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　ロンドン郊外に位置し、世界で始めの田園

都市レッチワースが、1903年に誕生してから

100年を迎えようとしている。レッチワース

はイギリスの産業革命末期の都市環境が劣悪

化した時代（1903）に生れた世界で初めての

田園都市である（図1、2、3、4）。

　田園都市レッチワースが生れた背景には、

イギリスの産業革命に伴う人口の都市集中と、

労働環境や住環境の悪化がある。これらを改

革しようとした人々の中に指導的役割を果た

したウィリアム・モリス（1834－96）がいた。

時代が求めた工業化への反発と、地域共同化

や自然と一体化した生活を大切にする運動の

波が起こった。その運動は、アーツ・アン

ド・クラフツと呼ばれた。

　レイモンド・アンウィン（1863－1940）は、

1884年に設立されモリスの社会主義同盟に参

加し、1885年にはマンチェスターで社会主義

連盟の支部書記となった人物である。パリ

ー・ pーカー（1867－1947）は、すでにモリス

の装飾芸術の改革に感化されていた。1891年

にはこのアンウィンとパーカーの共同が議論

された。このような動きの中、理想のコミュ

ニティを求めて、エベネザー・ハワード

（1850－1928）は1898年に『明日一真の改革に

至る平和な道』を出版し、1899年に田園都市

協会が設立された。

　1895年にパーカー著『私たちの家』が刊行。

1901年9月、田園都市協会のボーンヴィル大

会でアンウィンの『田園都市における住宅建

築について』が発表され、同年の1901年には

パーカー＆アンウィンの共著『住宅建築の芸

術』、1902年にはアンウィン著『コテッジの

プランと常識』が発表される。これらは、モ

リスの思想とハワードの提案を形に置き換え

たものであった。

　レッチワースの建設前、1902年にはニュ

ー・ Cヤーズウイックの建設が開始される。

そして、1903年の春にはレッチワースの用地

が初めの田園都市の地として選ばれ、9月に

図1レッチワースの位置図
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図4レッチワースとロンドンの位置図

