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背景にある

アメリカのまちづくりの流れ

はじめに

　筆者が、アメリカに居を定めて既に15年に

なる。住んでいるカリフォルニア州の南に位

置するアーバイン市近郊には、2つの人工の

池を有し、広さ約7平方キロで6000戸程度の

集合住宅と3000戸余の戸建てからなるウッ

ドビレッジに代表される郊外型のコミュニテ

ィが散在している。われわれ日本人にとって

は、豊かで夢のようなコミュニティに思える。

　しかし、日本の4分の1という安価なガソリ

ンを基礎とし車中心に発展したこれらのコミ

ュニティに影がさし始めたのは、80年忌後半

に入ってからである。また、かつて多くの人

が住み、商業を含めて多くの経済活動が営ま

れ賑わいを見せた中心市街地から、中級所得

者層が郊外に出て行き、中心市街地は、低所

得者層の住宅と郊外からの車通勤の仕事場と

しての機能のみを満たすものに変化して行き

衰退が顕著になってきた。

　そして、86年には、ピーター・カルソープ、

シム・バンダーリンらによって“SustainabIe

Communities”という本が、続いて91年には、

『ワシントンポスト』紙のスタッフライターの

ジョエル・ガローによる“Edge　City”が出さ

れ、これらコミュニティの問題が顕在化され

てきた。

　91年秋には、これらの問題点を受けて、こ

れからのコミュニティの目指すべき具体的な

方向性を示す目的で、一群の建築家や都市プ

ランナーらが、約100名の地方公共団体幹部

をカリフォルニア州のヨセミテ公園内のアワ

ニーホテルに集め、そこで、アメリカのまち

づくりの原点となる「アワニー原則」［R47資糊］

が示されたわけである。

　そして、96年2月にはアメリカ大統領の諮

問委員会から今後のサステイナブル開発の新

しいコンセンサスを述べた“Sustainable

America”の発表。続いて、5月に当時のシ
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響難醒躍躍■圃國
　　スネロス住宅都市開発省長官が関わりチャー

