンターやオフィスをも立地させ

ることによって、独立した生活圏（都市圏）

を形成していることに事後的に気づき、30年

前には全く「町」として認識されていなかった

ところに職住を兼ね備えた自立的な都市を形

成したというポジティブな評価をJ・ガロー

によって与えられたものである。

　しかし、エッジシティは結果として自立都

市ができたという意味では若干の評価は得よ

うが、それが計画的に行なわれたわけではな

いだけに、インナーシティ問題と表裏一体を

なすということであり、自動車に対する過大

な依存、巨大すぎる点など問題は多い。

　アワニー原則は自動車に対する過度の依存

やコミュニティの再生に重きをおくという意

味でまさに反エッジシティであり、直接的に

CNUを生み出すきっかけとなった。

3．近代都市計画を振り返る

1）田園都市論とレッチワース

　少なくとも20世紀の過半の期間、都市づく

りを支配した近代都市計画とは何であったの

か、NUの意味を確認するために駆け足で振

り返ってみることにしよう。

　よく知られるように近代都市計画のスター

トはハワードの著作『明日の田園都市』

（1898年）でありその実践であるレッチワー

ス（1903年着手）であった。大事なのはその

時代背景である。産業革命後の都市の劣悪、

過密な居住状況がその母であるといってもよ

い。その50年程前に「共産党宣言」が出される

一方で英国は「公衆衛生法」をつくる。増大す

る都市の産業労働者の住宅や生活環境の問題

は、環境改善、つまり都市住宅政策が機能す

るか、階級闘争かという緊張関係を生み出し

ていたことは想像に難くない。

　ハワードの著作の初出本の題名『明日一新

　　　　蕊つの磁石

鯉髄・@盤　　　　瀞
　　　かれらはどニへ行くか？

　　　　紹宿・優村

　　　々や讐，二叉

　　母的　　　協働

図1ハワードの3つの磁石（E・ハワード『明日の田園都
市』長素連訳、鹿島出版会）

の改革にいたる平和な道一』の“Peaceful

Path”の意味は非常に重いのである。ヨーロ

ッパにおける社会主義の台頭は住宅都市政策

推進のエンジンの役割を果たしたに違いない。

第1次大戦後とりわけ1920年代のドイツのジ

ードルンク（集合住宅団地）の大量建設の影

響はわが国の同潤会にも影響を与えている。

　「田園都市」に話を戻すと、その最大のテー

マは「よい環境」なのである。時代背景を考え

るとそれはまず「健康」を意味したはずである。

有名な3つの磁石の図を見ると農村の美徳と

して、自然の美しさ、新鮮な空気、豊富な水、

太陽の輝きなどが上げられている（図1）。そ

れらは当時の都市では求められなかったとい

うことである。

　一方都市の美徳としては、社会的機会、娯

楽の場所、雇用機会、高い賃金などが上げら

れ、「都市」と「農村」の良いとこ取りをしょう

というのである。「都市（Town）」と「農村

（Country）」の結婚は第3の磁石「自由

（Freedom）・協同（Co－operation）」とい

う、社会思想的イメージでとらえられ、田園

都市自体が私有ではなく公的法人所有のリー

スホールド（賃貸）をスキームとしていた。

　現実のプロジェクト、レッチワースでみる

と、紆余曲折はあったようであるが現在でも’

