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「住宅

まちづくり」に

立ち向かう建築家
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宅地割され、家が繰り返し続く単調なものが
殆んどではなかろうか。宅地の造成と住宅の

1．「住宅地計画」への距離

建設が別々に行なわれているのである。画地

ニューアーバニズム（NU）を直訳すれば
「新しい・都市計画」。瓶の中身を示すラベル

一のタイプとしていて密度は高まる一方だが、

のように英・仏語が合成され、

一向に町にはならない。

群の考え方

に貼られた。初めてNUの考えを耳にしたとき、

時代を遡れば別の層が現われ、町の様相が

私は興味をそそられた。もしや、戸建て住宅

出現しているものである。それでは現在との

ではなく「町家」型で住宅地を構成しようと

違いは奈辺か。私は1920〜30年代にかけての

しているのではないか、と。

同潤会の住宅地や、戦前の常盤台、御影等の

従来の郊外開発と位相を異にする「住宅一

電鉄系の住宅開発地、戦時中の住宅営団によ

まちづくり」を導入しようとしている人びと

る「三和町」（稲穂作住宅団地）を歩いた。

に共通する考え方を自らNUとよんでいた。

（戸建て）住宅集合のデザインが歴史的に体現

建築家は、住宅を設計する機会がある。し

かし住宅が集まると住宅地の設計に建築家が
関わる機会がほとんどない。なぜだろうか。

近年の例でいえば1988年に公開競技設計が

してきた多様な展開可能性と、また同時に限
界にも興味が募った。

第二次大戦中には中国大陸の植民都市を対
象に住宅地計画がいくつもつくられた。「国民

行なわれ、坂本一成氏が実施設計をした「コ

学校を中心とする住区構成の研究」（内田祥文、

モンシティ星田」が実現した。一街区全体の

1942）は住宅地の単位を小学校区に重ね、住宅

設計を委ねるという企画で、住宅の敷地規模、

および公共空間を多元的に配置する理論であ

分割方法や道路線形など公共空間の構成方法

る。戦時中に計画と研究が並行して行なわれ

を含めて住宅地を一体的にデザインの対象と

ていた。

福島県の三春町では、町が区画整理した住

していた。

実施案は、道路など公共空間の「地」に、

宅分譲地の一部でコーポラティブ分譲の試み

住宅の敷地規模を最小に留め、庭と駐車スペ

の一例をみた。区画整理型開発自体が修正の

ースを住宅に内包させたコートハウスを「図」

必要を実感しているようだった。

として配置し、公共空間が住宅地全体で共用

宮脇壇氏の住宅地計画の仕事を知り、早速

する場所になるよう仕掛けた、従来の枠組み

「高幡鹿島台ガーデン54」を歩いてみた。街路

を組み替える可能性をもつ、興味深い「住宅

など公共空間を、住宅や住宅の外構の精度で

まちづくり」計画の一歩を印していた。道

丁寧に、密度の高い設計が行なわれ、実現し

路パターン、敷地形状、住宅タイプを・一体的

ていた。図面からも設計にかける意欲がひし

に計画し、戸建て住宅一辺倒でない住宅地が

ひしと伝わってきた。あと10年、時間が与え

実現した例を、寡聞にして私はほかに知らな

られたなら住宅地計画が彼のまとまった仕事

い。住宅地を包括的に設計の対象としたこの

の群として、時代を画す作業になっていた

企画は、大阪府住宅供給公社が住宅年を記念

だろうにと言った友人の哀惜の言葉を、私は

して行なったもので、例外的な実現だった。

深く憶えている。実現したこのプロジェクト

現実に眼にする住宅地は、区画整理でつく
られるか、区画整理事業の技術基準にそって
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では、庭付一戸建てという形式が、揺るぎな
い前提になってはいたが。

2．中心市街地vs郊外
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NUは、郊外の庭付・戸建てという米国の
人々にとって戦後の夢であった形式に疑問を
投げかけた。
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地は、戦雲期の米国式田園都市型住宅地開発
の）商業化された継承者である。クラスター

0

240m

480m

構成は壊れ、概念としてはなはだしく程度が
低く、形態としても貧弱である」（『アメリカ

図1実際に建設されたラドバーン

の建築とアーバニズム』1969）と否定的に捉
えた。1972年にR・ヴェンチューリは「ラト
ゥーレからレビットタウンへ」で戦後住宅地
をミドル・ミドルクラスの図像象徴主義的現

代表現と解釈し、さらに1990年代に入ると社
会学者、バーバラ・ケリーが居住者調査など
によりレビットタウンの経年居住実態を明ら
かにし居住の持続性という評価軸を加えたが、

曝

住宅大量供給期に大量供給を可能にするため
に必要とされた単一・タイプの開発形態の固定
化という限界を、批判された。

そうではあっても郊外に対する消費者の人
気は高く、米国の諸都市は、1950年代から70
年にかけて激しく郊外化が進み、中心市街地
（ダウンタウン）では経済活動が低下し、人口の

・

於s・

図2大量生産方式によって生まれたビットタウン
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然的土地の蚕食とこれを支えた膨大な高速道
路建設がもたらす自然破壊と大気汚染などの
修IEを求めた運動などを含み）、全体としては