　　ルストンで開催された、新たなまちづくりを

　　標榜する会議CNU（Congress　for　the　New

Urbanism）での具体的な原則（Principle）

の策定［R48資料2］、発表と続いてきだ。

　ニューアーバニズムについては、94年にピ

ーター・カッッの著わした“The　New

Urbanism”にその名が始まっているが、こ

の96年5月のCNU憲章、原則の発表が、

CNUのある意味での出発点になっている。

　また、同じ96年には、市場原理に基づいて

行なわれた開発によって住宅の郊外化（スプ

ロール）が、公共インフラへの負担や環境負

荷の増大等を引き起こし社会システムが限界

にきていると、バンクオブアメリカがカリフ

ォルニア州に“Beyond　Sprawl”という成長

管理政策への提言を行なっている。

　このように、この96年というのは、前述の

80年代後半から顕在化したコミュニティの問

題点が明らかにされた後、連邦を巻き込んで、

具体的な政策、活動方針（アクション・プラ

ン）が規定された節目となる年でもある。

　さらに、クリントン政権の後半である99年

には“Livable　Community　Initiative”とい

う、スプロールの抑制と都市部中心市街地の

再生に同時に取り組むという具体的な施策が

発表されるに至っている。

　以上に簡単に述べたアメリカでのまちづく

りの流れについての詳細は別原に譲るとして、

ここでは、私の盟友であるピーター・カルソ

ープが、最近の講演会で述べたこと、そして

最近の連邦政府の発表した“リバブル・コミ

ュニティ・イニシアティブ”にある“スマー

ト・グロウス”への取り組みの動きなど、触

れていきたいと思う。



1．都市のスプロル化とNIMBYの出現

　アメリカにおいて、大都市中心市街地の衰

退がはじまったのは、さまざまな要因が考え

られる。社会現象として、50年から90年に

かけての人口増加が10，340万人であり、その

うち7，790万人が郊外での増加。これは、経

済成長の過程で中高所得者がアメリカンドリ

ーム実現のための戸建て住宅を郊外に求めた

こと、そして、1908年のT型フォードでスタ

ートした本格的自動車生産が急増し、60年目

は約7300万台で2人に1台にまでなり、90年

代には台数が13，400万台と2倍近くにまで達

したこと、また、商業の形態が中心市街地に

小さな店舗群を構成する従来のタイプから、

郊外の大型ショッピングセンターに変化して

いったことが指摘されている。因みに、60年

代にウォールマートが1号店を出店してから

69年に1万ヶ所、79年に2万ヶ所、87年に4

万ヶ所、98年では43，600ヶ所に達している。

これらの事象があいまって、80年代に入り、

都市の郊外化が激しくなって旧市街地の周辺

部に新たな都市が形成され、これが“エッ

ジ・シティ”というよばれるようになった。

　確かに、エッジ・シティの建設というのは、

新たな商業、オフィイスが必要な場合、中心

市街地と郊外を比較すれば経済合理的な選択

が、郊外であったのであろう。しかし、市場

原理に基づいて開発を進めた結果、環境負荷

の増大と既に整備した中心市街地の社会イン

フラの未（低）利用が促進された。なおかつ、

郊外へのインフラの延伸による予算増、通勤

距離の増大からの化石燃料使用増による大気

の悪化、開発面積増大による自然環境の破壊

が進んでしまった。そしてなによりも、郊外

のショッピングセンターによって商業の活気

は取り戻せたが、如何せん無味乾燥という印

象は拭われず、その結果、コミュニティ・ア

イデンティティが喪失され、NIMBY（ニンビ

ー。Not　in　my　backyard。「自分の裏庭でな

ければ」地域のコミュニティにも関心を示さ

ないような人のこと）の出現を余儀なくされ

た。

　彼によれば、このような状況下で、半永久

的に存続しうるような、人に優しく、人と人

のふれあいのある人間性豊かなまちを創出し、

コミュニティを取り戻そうとする試みが、ニ

ューアーバニズムに結びつく一連の流れとい

うことである。

2．サステイナブル・デザイン

　前述のアワニー原則に基づくコミュニティ

デザインの基本を、カルソープが、語った最

近の講演会から抜粋してみよう（図1）。

　まず、サステイナブル・ディベロップメン

トについて、ひとつは、近代の工業化、スプ

ロールによる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する

ものであるということである。

　失われたつながりとは、人と環境とのつな

がり、人と歴史とのつながり、そして、人と

コミュニティのつながりということになる。

エッジ・シティ的開発を過度に進めていった

結果、われわれ特有の歴史、地域性、風土の

つながりを分断してしまった。それら失って

しまった歴史、地域性、風土こそが、本来そ

れぞれの街の文化を特徴づけるものなのだ。

　また、ふたつめは、その街や地域の長期的

な有用性、価値およびコミュニティの安全性

を重要視する考え方である。具体的には、そ

の街のライフサイクル全体を通して経済性を

考慮することで、短期での投資の是非をみる

のではないということ。さらに、これまでの

コミュニティには含まれないとされていた外

的なコストである、公害、リサイクル、資源

の枯渇、資源を利用することにかかるコスト、

さらに廃棄物の処理コストも含めて経済性を

考えていこうとするものである。

　サステイナブル・デベロップメントは、脱

工業化社会の特質、理念も示している。工業

化社会においては、専門化、標準化、大量生

産、資源集約の技術が重視されたが、脱工業

図1　ピーター・カルソープ。オースティンでのワークショッ

プにて

　　　　　　　　　家とまちなみ43－2001．3
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化社会では、専門化に対してはいろいろな分