一部の土地を除きレッチワース財団が保有し、

原則として99年間のリースホールドで、

1967年以降はフリーホールドへの移行が認め

られているとのことである（図2）。この間の

事情は「定期借地権普及促進協議会会報

No．17」（1999．1）の坂本一夫氏の報告「英国

田園都市の開発とリースホールド（定期借地

権）」に詳しい。

　田園都市を都市計画思潮として整理してみ
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大川　陸

（おおかわ　りく）

　1940年東京都北区生ま

れ。東京都立大学建築学科

卒業。建設省入省。建設省

都市局土地利用調整官、財

団法人日本建築センター理

事を経て、現在、財団法人

住宅生産振興財団　専務理

事。この間、建設省の他、

秋田県、愛知県、熊本県、

住都公団等に勤務し、再開

発まちづくり、住宅計画に

たずさわる。
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畳

ると、①都市（ロンドン）の巨大化を否定し、

②3万人規模の、③農地に囲まれた庭付きの

低層住宅を主体とする町、④公共施設、広場

などの中心を持つ求心的な（放射型の）構造、

⑤利用（所有ではなく）に着目した自治的な

共同体ということになろうか。

　レッチワースの図面から主として交通計画、

道路設計上の特徴を拾うと、

　（Dまだ鉄道と馬車の時代であるから当初の

　　計画では自動車利用への配慮は感じられ

　　ないのは当然であるが、道路のヒエラル

　　キーは意識されておらず、修景としてシ

　　ンボリックな広幅員の街路樹のある大通

　　り、普通の通り、レーンやパスというよ

　　うな小道の3種類が読み取れる。

　（2）中心は諸施設や店舗並存の集合住宅で高

　　密度と想定され道路の密度も高い。

　（3）駅周辺などにロータリー状の道路が計画

　　され一時停止を要しない工夫がある。

　（4）一一部にクルドサックが見られる。

　現実には早期に着手された中心部と企業誘

致地区を除いてはオリジナルプランはかなり

変更されており、周辺部の住宅地は当初の直

線的なグリッドパターンから、曲線を多用し

たループ、クランク、クルドサックなど、自

動車社会に対応した段階構成がとられている。

2）アメリカの動き、コルビジェとCIAM

　1913年にT型フォードが量産に入りアメリ

カにおける自動車社会が幕を開ける。新たな

都市化、郊外化の可能性が開けたのである。

その翌年第一次世界大戦がはじまるがほぼ部

外者であった米国では、大戦後田園都市運動
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が起こり23年にRPAA（アメリカ地域計画協