成長管理へと向かう。都心部に接する河岸や
港湾あるいは地形など自然的要素や歴史的建
造物や歴史的地区あるいは、気候・風土を含
めた地域性の尊重や保全、活用が、それまで
の機能的視点にかわり都市の評価軸として求
められるようになった。

R・ハルプリンによる歩行者空間としての
街路、広場を対象とした都市のランドスケー
プデザイン（ラブジョイプラザ・ポートラン

図3取り壊されるプルーイットアイゴー団地
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1962、ジラデリースクエア・サンフランシス

空洞化は著しく、犯罪も多発した。郊外化の

コ1963、フリーウエイパーク・シアトル1974、

引潮の跡に取残された都心部を改善しようと

トランジットモール・ポートランド1975な

再開発事業が大規模に、集中的に試みられた。

ど）は先駆的で持続的取り組だった。

急速なスクラップ・アンド・ビルドは、バ

欧州では歴史的地区への自動車乗入れ規制

ンダリズムというかたちの感性的反感と、J・

や、ボンエルフ（歩車共存道路）、自然環境保

ジェイコブスの『アメリカ大都市の死と生』

全型法制（ビオトープネットワークガイドラ

（1961）に先駆的にみられた文化論的批判が

インなど）が実践されていた。

向けられた。事実いち早くダウンタウンのス

大衆的で合理的な住宅地像の探求は、1960

ラムクリアランスの再開発でつくられた公営

年代のコートハウスの再評価（「コミュニティ

住宅プルーイットアイゴー団地（1952−55年、

とプライバシー」シャマイエフ、アレクサン

セントルイス図3）はバンダリズムの集中砲火

ダー1963）が空間論として提示されたがそれ

を浴び、1972年に取り殿しに追い込まれた。

以降、住宅一住宅地計画から建築家の姿は見

ダウンタウンの再生は1970年代から徐々

えなくなったように思う。ペルーのリマのコ

に、一方ではNPOのコミュニティ開発会社

ンペ（1968）やターナーたちの中南米やアジ

（Community

アでのフリーダムトウビルドのように第三世

Development

Corporation

CDC）など市民自身の相互扶助ないし自助努

界に活動場所を移していった。

力活動で始まり、他方、市民と行政が協調的

郊外住宅地開発はオープンスペースコミュ

に行なうさまざまな事業があり（そのなかに

ニティ、プランドユニットデベロップメント

は都心部の歩行者空間化をめざす都市デザイ

（PUD）あるいはクラスターゾーニングとい

ン手法による空間の再編や、郊外化による自

う1960年代に確立した手法の延長線上に、70

註1：ネイバーフッド（neighborhood）
住宅地計画の用語で「近隣住区単位」と翻訳されるneighborhood
unitは、1928年目ニューヨーク地域計画」で、 C・ペリーが住宅地
の大きさと備えるべき諸施設の一般解を、近隣住区単位として提案
したのがはじまりである。

1．小学校が一校立地する人口規模とすること（一辺800mの正方形
／64haに4，000〜5，000人の人口を目安とする）
2．幹線道路を外周に境界として巡らすこと（64haの大街区の外周
に自動車専用道路を巡らし、街区内を歩車分離とする）
3．公園やレクリエーション施設が適切に分布すること（近隣住区面
積の最大10％をレクリエーション・公園面積とする）
4．中心には、教会、小学校、コミュニティビルディングが公園を囲
んで配置されること
5．店舗は外周を巡る幹線道路の交差点に、隣接住区と共用するかた
ちで配置されること
6、街路網は通過交通を排除するような配置と幅員にする
第二次大戦後の英国は、「混在型の開発（さまざまな住宅形態・住
戸規模を混成させた）」を旗印に掲げ、1944年に策定されたアバー
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クロンビーの大ロンドン計画でペリーの近隣住区単位を踏まえて戦
後のニュータウン建設の基本理念とする（日本では1941年建築学会
「庶民住宅の技術的研究」が近隣住区の考えを取り入れている）。

ニュータウン開発では近隣住区単位を基本に、より小さい単位か
らさらに大きな単位へと段階的に組み上げ都市を構成する方法が開
発され、ノ・一ロー（設計：フレデリック・ギバード 1947）、ステ
ィブネージュが代表例となった。わが国では1941年の建築学会の基
準を受け継ぎ48年に建設省が「団地住宅基準」をつくり、61年計画
の千里ニュータウンは近隣住区単位を基本構成原理としていた。

CNUが計画単位として用いるネイバーフッドは、段階構成的に組
み上げられるニュータウン型の計画単位というよりも、歩行圏を単

位とし小学校をひとつの核とする点（半径400m）ではペリーの近
隣住区単位に近いが、歩車分離よりも歩行者優先を意図し、クルド

サックではなく交差型道路網を用い、住宅だけでなく多用途の混在
する単位と考えている点に違いがある。本論ではペリーおよびニュ
ータウン型近隣住区単位とCNUのそれとの違いを明らかにするため
に、日本語に直さずカタカナで表記した。

