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CNU第9回コングレス・フォー・ニューアーバニズムのテーマと議題

初日

［6且7日］

2日巨
［6月8日］

　第9回CNUのテーマは「ネイバーフッド（近隣）からリージョン（地域）へ、ポリティク

ス、ポリシーとデザイン」というものだった。

　初日はポリゾイデス氏、デュアー二氏、ピーター・カッツ氏、プラッターザイバーグ氏、

などCNU創設メンバーが勢ぞろいで、初心者向け講座があった。創始者のひとりピーター・

カルソープ氏は療養中のため4日とも欠席だったのが残念だった。この内容も含め20時間の

ビデオを整理できたら後日報告したい。

配られた参加者の一覧を見るだけでも

じつに多種多様な人々が参加している

かがわかる。

　会議と平行してニューヨーク市のガ

イドツアーも行われた。今回の開催地

ニューヨークの都市デザインとポリシ

ーも重要なテーマのひとつであった。
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図1第9回ニューアーバニズム会議（CNU）プログラムより

　2日目のテーマは、「リージョンとネイバーフッド」。

　カルソープ氏のモデレーターで予定されていた「ザ・リージョン」のセッションから始ま

った。「ザ・リージョナル・シティ」を出版したばかりのカルソープ氏のメッセージは本誌

に特別寄稿されている。これは今回のCNUでは欠席のため聞けなかった基調的内容である。

　「ザ・ネイバーフッド．エッジからコアへのモデル」と題してのニューヨークの試みが、続

けて基調発表された。

午後はセッションで、カルソープ氏で予定されていた「リージョナル・プランニングとア

ーバンデザイン’その近作」。これも本誌寄稿を参照いただきたい。

　その他のセッションは次のようなものである。

●ニューヨーク市とシカゴ市の事例から「リージョンをかたちづくるインフラストラクチュア」

●コミュニティ・ネットワークづくり、地域密着型住宅供給、公園やメインストリートの活
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3日日
［6月9日］

図2会議風景

性化を行ってきているコミュニティ・デ

ベロップメント・コーポレーション（CDCs）

による「コミュニティの建設：CDCの

試み」

●近年またトレンドになっているウォ

ーターフロント開発をコミュニティづ

くりの視点で見た「ウォーターフロン

ト・イニシアティブ：なんのために、

だれのために」

●自然史博物館で行われた第4回メタ

フィジカル（根本原理に関する）プランニング・セッションは、プラネタリウムのショウで

始まるパタンランゲージで有名なクリストファー・アレグザンダー氏の4冊目の『ザ・オー

ダー・オブ・ネイチャー』の本を解説する「ザ・オーダー・オブ・ネイチャーとザ・ネイチ

ヤー・オブ・オーダー」

・環境保全的イニシアティブについてメリーランド州とニューヨークの最新の試みをもとに

「リージョナル環境：タウンとカントリーを保全するための新しいイニシアティブ」

●現在はローカル・ガバメント・コミッションの代表をつとめるビレッジホームズの創始者

ジュディ・コルベット氏がまとめ役をした「成功するリージョンをつくる：リージョン・ス

ケールでの仕事づくりといえづくり」

●アトランタ、カリフォルニア、ニュージャージーの事例によるトランジット・オリエンティ

ッド開発（TOD）の最新プロジェクト報告「ニュー・レイル（鉄道）タウン」

・荒れ果てたダウンタウンの周辺をパブリックスペース、近隣、地区建設を含む新しいイン

フラづくりによって復活させるプレイス・メイキングの試み「アーバン・ファブリックの修

繕1再びすべての街づくりのためのデザイン」

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。

　「デザインとコード」がテーマとなって10の基調発表とセッションが行われた。

　はじめにプラッターザイバーグ氏が司会で、ニューヨークとベルリンの「ふたつの都市

（シティ）の話」では、リバブルに生まれ変わろうとする歴史的都市の現在のアイデアが発

表された。

　続いて前シンシナティ市長の司会で、ニューヨーク市都市計画課とジョナサン・バーネッ

ト教授の「ニューヨーク市のゾーニングコード＝過去、現在そして未来」。

　午後のセッションは、スプロールを防ぐためのリージョナル・ツールづくりやタウンセン

ターを事例にした地域同士のパートナーシップやコラボレーションのデザイン過程のケースス

タディ「西オーストラリアからの来るべきスプロールに対処するためのコードとツール」。この

チームとプロジェクトは、今年のCNU憲章アワードを受賞した。

　新旧の近隣地区や建築をグリーン、サステイナブル、エネルギー効率のよいものにするこ

とができるのか、いわゆる環境共生型都市や建築がメジャーになりえるのか、という疑問に

触れ、ニューアーバニズムに摘要できる環境共生手法についての事例「ニューアーバニズム

ネイバーフッド

タウンセンター
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図3歩いて5分、400m～450m半径をベースと　図4　タウンセンターをかたちづくりサポートするネイバ
したネイパーフッドのダイアグラム　　　　　　　　ーフッド群のダイアグラム