会、Regional　Planning　Ass（）ciation　of

America）が設立される。このメンバーがラド

バーンの開発を推進したクレランス・スタイ

ン、ヘンリー・ライト、ルイス・マンフォー

ドなどである。24年にニューヨークのクイン

ズにサニーサイドガーデンズが、29年にラド

バーン・システムで有名なラドバーンがニュ

ージャージーに建設される。この間、L・マン

フォードの「地域都市論」そしてC・ペリーの

「近隣住区論」が発表され住区構成、都市構成

の理論化が始まる。

　ちなみに26年には近代都市計画の根幹的手

段のひとつであるゾーニング（日本でいえば

用途地域）の合法性を始めて認めたユークリ

ッド判決がなされている。

　一方ヨーロッパでは、22年に「住宅は住む

ための機械である」と主張する建築家ル・コル

ビジェが『300万人のための現代都市』を著

わし、彼が中心となって27年のCIAM（近代

建築国際会議）の設立へと導いていく。コル

ビジェは都市空間を「住む」「働く」「リクリエイ

トする」「交通」という4つの機能と理解し、「太

陽、緑、そして空間を」をスローガンとして、

当時の劣悪な居住空間をピロティ、屋上庭園、

高層建築などの機能主義的手法で解いていく

ことを提案する（図3）。

　CIAMは33年目アテネ憲章で「人間の道路

と自動車の道路の分離」などを内容とする「都

市計画の原則」を発表する。同年コルビジェは

『輝ける都市』を著わし道路の段階構成（8段

階）と都市の構成の提案を行なう。

　第一次大戦と第二次大戦の問のいわゆる戦

問期は建築、都市計画の「近代」の概念が一気

に確立した時期のようである。鉄道、自動車

などの交通手段、無線、電話などの情報手段、

鉄骨、コンクリート、ガラスなどの建材の開

発などのあらゆる局面における「進歩」は、建

築家や都市計画家にとって都市のあり方を抜

本的に近代化する可能性として受け取られた

に違いない。

　近代都市計画も建築における近代主義（モ

ダン）、インターナショナリズムも、この時代

に理論的に成熟したが、実際のプロジェクト

としては戦後に花を咲かせたのである。

3）CIAMの戦後

　CIAMの理想は戦後二つの都市計画として

実現する。ひとつはコルビジェ自身の1950年

の計画であるインドのパンジャブ州の首府シ

ャンディガール（図4）であり、もうひとつ



図3コルビジェのパリ計画

つは1956年に競技設計が行なわれたルチオ・

コスタ、オスカー・ニーマイヤーによるブラ

ジリア（図5）である。

　徹底した用途の分離、高速自動車交通に引

っ張られたかのようなグリッドパターン、閉

鎖系のように見える住区単位などが図面から

も読み取れるが、黒川紀章氏によれば、不必

要なまでに建築を高層化し、それによって十

分すぎるほどの空地を獲得し、主要な交叉点

は立体交叉とし、十分すぎるほどの幅の広い

道路をつくり上げた、（シャンディガールはブ

ラジリアより）いっそう、太陽と緑と空間に

みちあふれた〈輝ける都市〉に近づいている、

という評価である。もちろん賞賛としての発

言ではない。CIAMは58年にその役割を終え

解散する。しかし近代主義の後遺症は大きく、

巨大主義、用途分離、直線的単調さ、清潔で

はあるが均質な非人間的空間がいまだに供給

され続けていることは問題である。

　コルビジェは建築家、理念家としては偉大

であるが、都市計画、都市設計という意味で

は重大な勘違いをしたようであり、それは多

かれ少なかれ近代都市計画のおかした間違い

でもあったと言えよう。

4）英国のニュータウン

　戦後すぐに英国はニュータウン法を制定し、

第1期として46年から50年の問に14のニュー

タウン建設を行なう。スティブネィジ、ハー

ロー、ウェルウィンなどである。ロンドンの

過剰人口を引き受けるという考え方で、ハワ

ードの思想を受け継ぐものである。雇用の場

を持つ自立的な都市で人口5～8万人、低密

度で近隣住区の段階構成という構造をもつ。

　50年から始まる第2期ではカンバーノルド

とフックが計画されるが、実施されたのはカ

ンバーノルドのみである。この時期、第1期の

反省として、①低密度と過剰な田園1生は視覚

的なバラエティや活気にかけること、②また

コストが割高になること、③サブセンターを

分散させることでタウンセンターが貧弱にな

ること、④人口の規模が小さく文化性や娯楽

施設などが充実しない、⑤自動車社会に対応

できていない、などが指摘された。

　この結果カンバーノルドではワンセンター

方式がとられ、都市の中心の強化が図られた。

しかしそのセンターは駐車場に囲まれた建築

化されたショッピングセンターで、町との対

話や親密さは感じられない。またセンター地

区の歩車分離を立体的に行なうペデストリア

ンデッキの方法がとられた。これとて5万～7

万の計画人口である、魅力的なセンターが形

成されるとは思いにくい。

ぎ

ρ聾笈1

図4シャンディガール計画　1950

懇灘醗、

図5ブラジリア計画　1957
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図6　サブディビジョンコントロールとPUD（NAHB編
「p［anning　for　Hous｝ng」より）