は第一田園都市会社が誕生する。そして、基

本計画のための指名設計競技が行われて、

1904年2月にアンウィンとパーカーのプランが

勝ち残る。そして3，818エーカー（15，4476㎞2）

に32，000人が住む町をめざして建設が始まっ

たのである。

　このようにレッチワースは、理想のコミュ

ニティをめざして、カドパリーとリヴァーを

始めとする心ある社会実業家たちと、ハワー

ドの田園都市のコンセプトを表現した二人の

建築家の連携により始まったものである。そ

して100年後の今日も生き続けている。

～、麗麗と霊二澱靴轟，継

　レッチワースの実践は、世界の都市計画と

住宅地計画に多大な影響を与えてきた。世界

家とまちなみ44　　2001．9

の都市計画・農村計画・ランドスケープデザ

イン・建築デザイン等に携わる人々に取って、

その言葉「田園都市」を知らない人はいない。

しかも、近代の都市計画や著書や論文等では

ハワードの示した概念図が、常に初めのペー

ジを飾る。しかしすべての人々が、現在のレ

ッチワースを完成した田園都市の空間として

評価しているわけではない。また、レッチワ

ースは過去の栄光で生きているとする評価も

あり、一部の研究者は車社会以前に計画され

たレッチワースの空間計画は失敗したという。

　私は、これらの意見の多くはハワードが著

作のなかで提唱した計画思想モデルと、レッ

チワースの建設が始められた100年前の、ア

ンウィンとパーカーの提案した計画案のイメ

ージの時間が固定されているからだと考えて

いる。はたして、どれだけ多くの研究者や建

築家や都市霧画家が現在のレッチワースの実

態を知っているであろうか。

　私はかつて、レッチワースが現在の姿に至

った理由を探るため、生活者そして建築家・

都市計画家の立場から人々の生活を観察し、

現在の町の空問を記録した。現在から、逆に

・約95年前に向けて時代を遡り、人々の生活空

間の何が変化してきたか、また何が持続され

てきたかを探るため、自ら家族と1年間、レッ

チワースに住まうことでその魅力を読み取ろ

うとした。

　その結果、ハワードやアンウィンたちの実

践した都市計画のデザイン原理の再確認、住

・ノ



民の価値観を持続してきたACTとよばれる制

度の制定の根拠と変更の理由、さらには生活

空間の質の変化に与えた時代背景や制度の影

響を考察することができたと思っている。

　私は、レッチワースを現代に生きている町

として把握したい。そこには成功した計画と、

残念ながら完成しなかった計画が共存してい

る。だから私たちは、現在のレッチワースを

正しく理解し、計画の評価と修正案を提示し

なければならない。また、成功した計画と失

敗した計画の関係を、深く分析しなければな

らないと考えている。

　これらの作業により、ハワードが提案した

社会経済計画と、アンウィンとパーカーの提

案したタウンプランニングの空間計画が意味

ある形で現代に生き返り、今日目標を失い混

迷を続ける都市や田園の居住環境の問題解決

に新たな役割を果たすに違いないだろう。

3．集落から学ぶ新田園都市、、

　レッチワースの計画の中には、多くのイギ

リスの集落の風景が取り込まれている。じつ

はレッチワースの計画が始まる3年前に、パ

ーカーとアンウィンは共著で1冊の本『住宅建

築の芸術』（1901）を著し、パートナーとして、

住宅建築とタウン・プランニングの考え方と

お互いの役割をそこでまとめている。

図5ハムレット計画。前向きのスロープをもつヴィレッジ

グリーンを囲み、35戸の住居がコの字型に集まる

図6ウエストホームとノートンコモン 図7レッチワースのモデルとなったカージィ集落
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　私はこの本をレッチワース田園都市博物館