（㍗

年代以降ゼロロットライン・ハウジングが展

する。NUは1980年代に建築家が住宅地ビジ

開される。「産業」と「理念」へ、住宅地計画

ネスに参画する条件を自らに積極的に課した

は二極化していった。1980年代にはいるとエ

成果であった。別な言い方をするならNUは、

コロジカルプランニングや、インフィルハウジン

建築家が「もうひとつの」地域像を武器に、

グ（たとえば、ル班6r一α砂1姻11

住宅地ビジネスに携わる方法の発見である。

lW

Co

ηρ6

屠011，

1985）の試みが行なわれ、それぞれ自然

NUは、個別に活動していた建築家、プラン

環境保全や中心市街地の住宅再建への関心と

ナー、関連領域の専門家を組織づけ、1990年

して建築家の参画がみられるが、いずれも単

代に入り共通な主題を議論し、研究する場を

体の住宅ないしは集合住宅（団地）にとどま

つくりだす。NUにイズムから、運動へと転換

り、複数の主体に係わる例は少なかった。

する機運が生じたのである。こうした機運を
生みだす大きな引き金になったのが「アワニ
ー原則」［R47資糊］であったことは、川村健一

氏の共著『サステイナブル・コミュニティ』

3．NUの運動面的側面

に紹介されている。

こうしたなかから、近代生活を成立させて

いる構成要素

o

住宅・就業・商業・余暇

アワニー原則の成立過程からは、NUおよび
米国のまちづくりの背景が見えてくる。1991

一をコンパクトで、歩いて暮らせる、用途

年、カリフォルニア州の各シティ・各カウン

混成型のネイバーフッド註1に再編成し、公共

ティの行政執行責任者や議員が主だった会員

交通機関でつなぎ、自然のオープンスペース
などの地域構造の枠組みのなかに位置づけよ

であるNPO、地方公共団体会議（Local
Govemment Co㎜ission LGCこの団体

うとするNUの主張が登場する。

の創設者で初代事務局長はジュディ・コルベ

郊外へ山林や農耕地域を蚕食するスプロー
ル、自家用車でしか利用できない大規模な単
一用途単位

オフィスパーク、住宅分譲地、

ショッピングセンター

で構成される低密

ット）註2の要請で、事務局のP・カッッ（後に
2＞θwσ酌αη

∫〃2

1994の編著者となる）が土

地利用計画の指導的建築家の参集を求め、現
在必要とされている計画理念は何かについて

度開発、への対案としてNUの住宅地像は、都

合意を形成し、そこからカリフォルニア州の

市や地域構造までを視野に納めた枠組みとし

「コミュニティ計画ガイドライン」を導きだす

て、建築や都市計画、造園設計、経済学、不

よう要請した。さらに、それぞれのコミュニ

動産学、法学、行政学、教育学などの複数の

ティが地域や郡とどのような関係を築くべき

専門家、それにデベロッパー、市民活動家、

か、についても諮問する。地方行政の責任者

地方公共団体の議員を巻き込み、戦後の郊外

たちが、自分たちのコミュニティをどのよう

住宅地に代わる地域像を共有する運動のかた

に運営すべきかを、建築家たちに問いかけた、

ちをとる。

といえよう。

住宅地計画は基本的にビジネスとして展開

建築家たちによる草稿はスティーブ・ウエ

註2：地方公共団体会議（Local Government Commission LGC）
カリフォルニア州の非営利、非党派の会員制NPO団体。各地方公共

通じて持続可能な環境や底力をもつ経済、社会的公平性を生みだす
発見的な政策の創造とその実践に向けた技術的な支援を用意するこ

団体の行政執行責任者、議員、行政職員、関心の高い個人が集まり、

とである。

州や連邦全体に関わる問題について、地域的な解決策を打ち出そう
と活動している。地方公共団体が健全な環境、健全な経済、社会的
公正さをつくりだし、持続する政策立案能力を高めるよう、議論の
場と技術的支援を提供する。カリフォルニア州都市連合、カリフォ
ルニア州郡連合の活動支援も行なっており、深刻な環境問題、社会
問題にたいし実践的な政策の着想を市、郡の議員に提案する。ジュ

LGCは、市長や議員、郡長に有効な情報を提供し、それを実践に
移すため必要な技術的支援、連繋、さらにワークショップ、政策提

ディ・コルベットがこの団体の創設者。「アワニー原則」はLGCが
企画した活動の成果のひとつである。

言、出版を行なう。

〈会員の種別〉

法人会員：市、郡、議会は年間法人会費55000円（1ドル＝110円換
算）を支払い、法人会員を取得できる。法人会員は議員全員と主要
な行政職員（上限を10人とする）とする。
個人会員：地域行政課題にたいし前向きな政策立案しようと思う市

〈LGCの使命＞
LGCは、地方公共団体の議員とその他の人々に、私たちの時代の問
題点を表明し、市民や環境、経済それぞれの資源を有効に活用する
発見的な政策やその実践方法の提示を通じて、指導力を鼓吹し、誘