野の意見を統合するシステムによって可能に

なる多様性、標準化に対してはアイデンティ

ティ、大量生産にたいしてはヒューマンスケ

ール、そして資源集約の技術に対しては情報

集約の技術が重要視される。以ヒ、サステイ

ナブル・デザインの視点でこれからのまちづ

くりの具体化が進められるべきなのだ。

　そして、以下の4点に関してコミュニティ、

まちづくりのポイントを示している。

（1）Neighborhood　and　Community（近

隣とコミュニティ）

　まちづくりの基本は、近隣あるいは、コミ

ュニティが基本の単位である。この基本単位

であるコミュニティが集まり都市あるいは地

区を、そして都市、地区が集まり広域な地域

を構成するわけだが、個々の近隣が、いかに

都市や地区に関わってゆくか、そして都市や

地区がいかに広域に関わってゆくか、その関

係をうまく結びつけること、すなわち、都市

の問題を解決する上では、それよりも広域の

地域との関係を考えることなしには成し遂げ

ることはできない。そして、近隣の問題を解

決するのにも、より広域の都市とか地域との

関係を考えないと解決できないということで

ある。なにか、文殊の言葉のようだが、後述

するカルソープの関わったカリフォルニア州

サクラメントの事例でみるとそのことも理解

できると思われる（図2）。

（2）Diversity　and　Balance

　都市計画において、「多様性」という言葉の

意味には多くの意味があるが、最も基本的に

はmixd　useということであり、どの地区にも

住宅がなければならなし、商業や都市機能を

担う役所機能、ビジネス機能もオープンスペ

ースも混在するまちづくりが肝要であるとい

うこと。　　　　　　　　　∫

　従来のゾーニングのように機能によって地

区を分けるのでなく、すべての機能が集まる

地区づくり（近隣）が安全性を提供できる。

また、住宅にはさまざまな年齢層の人、さま

ざまな所得の人を含めるべきで、高齢者、独

身者、家族持ち、若いカップル、そういった

さまざまの人を組み合わせが望まれる（図3）。

（3）H㎜an　Scale

　エッヂ・シティをはじめとして、まちづく

りの基本が車での移動を基本とした大きなグ

リッドで計画されていたが、もう一度歩行者

を基本としたまちづくりに変えてゆかねばな

らない。街を歩行者に返すべきだ。そういう
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街を歩ける、ウォーカブルな環境を整えるこ

とで、人と人が出会い、語らうことのできる

賑わいの場を創出してゆくことが、しいては

強いコミュニティの実現につながる。

　住民がコミュニティに帰属していることを

実感する上で“場所”が大きな役割を果たす

のである。また、公共交通（路面電車、ライ

トレール）の利用促進を図り、車の利用を抑

えてゆくことがウォーカブルなまちづくりに

つながってゆく（図4）。

（4）Sustainability、　Conservation＆

Restoration（持続性、保全、修復）

　まちは、常に成長を続ける。成長が止まる

ということは、死である。そのまちの歴史や

文化というものを守り、さらに自然、人の資

源を保全、修復してゆくことでコミュニティ

が持続してゆくのである。また、持続性とい

うことについては、車からの脱却、ウォーカ

ブルなコミュニティ、廃棄物のリサイクル、

自然の気候に対応する省エネの住宅等、ライ

フスタイルを変えてゆくことが基本である。

　以上の4つのどれも当然のように思われる

ことを重視してゆくことで、歩行者がつくり

上げる活気溢れるまちづくり、隣人と話すこ

ともないNIMBYの出現をなくするような“わ

が町、わが家”の実現につながるのである

（図5）。

3．カリフォルニア州サクラメント

　都市プランナーとしてのカルソープが最初

の頃（70年代）に取り組んだのが、サクラメ

ント市のプランである。じつは彼が関わる以

前に作成されたプランがあったのであるが、

それは、まさに工業化時代の特徴を反映した

もので、もともと中心地にあった住宅等を取

り壊し、大きな街区とし、高層オフィイスビ

ルを建設しとするものであった。これでは、

多様性（ミクスト・ユース）もなければ、ヒ

ューマン・スケールの意識もないものである。

そして、高層ビル自体もサクラメントとして

の歴史、文化、自然気候等を考慮しない世界

中どこにでもあるものであった（図6）。

　それに対して、カルソープらのチームはま

ったく違うプランを提案した（図7）。

　もともとあった住宅、構造（グリッド）を

重視し、車中心ではなく新たなライトレール

を設置し、大通りをトランジットモール化す

る。そして、住宅、オープンスペース、プロ
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図13Sustainable　Americaの表紙
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図14City　Comfortsの表紙