で手にしたとき、1枚の図面と1枚のイラスト

に惹きつけられた。それは、計画というより

もイギリスの中世からの村をサーヴェイした

ような、魅力的な絵であった。それは、かっ

て筑波地方で見た馬場と呼ばれる広場をもつ

集落や、韓国の全羅懸道でみた堂木と樹帯を

備えた広場のある集落、あるいはインドネシ

アのスラベシ島のブギスの集落とあまりにも

酷似していたからだ。

　「ハムレット計画」と名付けられたその計

画は、南向きのスロープをもつヴィレッジ・

グリーンを囲み、35戸の家がコの字型に集ま

図8サフォークのクレアのヴィレッジグリーン

図9キャベンディッシュのヴィレッジグリーンと集落

図10エイアット・スント・ロレンスの集落

　　　　　家とまちなみ44　　2001．9

り、個々の住宅の配置と敷地の形態はすべて

異なる。そして、北西の隅のハムレットの入

口に塔を持ったヴィレッジ・ホールがある

（図5）。

　パーカーとアンウィンは、その後こ・のヴィ

レッジ・グリーンを、ニュー・イヤーズゥィ

ックやレッチワースの計画で実践している。

特に1905－6年に相次いで設計された、レッチ

ワースのウエスト・ホーム（図6）、イース

ト・ホームさらにはバーズ・ヒルにそのデザ

インを確認できる。

　ハムレットとは教会を持たない規模の小さ

な集落を示し、囲い地、湖や高地に囲まれた

土地、河の湾局部にある土地を示す、古英語

のハム（hamm）に由来する。私は、このハム

レットを求めてレッチワースの東に広がる、

イースト・アンダリアの集落を巡った。レッ

チワースから東に車で約3時間のところにあ

るカージィ集落や、その途中いくつものヴィ

レッジ・グリーンをもつ美しい集落に出会っ

た（図7）。それらの中で最も感動をしたのは

ストウク・バイ・クレア（Stoke　by　Clare）とキ

ャベンディッシエ（Cavendish）で、集落に入

る手前の道が緩やかに曲がり、突然目の前に

ヴィレッジ・グリーンの広がりとそれを囲む

小さな世界が見えてくる。これらの集落を空

からも観察したが、アンウィンが学んだイギ

リスの集落の魅力を再確認した思いであった

（図8、9、10）。

馨、，鷺灘奮欝勲舞ぞ瓢澱銑、藩

　アンウィンたちは、その街区をどのように

構成し、空間の秩序を形成したか。さらに住

人は実践された詰問をどのように受け入れ理

解してきたか。そこには、ハワードの田園都

市思想や、アンウィンの著書『タウンプランニ

ング』にまとめられた内容に加えて、アンウ

ィンたちが町を形成するために与えたルール

と、住民が各々の生活を成立させながら町に

参加していくためにつくってきたルールがある。

この計画と生活のルールが、結果的にレッチ

ワースの秩序ある空間形成に与えた8つのデ

ザイン原理を生んだと仮説したい（図ll）。

（1）レッチワースの微地形を生かす

　アンウィンは敷地のサーヴェイの後、南北

の尾根線を結び都市軸としていることが読め

る。その起点として最も標高の高い（96m）ブ

り

、ノ
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齊木崇人

（さいき　たかひと）

　神戸芸術工科大学・大学

院総合デザイン専攻主任教

授。建築家。1948年広島

県生まれ。広島工業大学卒

業、東京大学研究生、工学

博士（東京大学）。97年～

98年イギリス・ウェスト

ミンスター大学客員教授と

して渡英、レッチワースに

住む。『農村集落の地形的

立地条件と空間構成に関す

る研究」（学位論文）、『スイ

スの住居・集落・街』丸善、

「最初の田園都市・レッチワ

ース」『造景』No161998

など
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ロードウエイとソーラー・ショット、そして

既存の樹林を残したスプリング・ロードが交

わる場所に、イギリスで初めてラウンドアバ

ウトを計画している。また、水系をできるだ

け隠さず、柔らかい自然の構造線として扱っ

ている。この構造線と、尾根線の視線を意識

した構造線が2つの層として重なり、レッチ

ワースの自然の骨格として今も生きている。

（2）多様なレベルで構成される街路の空間構成

　自然の骨格である水系の層と尾根線の層の

2つの層に加えて、もうひとつの社会構造の

層である鉄道と既存の道路が加わる。レッチ’