長、議会議員、郡長はすべてLGCの会員となることができる。12カ

導することが存在理由である。

LGCは歓迎する。12カ月分の協力会員会費は5500円で、出版物の

LGCの使命は、地方公共団体の指導者に、相互の考えを共有し、
すぐれた着想の源を得る「広場」を提供し、市民を巻き込むことを

割引、特定の催し物への会費割引参加の特典がある。

月分の会費はllOOO円とする。
協力会員：以上に挙げた以外の選挙により選出された行政担当者、
一般行政職員、興味のある市民が協力会員として参加されることを

→http：／／www．lgc．orgノ
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ッツ弁護士により、「都市のスプロール」にか

2．「ネイバーフッド」「都市」「地域」の再建

わる「コミュニティ計画ガイドライン」とし

は職能や学問領域を越えた作業であり、

て会員達に有効な形をとるように起草され

CNUはそうした専門家や、開発業者、地

「アワニー原則」として、1991年秋に発表さ

方公共団体の議員、コミュニティ活動家、

れた。このとき参集した建築家は、A・デュ

学生が集まり・一・年に一一度開催する会議で、

アー二、E・プラッターザイバーグ夫妻、

必要な問題を議論する。

㎎

ポリゾイデス、E・モール夫妻、

S・

P・カルソー

3．他の団体と違いCNUは専従のスタッフで

プ、M・コルベットであった。コルベットに

はなく、会員による機動委員会を組織し

かわりダニエル・ソロモンが加わり共同設立

特定の課題を集中的に議論する（その経

者となり、1993年にCNU（The

緯は「機動委員会リポート」に報告され

the

New

Congress

br

Urbanism）註3が発足する。この段階

る）。

でNUは独特な運動形態をとることになる。住
宅地ビジネスからもう一歩先の、公共セクタ

2001年冬号の「機動委員会リポート」

ーとダウンタウン再生の共同作業へ、活動を

（http：／／www．cnu．org／taskforces／TFRv4n1．

拡張した。

pdのによると、①計画実践機動委員会

CNUは以下のように、初発の目標とこれま
での具体的な活動や、1996年のCNU

IVで批

教育機動委員会③環境軌道委員会
家機動委員会

②

④計画

⑤交通機動委員会に関する情

准したNU憲章［R48資料2］を、ウエッブサイト

報とともに、インターネットとe一コマース

で公表している。既存の中心市街地や大都市

（電子商取引）に関する機動委員会

圏内の町々の再生に向け、CNUは公共政策の

（Publicspace＆Cyberspace）の立ち上げにつ

再構築と実践活動を支援する目標を掲げる。

いて議論を要請している。

「事態の様相は、金の流れを反映する」と

1．CNUは、自然を蚕食するスプロールを、

考えるのが妥当で、現在みられるスプロール

本来のネイバーフッドのコミュニティに

現象は現在の標準的な金の流れの当然の帰結

再編しなおし、自然環境を保全し、建築

である。CNUは、不動産業、金融業、建設業

の伝統的遺産を保護する立場をとる。コ

に従事する会員の抱くであろう、用途混在型

ミュニティ、経済、環境、都市デザイン

開発、歩行者を中心に据えるコミュニティつ

を一体的にとらえ、これを都市デザイン

いての危惧にたいし次のように述べる。

や都市計画を通じて実践していく団体で

計画実践機動委員会は環境保護庁（EPA）註4

の「スマートグロウス（賢明な成長）を図る

ある。

ネットワーク型金融作業部会」と共同で、NU
註3：CNU会議（年1回開催）
CNU I：1993年秋、ヴァージニア州アレクサンドリアで開催。中間的なスケー
ル、すなわち、ネイバーフッド、ディストリクト、回廊について討議。
CNU

II：1994年春、ロスアンジェルスで開催。小さなスケールについて、建物、

街区、街路についての意見交換。

CNU

IV：1996年、サウスカロライナ州チャールストンで開催。

NU憲章を批准。

この憲章には連邦住宅都市開発省ヘンリー・シスネロス大臣が署名し、全国的に
注目された。

CNU

V：第1回目の国際会議として、カナダのトロントで開催された。18ケ国か

VI：1998年にコロラド州デンバーで開催。環境問題と都市のインフィル

について議論。

CNU

優先融資の実態について融資元の引き受け基

評価について研究をし、連邦政府や州、地方
公共団体の基金の使用手引きとなるスコアカ
ードの創設を提案した。

CNUは、

NU型開発と標準宅地分割型開発

の比較評価の調査、1920年代の混在型開発の

らの代表を選出。

CNU

と「従来型」商業地、住宅地開発にたいする

準を含め調査している。「賢明成長型開発」の

III：1995年春、サンフランシスコで開催。大きなスケール、すなわち地

域について討議。

CNU

に関する融資について議論し、「混在型」開発

VII：ウィスコンシン州ミルウォーキーで開催。都市の物体的、経済的、

ネーボーフッドの長期にわたる損益経過と、

60年代、70年代の標準宅地分割型開発との比

社会的強化策について討議。

較調査、さらに郊外開発の第一世代の地域に

CNU 2000：2000年6月にオレゴン州ポートランドで開催。「場の政治学」と
いうサブタイトルを付し、関わりをもつ人々を一同に会そうとしたCNUの意欲

立地する利用者が少なくなり価値の低下した

を形にしたものになった。主役である行政執行責任者、議会議員、行政職員に、
環境問題の運動家、社会的公正を求める活動家、ジェントリフィケーションの反
対運動家、推進活動家が集まった。