　わが国でもそうであるが、戦後的状況の中

では雇用の場といえば工場誘致であり、商業

施設といえばまず生活必需品のための利便施

設が問題であった。

　世の中が進み三次産業が三次産業を生む状

況下では「都市性」の持つ意味も実態も変化

してしまった。工場誘致は有効ではなく、都

市的アメニティは物販から文化、アミューズ

メントへと軸足を移しているのである。

　1967年に指定された第3期のニュータウ

ン、ミルトンキーンズはこのような社会背景

のもとに8900ha、25万人のイギリスとして

は大都市として計画された。従前の3つの町、

13の村を含む、ロンドンから北西84キロの

地域である。ロンドンに吸収されないカウン

ターマグネットとしての機能を持ち、十分な

都市的アメニティが確保されることを目標と

したこのニュータウンは日本企業の立地も好

調で97年時点で16．4万人置人口となってい

るという。

5）アメリカの開発許可

　アメリカの都市計画の基本はマスタープラ

ンとゾーニングであり、ニュータウンなどの

開発を行なう場合にはこれに加えて、サブデ

ィビジョン・コントロール（宅地分割規制）

と称する一種の開発許可制度がはたらく。

　サブディビジョン・コントロールという制度

は、その成り立ちから土地の登記と道路の計

画的築造を目的としていたが、次第に宅地開

発手法として整備されたという経緯があり、

技術的、工学的側面を強く持っているため硬

直的な制度であるといえる。このためマスター

プラン、ゾーニングという拘束のもとでこの制

度を用いると、用途の過度な純化、単調で画

家とまちなみ43－2001，3

一的な景観を生み出すという弊害が指摘され

た。このため1962年にサンフランシスコ市に

おいてPUD（Planned　Unit　Development，

計画的単位開発）という制度が条例化され70

年代に全米に広まった。

　PUDは文字どおり1ユニットの開発そのも

のを許可の対象にしょうというもので、イメ

ージはわが国の一団地の扱いに近い。PUDの

効果は、①マスタープランがともすれば単な

る絵に過ぎないという欠点を指摘されるが、

PUDの適用によってその実効性が確保される

こと、②ゾーニングによる用途純化主義、敷

地主義の硬直性を、プロジェクトの実態に合

わせて計画的混合用途を可能とすること③画

一的で過大となりがちな技術基準、例えば大

きな敷地規模、広幅員の道路、堅固すぎる道

路構造などを実態にあったものとする④この

ような緩和的措置の反面、公共用地や共有オ

ープンスペースの確保を義務付ける、といっ

たことがあげられよう。自治体の柔軟な裁量権

により計画の自由度が増したと評価していい。

　アメリカにおけるNUの誕生は、この国が

歩んだ成長管理政策にいたる道程や全地球的

環境問題の深刻化、さらに家庭崩壊、地域崩

壊という背景が無視できないが、この制度の

存在が柔軟な計画を認めるという側面にも注

目しておきたい。

4．結局NUとは何か

　近代都市計画との比較で何が言えるかとい

うことを記してみる。NUはあまりに多くの

ことを語っているためその一面のみをみれば

都市計画というよりデザインの次元ではない

かという指摘もあろう。しかし空間のあり方

にしか近代都市計画が触れなかったこと自体

が視野狭窄であり問題ではないかという反論

も成立しそうである。近代都市計画が量しか

問題にしなかったが、NUは少なくともコミ

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。

1）中心の存在とその性質

　近代都市計画も中心を否定してきたのでは

ない、むしろ近隣住区理論とその段階構成論

を超えて高度の都市性の獲得のために、カン

バーノルドや日本の高蔵寺でワンセンターと

いう中心形成まで試みてきた。にもかかわら

ずNUの考えるセンターは3つの点で近代都



市計画とは異なる視点を提示した。

　ひとつは高層、巨大施設の拒否である。二

つは歩行によるアプローチの重視で、巨大な

駐車場を見せない。またストリートフレンド

リーと呼ばれる価値観に基づき外向き店舗を

原則とする。三つは都市の規模にもよるが、

商業施設よりも、地域のアイデンティティと