西オーストラリア計画局とESDによるCNU憲章アワードを受賞したデザインコードより（Liveable
NeighbourhoodミAWestern　Austra1ian　Government　Sustalnable　Clties　Initiative，2000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家とまちなみ44　　2001．9 45



転ちな禰の

新潮流

4日日
［6月10日］

のグリーン化：何が可能か、何が現実

的か」。

　ニューヨーク市の官民の屋内外公園

やプラザなどを事例に公共空間のコー

ド、デザイン、マネージメントの関連

を探る「プライベートスペース、パブ

リックスペース」。

　アンドレス・デュアー二氏による、

現在のゾーニング・システムに変わる

環境アセスメントの手法を統合するシ

ステムを含む実用的運営システム「ト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　図5　コーナーストア、デイケアセンター（保育所）と近隣
ランセクト．・セミナー」。「トランセク　　店舗付住宅によって構成されるボ＿ドウォ＿クスストラン

ト（Transect）」は、横に横断する、　ド6ネィパーフッドセンターの計画図（同前）

生態学用語で植物群落の種類・組織、植生の変化などを調べるために設定する帯状の横断標

本地、という意味。今回のコングレスで最も重要なキー・コンセプトであると私は考える。

　デベロッパーが開発許可を得ることから近隣の形態とキャラクターをコントロールするこ

とまでを含む開発プロセスにおけるコードのインパクトを議論する「デベロッパーとコー

ド：権利の獲得、ビジョンの維持」。

　ニューアーバニストの原理を効果的な開発のレギュレーションに翻訳することは市議会か

ら土地利用の法律家まですべてのCNUメンバーの挑戦ごとである。　CNUのプロジェクトは、

ニューアーバニズムをプロモートするための使えて革新的な知的資源づくりのガイドを報告

する「始動するコード：CNUのニューアーバニスト・土地開発レギュレーション・プロジェクト」。

　タウンセンターのオープンスペース・デザインスタンダードや空港の再利用計画などアワ

ード受賞プロジェクトをした3つの大規模のマスタープラン紹介「タウン・デザインの方策」。

　アンドレス・デュアー二丁によるトークショウ「ニューアーバニズムにおける25のよくで

る質問」。

　デュァー二氏とポリゾイデス氏（予定者カルソープ氏欠席）によるパネルディスカッショ

ン「人と自然環境におけるニューアーバニズム」で会議は終了した。環境主義者をまじえて

環境のインパクトを減らすデザインとアーバニズムの共存について地域から近隣スケールま

で多様な状況におけるニューアーバニズムの実践や現実の課題について議論が交わされた。

図6　DPZによる「トランセクト」の概念図。田園（左）から都心（右）へ人の環境の変化を連続的に示す。左

からブリザード、リザーブ、エッジ、ジェネラル、センター、コア

全体の印象
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　今回の会議で感じたことは、実践のための

目的がはっきりした多様な業種業界人の会議

であることと、「トランセクト」というキーワ

ードに代表される計画設計方法を横につない

でいこうとする会議全体の意志が私には最も

大きな収穫だった。CNUで会った何人かのコ

メントを紹介する。

　　「スマート・グロース」をプロモーション
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する組織や投資のコーディネートを行うNGO

「ナショナル・タウン・ビルダーズ・アソシエ

ーシ自ン」の日系職員タカハシ氏は、「アメリ

カでは土地の上に何をデザインするかが重要

で、ニューアーバニズムをサポートしていま

す。才能のある人々を集めるこんなイメージ

の街づくりに対してお金を集め投資と開発の

橋渡しをしているのです」と言って、用途混
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用途混在型の歴史的なにぎわいのあるダウン