CNU IX：2001年6月7〜10日にかけて、ニューヨークで開催の予定。この会議
についての案内は2001年2月以降にウェブに掲載される予定とのこと。
原文は、http：〃www．cnu．orglcongresses．html／

ショッピングセンターについての調査も始め
ている。

CNUは政府機関やNPOのハウジングやコ
ミュティ開発団体、ネイバーフッド活動家と
共同して、連邦政策や地域政策を立案し、ネ
イバーフッドの活力や地域に固有な投資、そ

42
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してそれに呼応する物体的デザインの重要性

を率先して広めようとしている。CNUと中心

理事は全部で19人。建築・都市デザイン・

市街地機動委員会は住宅都市開発省（HUD）註5

都市計画に携わるのが7人。計画家が2人で参

と共同で、NUの原則を使って「公共住宅建

加型計画策定と交通計画の専門家。2人が不

設ガイドライン」の策定に既に着手した。ま

動産業経営者。不動産金融コンサルタントが

た中心市街地のネイバーフッドの設計にNU

1人。市長経験者が3人、うち2人が市長一建

の原則を適用した持家住宅地区（ホームオー

築家。ちなみにアワニー原則の共同起草者だ

ナーシップ）の「計画並びに設計原則」の草

がCNUの理事になっていないM・コルベッ

るら
稿を作成している（この作業はPrinciple

fbr

トも建築家でデイビス市長を務めていた。弁

Inner

HOPE

VI

護士が1人。公共政策立案の専門家が3人、1

CNU

and

人はJ・コルベット、あとの2人は法律家で交

HUDという形で結実している→http：／／www．

通計画やエネルギー問題に関わる活動をして

cnu．org．／inner−city．pdfγ）。

いる。

and

City

NU，

Neighbor−hood

Co亘labolation

Design

of

The

りう

CNUは最近環境保護庁と共同で、「アフォ

CNUの1，000人を超す専門家の会員の縮図

ーダブルハウジング」「密度」「街路標準」「地

として理事会の構成をみれば、それぞれがコ

域地区」などの項目からなる実態調査シート

ミュニティ活動家で同時に、企業人、行政ス

の作成を始めている。

タッフあるいはアカデミシアン、建築、法律

CNUと「地方公共団体会議」（LGC）は最

｛、

える［P50資料3］。

の専門家などの職業をもつ。一人が何重もの

近環境保護庁の後援を受け、ロス大都市圏の

仕事をとおして地域と輻面した関わりをもっ

旧い郊外の商店街や公共交通機関の通るダウ

といえよう。

ンタウンの修繕、再生の実践を試みている。

「北東一中西部研究所」とCNUと共同で既成
市街地修復事業（インフィル）に関する問題

4．NUの裾野の広がり

の概要を記したワークブックの開発を始めた。

ワークブックは、地方公共団体の議員や行政執

すでに多くの出版物で紹介されているよう

行責任者、コミュニティの代表者を読者とし

に註6、CNUに関わりのある建築家はアワニ

て想定し、インフィル型事業の地域への累積

ー原則の起草以前（1990年まで）に住宅地ビ

的な効果、利点を強調し、インフィル型事業

ジネスに参画しており、DPZ、カルソープ、

の法制上、財政上の障害や、計画プロセスへ

コルベットの手になるデザインはすでに部分

のコミュニティの参画の役割の理解を深めるは

的にせよ完成し実例として、実際に眼にする

らる
ずである（CNU

and

its

Current

ラ，
Initiatives

→www．cnu．org／moreabout．html／）。

上述のCNUの中心市街地、住宅地での取
組の多元性は、CNUの理事会の陣容からも伺

ことができるようになっていた。
るる
ララ
カッツの！＞6wσ治αη
5〃2という著書は日

本国内の建築、都市計画事務所でよく見かけ
たし、米国でも格好な広報媒体となったよう

註4：環境保護庁（EPA）
人切の健康を守り、自然環境の保護を使命とする連邦機関。1970年
創設。政権により政策運営は大きく変化するようだが、90年代中盤
には、個々の環境保護のほかスマートグロウス（賢明な成長）を掲
げ地域政策に対して多元的に積極的な施策を打ち出していた。近年

EPAが新たな取り組みとして始めた、コミュニティ・ペイスト・ア
プローチ（CBEP）一「環境保護のコミュニティ検証プログラム」
について、ウェブサイトは次のように記している（www．epa．gov）。

従来の環境保護政策は特定の課題に焦点を絞ってきた（たとえば
環境保護のための誘導・規制、などのように）。こうした誘導・規制

策は、公害をある一点に限定して改善する方法としてこれまで25年
間とても有効だった。しかし、原因が一つではない複合的な環境汚
染については「誘導・規制」の手法には限界がみられた。それに代
わる、複合的な問題がかかわる、また人間の行為と公害の関係につ
いて、「地域」を基軸に据えた方法が探究され適切であることが判明
した。CBEPは伝統的な環境保護政策に対する補完であり、代替の