ワースを南北に二分する鉄道とほぼ平行に、

既存の道をそのまま生かし東西を結ぶ3本目

道が整備されている。さらに、この3本の道

を結ぶ南北の道として既存の農道（パス）を

順延させてつくった2本の道が整備されレッ

チワースの社会骨格が形成されている。さら

に、現在の地形図の上に1884年目地図を重ね

て見ると、現在の道路と農地の地割線が重な

る。その部分はT字型の道路構成を生み出し、

建設が進む段階で、結果的に道路を歩行者が

疲れない適度な長さ（約400m）で分節してい

る。その結果、通りの長さと断面形状に多様

な種類が生まれ、住宅の配置と集合の空間構

成にさまざまな工夫が見られる。

（3）わかりやすい住居集合の空間単位

　多様な街路の空間構成は、特色ある花が咲

く街路樹と、道路の命名により各々個性を持

つことになる。この街路樹の特色と、通りに

面して両側に並ぶ住宅の表情が個々の前庭の

演出を得て、さらに関係を持ち固有性をかも

しだす。結果的に、ひとつひとつの通りがき

め細かくデザインされ、解りやすい住居集合

の空心単位が演出されている。ただし、この

ことは新たな課題を生む。ひとつの通りから、

次ぎの通りに視点が移動するときコーナーの

扱いが重要となる。レッチワースでは、各々

の通りの特色を生かしながら両者を関係づけ

る多様な実験が見られる。

（4）共有地とヴィレッジ・グリーンそして前庭

　開発以前からあるウイリバリー・ロードと

バルドック・ロード沿いにはヴィレッジ・グ

リーンがデザインされている。幹線道路から

後退し、住宅との間に共有のオープンな緑地

を持つ。あるいはクルディサックやクオドラ

ングルの中に、共有のグリーンを持つ場合も

家とまちなみ44　　2001．9

ある。視覚的に広がりを持つ空間としてだけ

でなく、子供たちが安全に遊べる空間を提供

している。

　住宅は必ず道から後退して建てられている。

その後退距離は一定ではない。後退距離が5m

以下の短い前庭では道路との間に高い生け垣

が置かれ少々閉鎖的になる場合がある。一方

後退距離に余裕がある敷地では、前庭を視覚

的に解放し、歩道と芝地と街路樹とが一体と

なる。ただしこの風景は平日の風景である。

休日は住宅の前庭と道路に車が並ぶ。

　レッチワースが計画された1900年代は馬車

の時代で、住宅と駐車場の関係は考慮されて

いなかった。1919年に始まるウェルゥインの

計画では車庫が考慮され始める。住宅のファ

サードとその前庭が、見られる風景とするな

らば、それを疎外しない駐車場のデザインは

レッチワースの課題である。

（5）多様な住宅とその集合パターンの提供

　アンウィン達は立地条件を詳細にサーヴェ

イし、既存の道や地割を生かしながら、解り．

やすい住宅の集合単位を設定している。これ

らの住居集合を集合のパターンで分類すると

大きく8のタイプに分類することができた。

結果として分類の根拠を整理すると、敷地の

規模と形状、住宅の規模と種類、庭と共有さ

れる空聞の位置、道路との取りつき方等であ

った。

●8タイプの住居集合事例

（1）小さな1戸建て住宅または2戸建て住宅が、

　　小規模の縦に長い長方形の敷地に建築さ

　　れている

（2）大きな1戸建て住宅または2戸建て住宅が、

　　大規模の縦に長い長方形の敷地に建築さ

　　れている

（3）連続住宅が交差点のコーナーの敷地に建

　　築されている

（4）連続住宅が前庭を間に置き道と平行に建

　　築されている

（5）連続住宅がクルディサック道路に向かい

　　建築されている

（6）共同所帯住宅が中央の庭を囲み建築され

　　ている

（7）大きな1戸建て住宅または2戸建て住宅が

　　不整形な大規模敷地に建築されている

（8）1戸建て住宅または連続住宅がヴィレッ

　　ジ・グリーンに向かい建築されている
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（6）居住地を取り巻く農地はグリーン・ベル