ムナードタイプの商店街を加えた（図8）。

　大通りに沿って高層ビルが並ぶのでなく低

層の建物が並び、歩行者を中心して街として

実現されたのである。

　やがて、中心市街地への居住が進み、ライ

トレールを使って郊外の市民も中心地に集ま

って来るようになったため、小売店も増加し、

活性化が促進されていった（図9）。

　また、中心市街地の住宅エリアでも、人通

りも多く活気があり、24時間型のコミュニテ

ィになっている（図10、ll）。

　また、歴史的建物も修復保存し、サクラメ

ントのアイデンティティを示した（図12）。

　多様な所得層、多様な年齢層の人々が生活

しているが、自然エネルギーを利用する目的

で住宅地においても、ソラーシステムを装備

していたりする。人口密度は、1ヘクタールあ

たり300人程度で、1階が店舗になった住宅が、

20年経た今でも賑わいのある街となってい

る。

4サステイナブル・アメリカ

　96年2月、サステイナブル開発に関するに

大統領の諮問会議から新しいコンセンサス

“Sustainable　America”が刊行されたが、そ

こでサステイナブル開発に関する10の「ゴー

ル」が定義されている。

　この中で、健全な環境や持続的なコミュニ

ティ、教育等の実現は、市場メカニズムの積

極的導入によってこそ可能になるという視点

が述べられている。しかしこれについては、

社会経済学者の松原隆一郎氏が、この市場主

義は、ヨーロッパにおける“顔見知り”規模
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【10のゴール】

ゴール1＝‘健康を実現する環境“

　全ての人々にきれいな空気や水、家庭、職場そして

　活動できる健康な環境を享受させること。

ゴール2：“経済的繁栄”

　アメリカの経済成長を維持する。これにより仕事を

　創り出し、貧困の減少、競争社会における豊かな生

　活を可能とする。

ゴール3：“公正ざ

　全てのアメリカ人が経済的、環境的、社会的、幸福

　（安定）を獲得できること。

ゴール4：“自然の保護”

　自然資源（土地、空気、水、自然の多様性）の利用、

　維持、保全とわれわれおよび後の世代の長期的な経

　済的、環境的、社会的優位性の保障。

ゴール5：“スチュワードシップ”

　個人、（研究）機関、会社が経済的、環境的、社会

　的な行動の責任をとる管理精神の高揚、

ゴール6：」凸サステイナブル・コミュニティ”

　人々が共に健康で、自然、歴史の保全されたコミュ

　ニティの実現。仕事があり、郊外へのスプロールが

　封じ込められ、安全な近隣と生涯教育、交通、健康

　管理も自在であり、全ての市民が生活の質の向上を

　享受できること。

ゴール7：“市民の参加’1

　市民、社会、コミュニティにとって影響を受けると

　思われる自然、環境、経済上の決定に参加する機会

　の創出。

ゴール8：“人口”

　アメリカの人口の安定。

ゴール9：」‘国際的責務”

　グローバルな視点でのサステイナブル開発政策、行

　動規範の推進、またより社会を持続可能にする外交

　上の政策の推進を行なうこと。

ゴール10：防教育”