註5：住宅都市開発省（U．S．

Development

Department

of

Housing

and

Urban

HUD）

住宅都市開発省はそれまで住宅、都市更新、公共住宅、公共施設に
分かれて庁としてあった連邦機関を、1965年の住宅都市開発法に基
づき設立された。1960年代は低家賃賃貸住宅建設、低所得者層への
家賃補給、市街地更新を積極的に行なったが、70年代のニクソン政
権は住宅に関する全ての事業を凍結（モラトリアム宣言）し、政策
点検を行なった。その結果、公共住宅建設による供給型事業の非経
済性、大都市大規模公共住宅による貧困層の集中、既存の公共補助
による住宅事業の財政破綻、公共的住宅事業の受益者が補助対象者
に占める割合の低さ（限定少数にしか公的事業がおよんでない）な
どが指摘され、政策転換が行なわれた。住宅金融、税制措置の改革
とともに住宅補助も大きく転換し、住宅建設による供給型補助から
家賃補助を中心にした需要者への直接補助へ代わった（セクション
8）。公共住宅建設戸数は激減し、既存の公営住宅の再活性化へ政策
の重点が移っている。

可能性をもつ取組みである。CBEPは、場所を根拠地とする。これ
までの問題ごとの取り組みとは主旨を全く異にする。
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だ。米国では1995年以降、NUは・般ジャー

ヨナラ」はカバーストーリーになり「郊外を

ナリズムで取りヒげられる。TVの一三大ネット

やり直す15の方法」として、米国人の先入観

ワークABC、

になっていた郊外生活の夢を突いていて興味

おπr

NBC、

CBS、あるいは国際ネ

ットワークをもつCNN、

BBCがシーサイド

を中心にNUを報道した。

深い。これを簡単に紹介してみよう（筆者は
J．・アドラー）。

新聞、雑誌についてみれば、「郊外の夢よ、

サヨナラ」（Newsweek，

1

「広い芝生の庭を諦めよう」郊外は、猫も杓子

2

「街角にあった店をとり戻そう」新聞やパン、

リ
1595）、「NU

May

は老人に目配りできるか？」（The

New

も芝生の手入れにうっっを抜かす場所？

Ybrk

タバコを買いにいくにも自動車で？

June つ296）、「デベロッパーが発見し

Times，

「道路を身近に」住宅の前の道に12mの幅、

、疑3．

た旧き価値感が驚異的収益を上げる」（The
Wall

S住eet

発手法に挑戦」（The

ゆるやかなカーブが必要なの？

つ
Dec．496）「建築家が開

Journal，

Wall

Street

たいする処方箋？」（The

New

「タルトサックはもう沢山」袋小路だらけで自

5

「町と自然の野山を仕切ろう」タイムズスクエ

動車の自由が奪われていない？

Journal，

つ
l197）、「根無し草の近代的郊外生活に

June

4

Y6rk

アから160km離れてもNY郊外？

Times，

「ガレージは町の主役じゃない」家の表からガ
……

り
Aug．998）、「ポーチの威力」

Angels

Times，

（The

Washington

う
Oct．898）、「植民地

Post，

時代の伝統に立つ新しい住宅地」（The
Ybrk

レージが消えれば、町は愉しくなる？

7

「色々な住宅を混ぜよう」3DKの戸建て住宅

8

「街路樹を植えよう」木陰を歩きたいけど、交

9

「商店街を甦らせよう」大きなショッピングセ

ばかりがならんで町？

New

Oct つ
2598）などがみられる。

Times，

D…

c…
o魏一群⁝．．

ヲ
Aug．198）、「NUスタイルの生活」（Los

いち早くNUに着目したメディアのひとつ
『ニューズウイーク』の記事「郊外の夢よ、サ

通技術者は街路樹は事故のモトだって？
ンターを求めてどんどん遠くまでドライブ？
畢10．「バスや電車にしよう」ポートランドは考えを

変えたが、ロスは無理？
11．「家の近くで仕事ができれば」寝に帰る町でな

く、仕事場と住宅を組み合わせた町はつくれ

註6

ない？

NUに関する出版物

Cahhorpe，

P．，ア加Pθゴ8∫

Architectural
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川村健一、小門裕幸『サステナブルコミュニティ』学芸出版社、1995。
「現代アメリカの都市計画におけるニューアーバニズム論に関する研究」新島亜

希子・西山徳明、2000年度第35回都市計画学会学術研究論文集

NUを震源とする波紋の広がりが、一般読者
に及び、やや時間が経過すると、不動産学の
専門家たちがNU型住宅地の住宅販売に対する

註7：アーバンランド研究所（The

Urban

Land

lnstitute

UL1）

消費者の動向を調査し始める。アーバンラン

会員により運営されている教育・研究機関。環境全体の向ヒに寄与する土地利用

ド研究所註7が評価委員会を設置し、報告書

の方策について指導的役割を果たすべく創設された。新しい土地利用に関する動
向や課題についての研究、助言を行ない、土地利用や土地開発に関する出版によ

「NUを評価する」を1999年に出版する。

り多彩な素材を提供している。1936年に設立され、現在．」二地利用、．｛二地開発の

あらゆる分野にわたる会員は、50力国から15000人を上回わる。

NUの原理のもとに開発されたコミュニティ
にある戸建て住宅と、その周辺の従来型の開
発地の戸建て住宅に値段の差が生じているか、
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か、NUの特性をもつ住宅を消費者は高い買い
物であっても購入するか否か、を実証しよう