タウンの写真を指差した。「アメリカはニュー

アーバニズムの実現にヨーロッパのモデルを

使っていますが、日本では適切なモデルは何

かを考える必要があると思います」と付け加

えた。

　CNUの理事会メンバーでビレッジホームズ

の創始者ジュディ・コルペットは、「日本の大

勢の人々がビレッジホームズを見に訪ねて来

たけど、その後日本で同じようなことをやっ

たとか全然進展の音沙汰がないのよね」。

CNUの中心人物のひとりポリゾイデス氏は、

「日本には行ったことがあって、個別にいいと

ころはたくさんある。しかし問題は、身の回

りはいい。自分の領分はいい。でもそれ以外

はどうでもいい、ひどくていい。という感じ

でまちができてることかな」と励ましの言葉

をいただいた。

　設立メンバーのプラッターザイバーグ氏か

らは、『家とまちなみ』前号のニューアーバニ

ズム特集に対して「いい仕事をしてくれて感

謝します。関係者と読者のみなさんによろし

く」と、うれしい言葉をいただいた。

　シンガポールとインドネシアから来たメン

バーは、「私たちはリゾートのプロジェクトに

ニューアーバニズムの考え方を取り入れたプ

ロジェクトを、すでにCNUのメンバーと協力

して始めています」と語っていた。

　そのほかのメンバーと話をしてみてもCNU

を支援理解してビジョンを共有してそれぞれ

がプロジェクトを推進していたことも印象に

残った。そしてやはり実践者であり提唱者で

あり続けるアンドレス・デュアー二氏の存在

とキャラクターの重要性である。

　そこで前号に続き、そのデュアー口固との

インタビューを続ける。

　　　中国でも仕事をされているそうですが、

　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な住環境づくり

　を念頭に置いているということについて、

　お話していただけますか。

AD　アジアでは頭脳流出が問題になっている

けど、才能の流出を防ぐためにもつとも効果

的なのは、その場所が住み続けたくなるよう

な魅力に溢れていることだ。それはその場所

の歴史や伝統、生活習慣にもっとも相応しい

ものでなければならないんだ。

　海外から輸入されるスタイルは人を惹きつ

けるけど、長い時間の中ではどうだい？取

り込むなら、もっと繊細に、もっと自分達の

環境や性癖に適合したものに十分消化する必

要があると思うんだよ。

　もちろん、アイディアの起源はどこからで

もかまわない。人類の長い歴史を振り返ると

わかるように、地球上のあちこちの営みはそ

れぞれがどこかで干渉しあい、現在に到って

いる。技術を誇って世界一高いビルを建設し

ても、それがその地区で生活する人たちに幸

せな生活をもたらさない限り、まったく意味

がないだろう。

　いつだつて中流の人たちにはチョイスがな

い。「Shall　we　Dance？」という日本の映画を

見たけれど、あの中に出てくる郊外住宅は京

都に比べたらまるで風刺画みたいだった。京

都の古いタウンハウス（町家）は、不思議な

くらいすごいという印象を持っている。

　でも、もっと凄いのは中国のコートヤード

のあるコンパウンド（四合院）だね。完壁に

フレキシブルで使用用途もさまざまだし、貧

しい人にも金持ちにも適合する。素晴らしい

オーガニズムで、建築の表現もタイムレス、

流行り廃りがない。中国の文化を表現する素

晴らしいシンタックス（構成）だ。西洋の古

典主義なんて比較にならないくらい美しいと

思うよ。

　ところが、同じ中国の実験的資本主義の街、

深酬はどうだ。もう信じられないくらい高層

住宅が林のように建っている。コルビュジェ

のコピーがどっさりだ。で、そのビルの足下

には何があるといえば、テーマパークが5つ

あるんだ。住民たちはある週末はブリュッセ

ル、次の週はパリ、次は北京、そうやってデ

ィズニーワールドみたいなところで過ごすん

だ。

　でも、誰も彼らの住んでるアーバニズムは

分断されているなんて指摘しない。“アーバニ

ズム”という名前で建設された場所に住んで

いる彼らは、「本来のアーバンライフ」からは

隔絶されているんだ。本来のアーバンライフ

を取り戻そうとするのがニューアーバニズム

なのだ。これは完全な差別だ。適切な説明が

　　　　　　　　　家とまちなみ44　　2001．9 47
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図フアンドレス・デュアー二氏．（DPZ）

ない場合、彼らの住むタワーが“アーバニズ

ム”というマテリアルでできていることなど、

彼らには理解することができない。

　このひとつの場所に注ぎ込まれたもっとも

高度な技術が、この完全にめちゃくちゃな場

所をつくっているんだ。

　でも、誰もそんなことは話題にもしないん

だ。チョイスがないからなんだよ。どうして、

こんな組み合わせをしたんだろう。

　このアイデアはアメリカから来たんだよ。

高層化とテーマパーク。日本のことはわから

ないが、これが今中国で起こっていることな

んだ。

肇鞭鍵盤難墨継騨騨霧欝欝撫馨韓鑓舞灘纏韓騨嚢灘継聯浜匙
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　　　アジアの今後についてはどのようなイ