ト（ファーム・ベルト）

　レッチワースの計画では初めに住宅地を取

り巻く緑地が設定されたが、今日も維持され

ている。この緑地はファーム・ペルトあるい

はアグリ・ペルトと呼ばれた。ピの緑地の計

画手法は後に「グリーン・ベルト」の名称で

大ロンドン計画（1929）に示され、さらにア

バークロンビーの大ロンドン計画（1944）の

基礎となる。

　このファーム・ベルトは今日5戸の農業経

営者により活用されている。そして、新鮮な

牛乳・野菜・穀物・肉類が直接レッチワース

に供給されている。さらに、北にあるスタン

ダローンファームと南のマナー・ファームは

レッチワース財団が運営し、ヴィジターセン

ターとして一般に公開され見学と農業体験が

可能である。

（7）集落を基礎とした小さなコミュニティづ

くり

　レッチワースが建設される前には、ノート

ン、レッチワース、ウイリアンと呼ばれる小

さな農村集落があった。レッチワースに計画

された新しい通りの名称は、これらの3集落

に住む人々の名前から命名されている。この

集落は現在もそのまま存在し、そこを起点に

ファームベルトを巡るいくつかのウォークが

準備されている。もちろんレッチワースの中

にも計画以前から存在した、水系ピックス・

ブルックや、入合地ノートン・コモンや、ス

プリング・ロードの樹林を生かしたパスが巡

る。このカントリーウォークや住宅地の聞を

巡るパスは、レッチワース建設以前の自然を

注意深く活用したもうひとつの動脈である。

休日の朝、でかけると家族で歩く姿を良く見

かける。

　住宅地の中にはアロットメント・ガーデンズ

と呼ばれる菜園がある。かつてはテニスコー

トが今は菜園と変わったところもあり、人々

は年間10数ポンドで野菜づくりを楽しむ。

　また、さまざまな花を咲かせる並木道があ

る。アンウィンは、『都市計画の実践』で、日

本では桜や梅が花を咲かせる季節に、家族や

仲間で出かけ楽しむ文化があることを紹介し、

レッチワースに住む労働者のために素晴しい

並木道を実現した。レッチワースの魅力は

人々を住宅の中から外に引き出し住宅地や周

囲の田園を巡らせることにある。そして、軽

く挨拶する日々の出会いは新たな交流を生む。

（8）わかりやすい約束事（レッチワースのス

キーム・マネージメント）

　レッチワースには、1962年につくられた

「Act　62」に加えて、1967年に借地権改革法

令「Act　67」がまとめられた。この法令の目

的は、レッチワースの建物と土地と財産の容

姿と快適さを維持するための約束事である。

不動産の利用権を与えられた所有者（以降、

所有者と表記）と、レッチワース田園都市コ

ーポレーション（以降、コーポレーションと

表記）の契約事項を一部要約し紹介する。

1

2

3

4

5

所有者はいつも、建物の外観を修理し、

ペイントし、境界線にある生け垣はきれ

いに保持すべきである。

所有者はいつも、敷地や庭をごみや雑草

の無いよう良い状態にしなければならない。

樹木が隣りの住民や道路を使う人に迷惑

をかける場合は、木の根、生け垣、樹木

を切ってよい。ただし、他の理由で切る

場合は、コーポレーション（CorporaUon）

に許可願いの手紙を出し、その許可を得

なければならない。

所有者は、隣i家との間の壁・フェンス・

ゲートや、自分の家の側溝・下水・排水

口のパイプや、隣家や関係者と共同で利

用する入口の修理代や購入代を払わなけ

ればならない。

コーポレーションは新しい所有者に、建

物の外観と庭の状態の調査を行なうこと

を7日前に知らせ、調査終了後、修理や他

に必要な事があればその内容の通知書を

送る。もし、通知書を送り28日以内に修

理が始まらなければ、コーポレーション

の者が入り、修理を実施し修理代を所有

者に要求する。

所有者は通知を受けて7日後、コーポレー

ションのどのような職種の職人でも、家

のどこにでも入らせ、必要な仕事を速や

かにさせなければならない。しかしコー

ポレーションの職人は所有者の家をでき

るだけ損傷しないように工事し、もし損

傷した場合はその補償を受ける。

工事の内容は、（a）修理、ペイントや改装。

ただし、隣接している家の都合でできな

いものは除く。（b）空き家の近くの下水道、

水路、排水パイズケーブル等の接続、掃

除、修理、管理。（c）隣家と共同で使われ

る壁、生け垣、その他のものの修理と手

入れ。（d）隣接する家との間の必要な工事。

　　　　　　　　家とまちなみ44　　200t9 33



咳嚇緬の
薪潮流

図12アンウィンとパーカーの住んだ家
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6　所有者は建物の外観を変えたり、違う質

　　の材料を使い修復はできない。新しく修

　　復する場合は認められた計画図面と仕様

　　書の通り作らなければならない。そして、

　　適切な良質の材料で職人らしい方法で実

　　行されるべきである。

7　所有者はコーポレーションの同意書が無

　　ければ建物の用途を変えることができな

　　い。もし、変える場合は外観をコーポレ

　　ーションの指示する形とし、工事の開始

　　と終了日、工事の方法もコーポレーショ

　　ンの同意を得なければならない。外観を

　　変える場合は建築とランドスケープを重

　　視し街づくりの見地からデザインを取り

　　入れること。

8　所有者はコーポレーションの許可なくし

　　て不動産の中でビジネスをしてはならな

　　い。住宅以外の下宿家の様な用途として

　　利用してはならない。

9　所有者は不動産でコーポレーションや近

　　隣の住人にどんな理由があろうとも迷惑

　　をかけることや有害となることをしては

　　ならない。

10所有者はコーポレーションからテレビ接

　　続サービスを提供されてからは、同意な

　　く建築の外部でアンテナをつくった受信

　　や無線電信の送信をしてはならない。

ll所有者はコーポレーションの許可無くし

　　て建物に広告やポスターはもちろんあら

　　ゆる掲示も認めない（ただし、セールある

　　いは不動産を貸すための知らせば除く）。

12キャラバンボートやキャンピング・カー

　　は正しく建設されたガレージあるいは道
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　　から見えないところに置くこと。コーポ