表1戸建て平均住宅販売価格の比較（1994−1997）
平均販売f面格（1ドル＝I15円で換算、単位は万円）

欝U型麗発の周辺開発地区ご1…

NU型開発地区、：…

欄発地名称

という調査である。1998年のNUニュースは

ケントランド

3，384．22

2，659．49

全米で200以上のNU型開発が計画中、建設中

ハーバータウン

2，349．91

1，059．38

ラグーナウエスト

1，910，265

1，624，145

サウザンビレッジ

2，764，715

2，497．57

であると報じている。そのなかから定量的、

定性的に比較可能な事例を選択する。一定量

ノースウエストランディング

L851。155

1，640．13

以上の住宅が完成し、販売取引実績があり、

セレブレイション

3，214，365

1，345，845

周辺に比較できる従来型の開発がある、しか

註：ノースウエストランディングとセレブレイションは周辺地区のサンフル数が不足しており参考値

も一般住宅市場での価格形成と比較可能な開
発内容であるというフルイにかけ、最後にケ

表2NU型開発に付加価値として評価された住宅販売価格差と百分率表示による住宅価値比較
それぞれのコミュニティについてと四つのコミュニティを合わせて勘案した総合評価

ントランド、ハーバータウン、ラグーナウエ

開発地名称

スト、サザンビレッジの4つのコミュニティを

ケントランド

24，603

2，829，345

13

ハーバータウン

30，690

3，529，350

25

4

分析対象とする。

従来型開発とNU型開発の住宅価格の違いを
直接較べる方法は、直近の取引き価格の平均

を比較してみることである。先の4つのNU型

価格差（ドル）

円換算（筆熟ドノレ艦115円）価格差

百分鞍承によ碓宅衝値

ラグーナウエスト

5，157

593，055

サウザンビレッジ

16，334

L878，410

9

2，321，735

11

総合評価

20，189

註：ヒ記付加価値として評価された価格差、百分率表示による住宅価値は上位三桁が有効な値

開発とその周辺の従来型開発の5833件の取引

実績を収集する。このうち664件がNU型、

ことだろう。

5169件が従来型の販売価格とそのデータであ

価格差は、工事の質の程度、竣工後の経年

った。この資料から住宅の平均販売価格を算

数、室内および屋外の諸属性を指標とする偏

出したのが表1である。

差を修正した住宅単体の相互比較から算出さ

平均価格は、すべての地区でNU型開発の

れた。NU型開発の計画的特徴である街路パタ

戸建て住宅が高く、価格差はおよそ6．7万ドル

ーンや歩道の作られ方、壁面線後退距離の縮

（770．5万円）で、価格差の幅は207万円〜

小、フロントポーチ、用途混在の土地利用な

1863万円であった。住宅価格差には、さまざ

どがどのような効果を示すかは、したがって

まな要因が関連する。敷地規模、工事の質の

将来の研究に委ねるほかない。

良否、住宅規模、竣工後の経過年数など数え

NU型の開発コストがどの程度かはデータが

上げればきりが無いほど多くの属性をあげる

少なく分析の対象にできないので、NU型開発

ことができる。

の収益性についても今後の研究が待たれる。

数学的に消費者の購買行動を定量化する方

またNU型開発の事例数が増えたとはいえ、全

法として統計学の回帰解析法がある。住宅取

体の住宅地開発のなかに占める割合はまだわ

引価格に影響する敷地規模、工事の質の良否

ずかで、この研究から得られた知見が大衆的

多くの属性の一つひとつをそれ自体で評
価可能な独立変数と捉え、住宅価格はいくつ

な動向なのか部分的な動向であるかの判断は
まだできない。

もの独立変数が相乗し決定される従属変数と

以上のような留保を前提としたうえでのこ

仮定する。この研究では一定以上のサンプル

とだが、現在比較可能な素材で判断するかぎ

から、それぞれの属性や指標から独立変数の

りではNU型開発は、専門家に理論的に評価さ

係数及び定数を確率論的に求め、物件ごとの

れるばかりでなく、商品として消費者に付加

具体的な属性や指標の偏差を修正し相互比較

的な価値が認められ、その程度はおよそ住宅

が可能な方法を導く。こうした操作により算

価格の10％前後というのが、アーバンランド

出したNU型と近接の従来型の戸建て住宅の価

研究所の結論である。

格差を表2に示す。

NU型開発地と周囲の従来型開発地の住宅の
修正後の価格差は、ラグーナウエストのおよ

そ5千ドル（60万円弱）からハーバータウン

6．「住宅一まちづくり」計画が現在到達して
いる地点

のおよそ3万ドル（350万円強）で、四事例の

総合評価の価格差はおよそ2万ドル（230万円

カルフォニア州内の各市、各郡の地方議会

強）であると算出された。平均価格差よりも、

議員や行政執行責任者が、エネルギー消費の

偏差修正処理後の価格差の方が小さい。NU型

抑制や公共交通機関の再生、自然生態系の保

開発は一・般的に高価格帯の商品が多いという

護、歴史的建造物や歴史的地区の保全、コミ
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ユニティの強化など地域政策を研究していく