しての自然、広場やコミュニティ施設を中心

と考えることである。コミュニケーションと

シチズンズプライドが問題なのである。

　ディズニーのセレブレイションでは、まち

のセンターを「ダウンタウン」と称し、有名

建築家による郵便局、映画館、そして池と運

河などが商業・住宅並存施設とともにセンタ

ーを構成する。ダウンタウンという言葉自体

が皮肉ではないか。計画的なまちの中心の名

前が、自然にできた狸雑さを持つ町を意味す

るダウンタウンであるというのである。計画

と言う概念自体が有効であるのか問われてい

るともいえよう。

2）道路の扱い

　道路は広幅員を避け、まちなみの親密感を

重視する。歩行者空間を建物のフロントヤー

ド、玄関のリビングポーチと関係を持たせて

設計し、いたずらに建物を道路から後退させ

ない。一般に路上駐車を認め、積極的に停車

帯をとる。停車している車は、賑わいとまで

いえなくても誰かがいることの証拠で、走行

する車にむき出しの歩道より安全であるとい

うのだ。

　周辺の住宅地は別としてセンター地区はわ

かりやすいグリッドパターンを推奨する。歩

けることが重要なのである。

3）まちの構成と密度

　歩ける、歩いて楽しいというコンセプトか

ら、必然的に、これまでより高密度で、ある

程度フロンテージ（間口）を小さくとる。住

宅の種類も戸建からアパート、マンションま

で多様性を持たせる。混在こそが多様性を生

み出す魅力のもとなのである。

　セレブレイションでは住宅街区であっても

コーナーショップと称する小型の店舗を配置

し、まちの安全、会話の発生、歩く楽しさな

どの効果を狙っている。

4）住宅のデザイン

　ガレージはアレーと称する裏道に置き、表

通りのアクティビティの不連続を防ぐ。その

表通りは広すぎるフロントヤードを狭め、リ

ビングポーチを玄関につけることで、ウエル

カムの気分を演出する。ガーデニングやお茶

を飲みながらの休息の場と、道行く人との会

話の発生装置と考えられている。

　住宅のスタイルはNUに限らずクラシック

（さまざまのスタイルのヨーロピアン）、バナ

キュラーなどで最近はクラフトマンと称する

手仕事風の表現が台頭しているようである。

おわりに

　都市計画というものが大きな議論になった

近代は、産業革命後の都市労働者の増大、そ

の後の三次産業の伸張も含め、都市への人口

集中に対応することが命題であった。また鉄

道や自動車などの交通手段の発達がそれを加

速し、複雑にした。まがりなりに過密を解決

し、「健康」の条件が実現した（それも途上国

を除いてはといわざるを得ないが）現在の、

乗り越えるべき大状況はなにか。

　すでにダウンサイジングの時代であり、量

的拡大と人口流動に対応することは主要課題

ではない。既存のストックを如何に活用しつ

つ環境改善を図るかという、これまでとは異な

ったテーマが問題とされているのである。これ

までの延長上に解があるわけではないだろう。

　課題のひとつは地球環境の問題だ。サステ

ィナブルといい、成長管理という概念がどこ

まで実現できるのか。南北問題を超えて地球

社会は平和に資源の配分を可能とするのか。

平和の構造という巨大な問題が背後にある。

　もうひとつの課題はあえて言うなら「心の

病」の問題ではないだろうか。孤独な精神を救

えるのは酒や薬物でも、ケータイやインター

ネットでもなく、ましてはある種の原理主義

でもなく、町でありコミュニティ、つまり生

身の人間なのではないか。

　NUが目指す「コミュニティ」や「ネイバーフ

ッド」という言葉にはそのような思いが込めら

れていると感じるのである。都市環境に人間

のエモーションをかきたて、交流の喜びを実

現できるようなデザインを施そうとしている

と言ってもいい。

　しかし計画や設計の力だけで健全なまちが

できるわけではない。計画理念、計画技術の

進歩もさることながら、職能者（プロクェッ

ション）である都市計画家や建築家の役割自

体が問われ、国家や行政さらにはNPOなど市

民そのものも役割が問われるという、大きな

構造変革の中で「地域」というものの価値が問

われるというプロセスが必要なのであろう。
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