　全てのアメリカ人が教育を一生を通しての学べる機

　会を持ち、意義のある仕事や生活の質の希求、そし

　てサステイナブル開発の理解と参加が行なえること。

の都市が持続可能な成長を期待でき、市場メ

カニズムに依存したのでは期待できないとい

う論調と対立したものといえると指摘してお

り、今後どのような議論が展開されるのか興

味深いものがある。

　また、ピーター・カルソープの新著“The

Regional　City”によれば、　CNUの設立は92

年ということになっており、彼や、上記の都

市プランナー、そしてシーサイドのデベロッ

パーのロバート・デイビス、ハンク・ディッ

トマン、ビル・モリッシュ、ジョン・ノリキ

ストたちが新たなコンセプトを模索する場と

してCNUを機能させ、アメリカにおける新た

な開発であれ、中心部の再開発であれ、全て

の地域に対応できる憲章（Charter）と原則

（Principle）をつくり上げたとされている。

　この「原則」は人々の認識を深め、実際の

開発や都市計画やデザインのガイドラインと

して参照されることを目的としており、都市、



街レベルの地域から、近隣、地区、道路、そ

して街区、通り、建物に至るまで詳細に述べ

られている［R48資料2］。

5．リバブル・コミュニティ・イニシアティブ

　日本政策投資銀行刊行の報告書「甦る米国

の中心市街地」によれば、前述の『サステイ

ナブル・コミュニティ』とともに90年前に入

って“スマート・グロウス”という考え方が

広まってきているという。

　これは前述したように、中心市街地の衰退

は、郊外へのスプロールが原因であるとして、

中心部（インナーシティ問題）、郊外部（スプ

ロールの問題）の問題を、それぞれ議論が繰

り返されていく過程で、包括して取り組んで

いくべきだという意識が高まった結果である。

また、このスマートには次のような意味が含

まれている。

　（1）効率的な自治体財政の運営

　（2）環境負荷を最小に抑える

　（3）地域コミュニティを中心部と郊外を広域

　　連携のなかで再興する

　この広域連携には、中心部と郊外を結ぶ公

共交通系の導入が念頭に入れられている。

　さて、市場原理によって郊外に拡大した

（スプロール）ために、中心部の公共インフラ

の低利用、車の過度の利用による環境負荷の

増大、コミュニティ・アイデンティティの喪

失等、さまざま面で多くの社会問題が発生し

た。これに取り組んでいる地方自治体レベル

に対して、クリントン政権は、連邦としてい

くつかの施策（たとえば、汚染された工場跡

地を再開発するための“ブラウンフィールド

再開発イニシアティブ　’95”、川とウォータ

ーフロントを再生する“アメリカ・ヘリテー

ジ・イニシアティブ’97”等）でサポートし

てきた。

　そして99年、連邦としてこれら個々の施策

を包括的に取り上げて、“Livable　Comrnuni句

InitiaUve”を発表することにつながっていく。

　これは21世紀に向けて、老いも若きも徒歩

や自転車で移動できる街、歴史的な場所、農

場、森林、緑地が保存される街、両親が通勤

にかける時間が短縮され、子供や配偶者、近

所の人と過ごす時間がもてる街、そのような

街をつくるのを連邦政府がサポートしょうと

いうものである。

　ただし、あくまでも主導は、地方、州である。

参考までに示すと、2000年会計年度では、

以下の関連施策が、リストとしてあげられて

いる。緑地保存、公園再生、水質保全、ブラウ

ン・エリアの浄化を目的とするベター・アメ

リカ債、交通手段を多様化（公共交通システ

ム関連）を推進する運輸省の予算、その他、

大気汚染防止プログラム、自転車、歩道の整

備、安全教育関連もこれには含まれている。

そして、住宅都市開発省関連の地域連携イニ

シアティブ（スマート・グロウスの推進のた

めの隣接地域の連携推進）等があげられてい

る。

まとめ

　駈け足でアメリカの最近のまちづくりの流

れを追ってみたが、建築家、都市プランナー

を含めて、市民のレベルからスタートしたま

ちづくりの活動が、地域行政府、連邦を巻き

込んだ具体的な動きになる、というところま

で10年間で広がってきたわけである。

　この活動のなかで人々が希求しているのは、

“Quality　of　Life”であり、これを実現するた

めに必要なのが強いコミュニティなのだ。こ

のコミュニティを生まれるかどうかは、人と

人、人と歴史、文化等を結び付ける“場”の

創造如何にかかっているのである。最近では、

さらに自分の育ってきた環境をも映し出す心

象風景に囲まれたこのような“場”を「アー

バンビレッジ」と称し、いかにこれを実現す

るか記しているデヴィット・サッチャーの

“City　Comforts”という本も話題になってい

る。

　ピーター・カルソープが70年代から述べて

きたことが、このようにアメリカのまちづく

りの大きな流れのなかに脈々と受け継がれて

きているのである。
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