「

＝

臼

ぜ

戴・

井出

建

（いで

たけし）

＊プロフィールは表紙裏を参照，

確立する運動として有効性を発揮するだろう。

なかで、建築家を含む専門家が参加して新し

既成市街地再生への動きは、公共と民間と

い動きをつくる。その延長上にNUがCNUと

の共同事業化や歩けるまちづくりといったダ

いうかたちで専門家として係わるべき諸問題

ウンタウン再生に向けた方法や目標など、地

を研究、討議していく体制をつくりつつある、

域を越えて時代の要請として共通な事項が少

という全体像がいくらか鮮明になっただろう

なくない。同時多発的である一方、具体的展

か。

開は地域や都市によりそれぞれの特質や条件

ここでは、NUの活動を現象的に跡づけ、初

に応じた作業となるので千差万別である。あ

期のビジネスとして携わった住宅地の戸建て

る地域で成功した方法を他の地域で応用すれ

住宅に対する住宅購入者の評価を紹介するに

ばよい、という発想は誤りだ。それぞれのコ

とどめ、NUのコードやガイドラインを用いる

ミュニティにH11した作業を発見するところに、

計画手法やその背景をなすデザイン理念（建

個性や独自性を誕生させる原動力が認められ

築論）については後日に譲りたい。

る。

住宅地ビジネスの計画手法として始まった
活動は、最初都市デザインや環境の持続性の
問題として意識され、次第に地方公共団体の

「具体的なコミュニティに即した計画、参
加の方法を個別に見出す」がCNUの方法であ
る。

建築・都市の法的規制のコードや誘導ガイド

CNUが初期から共同作業をしていたE撚の

ライン（個別地区の計画の規制誘導の条例）、

従来の環境保護は、水質保全、大気汚染防止

プリンシプルとして、あるいは連邦機関の

など取り組むべき課題を、交通計画や地域経

HUDとの共同で既成市街地の疲弊からの再建

済の強化へと裾野を拡げる努力であった。新

策として展開してきている註8。

しいアプローチとしてEPAのウエッブサイト

これまではっきりした姿をとっているのは

に登場したCBEP（「環境保護のコミュニティ

新規開発の住宅地ビジネスで、前段でNU型開

検証プログラム」Community

発とよんだ領域である。留保が付くとはいえ、

Environmental

商品として一定の付加価値が評価された。

脚し、さまざまな課題を同時に捉え、複合し

Based

Protection）註3は、根拠地に立

戦後の郊外開発の限界が明らかになりつつ

錯綜する関係を、即地的に整理し解きほぐし、

あり、これに代わる計画手法としてNUはさら

全国的に通用する主題を提示する「根拠地を

に検討されよう。NUが広範に応用されない理

出発点とする」新しい方向への着想で、CNU

由は、合衆国やカナダの法的規制に耐える柔

の方法と響きあう。

軟性を獲得していないからだ。具体的には多

地域やコミュニティを根拠地とし、広く問

くの地域の消防法規はNU型開発が推奨する道

題を提示する際に必要な専門家の幅の広がり

路幅員では十分でないと規定しているし、地

は、CNUの理事会の陣容でみた通りである。

域地区制度が一敷地のなかに複数の住宅の建

o

ここに至るデュアー二とプラッターザイバ

設を認めておらず、大きな壁面後退の要求は

ーグの1970年から80年にかけてのアーキテク

NU型開発手法に馴染まない。

トニカからDPZへの振幅、従来型の「建築家」

さらに現在の不動産業界は、用途ごとに細

から「まちづくり」建築家への展開。カルソ

分化した販売体制、金融や市場、専門実務者

ープの、「まちを考える・まちづくり」ワーク

が既往のものとして強固に実在し、用途混在

ショップのファシリテーターを建築家一都市

型の開発は大きな抵抗を受けている、とCNU

デザイナーの職能の拡張として捉える方法は、

は自己評価している。

商業行為から行政との協働に到る幅広い領域

克服すべき課題が残る現状のなかでCNU

のなかで「住宅一まちづくり」という難題に

は、スプロールと異なる「住宅一まちづくり」を

立ち向かう建築家にとっての契機として、私
たち自身の充実を迫るものであることだけは
確かだ。

註8：CNUとHUDによる公共住宅再活性化政策
HUDの公共住宅再活性化政策として、公共住宅を改造し、その過程で住民やコ
ミュニティ参加型の計画づくり、住民参加の建設工事で就業の機会を生み出し、
インフィル型の事業を通じてネイバーフッドをつくり、居住者の自発的な活気の
鼓舞を奨励しようと、1993年に成立したHOPE VI（ホープ6）にたいし、 HUD
とCNUが共同でHOPE VIの指針を策定している。「都市中心部のネイバーフッ
ドのためのデザインの原則 見こみあるコミュニティをつくろう」という指針は
CNUの都市中心街機動委員会が中心になってつくった。
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