　　レーションの者が検査し基準を決める。

　　キャラバンボートやキャンピング・カー

　　は短期間や一晩くらい以外には家の前に

　　コーポレーションの許可なく駐車できな

　　い。

13　所有権が1カ月以内に変わる場合や、所有

　者が死亡し遺言書が残された場合、2ポン

　　ド10ペンスを支払い、所有権に関する書

　類の登録が必要になる。

14所有者と近隣の居住者は自由にお互いの

　通路を通過する権利と、お互いに水、土、

　ガス、電気を利用する権利がある。そし

　て、コーポレーションが提供するケーブ

　ル、下水道、排水路等のメイン・パイプ

　の利用権をコーポレーションの賃借人や

　　テナントに与える。

　以上の、レッチワース田園都市コーポレー

ションAct　1962の内容は、1995年に新しく

生れ変わった、財団組織（Letchworth

Garden　City　Heritage　Foundation　Act

1995）に引き継がれ、レッチワースの住環境

の質の維持と景観形成に大きな役割を果たし

ている。

ヂ》
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　アンウィンたちの仕事は、中世から続く町

や集落の空間構成や住まいのデザインを読み、

新しい住まい方を再構築した。そして、実践

を通して次の課題を確認した。時代の要請と、



・． A

0

kノ

意思を持った社会福祉事業家たちの指示を得、

そのような計画と実践の機会を次々と展開し

ていく過程で、アンウィンのタウン・プラン

ニングはまとめられていった。

　これまで、田園都市の思想は、ハワードの

思想として知らされてきたが、田園都市が世

に実践されたのは、時代を背景に意を同じく

して活動をしていた人々の共同があったから

である（図12）。　　　　　　　　　　，

　そこには、アーツ・アンド・クラフツの中

心となったモリスや建築家のジョン・ラスキ

ンや都市社会学者のバトリック・ゲデスたち

がいた。また、実際の仕事で影響を与え合っ

た、パリー・パーカーやエドウィン・L・ラッ

チェンス、H・M・ベイリィ・スコットたち

もいた。さらに忘れてはならない人々が、レ

ッチワースの田園都市建設に始まり、ハムス

テッド、ウエルウィンの建設で共同した、F・

オズボーンやG・パードンやC・M・クリック

マーを代表とする次世代の建築家たちである。

　彼等は、アンウィンやハワードの亡きあと

も、生き続ける田園都市の建設にかかわり続

け、建築家としての役割を果たしていく。そ

のような、地道な努力を可能にしたのが、レ

ッチワースのさまざまな住宅建設の実験と言

ってよい。

　私は田園都市レッチワースの今日的役割は、

生き続けてきたことにあると考えている。私

が家族と住み、体験する生活は、毎日が発見

であった。レッチワースの約100年間の建設

の苦労と各々の時代の要請に素直に答えてき

た住宅地計画は、今そこに住む人々の生活の

姿をも含めて私たちに多くのことを教えてく

れる。過去の遺産として「初期の田園都市レ

ッチワース」を机上で見るよりも、今の姿と

生き続けてきたプロセスを読み取ることが、

はるかに魅力的である。

　私は、かってレッチワースを「生き続ける

造景」と定義したが、レッチワースは近代建

築を生む時代の先駆けになったと考えている。

　アンウィンたちは、住宅をつくるという社

会的要求を満たすため、かつ、つくられる形

の有意味性を確認するために、中世から続く

村や町の特性を調査している。さらに、建築

される敷地の選定とフィールドワークに多く

の時間を割いている。これらの基礎調査と、

計画された建：築とその集合が実践的に関係づ

けられたとき、計画という行為が初めて意味

を持ち得てくる。

　今日の建築家たちの、形態的に新たな建築

を求めるあまりに美的観点を優先する行為は、

にわかな表層づくりへと駆り立てる。空間や

環境がっくられる意味よりも形が一人歩きし、

コピーのコピーが繰り返される。かつてレッ

チワースもその延長上で利用されたときがあ

った6

　私たちは、どうやら、近代建築以前に育ま

れてきた、「町をつくる」そして「建築をつく

る」プロセスを見失っていたようだ。ハワー

ドたちが提唱した、町をつくる方法を「田園

都市」の思想とするならば、具体的に実践さ

れ100年の蓄積を持つレッチワースの経験の

中に「新田園都市」の思想があると言ってよい。

　「場所」に根ざして時を経て蓄積された「空

間」と「コミュニティ」を存続させてきた

「統合の手法」を読みとることが、「新田園都

市」を構想することと主張したい。

，
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