　メージをお持ちですか。

AD　人々はアジアに未来があるという。でも、

いいかい、ぼくはそんなこと信じない。今の

ままではアジアに未来はないと思うんだ。才

能のある人たちはモバイルだ。完壁に自由に

移動する。彼らは最高の質の生活（クオリテ

ィ・オブ・ライフ）を求めて軽々と移動して

いる。あんな安っぽい高層住宅なんか住みた

がるはずがない。カナダ、オーストラリア、

パリ、ドイツ、アメリカなど、どんどん国外

に出ていく。

　アジアでは今どんどん新しい都市をつくっ

ている。ハウジング対策も統計的には成功し

ていると言われている。しかし、タレントは

まったく別だ。それなのにアジアにはこの現

実をわかっていない人たちが多すぎる。タレ

ントのある人たちには「ハイ・クオリティ」

オブ・ライフ」を与えないといけないんだ。

　もちろん住環境だけでなく、才能を殺さな・

い社会環境とかも含めてだ。去年の秋に出た

『The　New　Geography』（Joel　Kotkin）と

いう本には、素晴らしい住環境にはタレント

家とまちなみ44　　2001．9

が集まってくると書いている。もちろんボス

もくるし、ボスはファクトリーも移す。深別

に住みたがるボスなんかいないよ。だから、

みんなシンガポールとかに住んでいるんだ。

　シンガポールにある協力事務所での出来事

を話してあげよう。ある時、マレーシア在住

のハーバード出身の中国系マレーシア人の建

築家がシンガポールに遊びに来て、事務所に

挨拶に寄ったんだ。するとあるスタッフがシ

ンガポールの首相に「ハーバード出身の建築

家が来ました」と電話をかけた。すると次の

日、首相がやってきて「シンガポールの市民

権はいりませんか？」と言ってきた。彼はシ

ンガポールに移住した。住み心地がいいとい

う理由で。

　アジアでは密度が適切な状態よりはるかに

高い。しかし、このアメリカで、私たちが手

掛けるニューアーバニズムのヴィレッジは最

高の技術で建設され、最高の商業施設があり、

最高のマテリアルでできている（この最高の

意味は単純に高級なものだけではない。技術

の意味もハードに限定されるものではない）。

ずっと住みたい場所なんだ。

　日本人は、日本にミステリアスな理由で住

み続けているんだろうな。西洋化が進んでい

る若者たちにとってそこに住むのはとっても

大変なことじゃないのかな。パワーがあって、

どこに行くにも運転手がいて、「ブレード・ラ

ンナー」みたいな都市を見下ろす高層のペン

トハウスに住んでいるんなら別だが、若い人

たちは違うだろう？

　以前、京都の会議に招待されたことがある

けれど、まず、ティー・セレモニーがあった。

とってもエレガントなティー・マスターで、

なにもかも素晴らしかった。

　それから、ぼくがいつもの調子で話し始め

たんだが、その途端、なんてことだ。みんな

ぽかんと口を開けて、のけぞって引いてしま

ったんだよ。日本の人はみんなひかえめで礼

儀正しい。だから、ぼくがしゃべるとめちゃ

くちゃな大惨事になるよ。どうもショックが

大きすぎるようだ（これは半分冗談でしょう。

じつはしっかり伏線になっている）。
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AD　日本はアメリカのモデルとは違うから、

異文化と遭遇するとき何を話したらいいか、

ぼくにはわからない。

自
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　でも、日本でもっとスタディしないといけ

ないのは、本当に必要とされているデンシテ

ィ（密度）に対する考え方やプランニングじ

ゃないかと思う。

　たとえば、ひとつの広がりをもったシティ

を考えてみよう。どうずれば、トランスフォ

ーメーション（生活の変化転換）に対応でき

るか。若い時はセンター（市街地）の高層ビ

ルで暮らすんだ。それから、少し経済力がつ

いたら、子供たちと一緒に少しセンターから

離れ、中層くらいの住宅に移る。成長期はし

っかり自然環境と絆を結ぶことが大切な時間

だから。それからさらに年をとり豊かになっ

たら、もっとゆったりとした所に引っ越す。

そして、最後はまたセンターに戻ってきて暮

らすんだ。

　住宅タイプはこの4つだけではない。住む

人たちの条件に合わせていろんな選択ができ

るようにフルレンジでないとだめだ。そうす

れば、人は生まれ育った街を離れなくていい。

自分のコミュニティで（必要に応じて移り住

むことによって）生涯を過ごすことができる。

老人たちも去たちのそばで暮らすことができ

る。家族を壊さずにすむんだ。若い人たちが

東京に行ってしまって、地方の漁村や農村に

老人たちだけが取り残されるなんてことはな

くなる。

　アメリカも同じような問題を抱えているん

だよ。たとえば、ニュージャージーには老人

たちが住んで、若者はデンバーに職を求める。

ニュージャージーには若者に十分な仕事がな

いからだ。それでは、老人たちがデンバーに

移住できるだろうかというと、それもできな

い。なぜなら、デンバーは車を運転しない人

は暮らせないような環境につくられてしまっ

ているからだ。これは完壁な社会差別だと思

うだろう？　しかし、いくらこんなふうに似

たような問題を抱えていても、やっぱりアメ

リカと日本では文化的な違いがある。

　ぼくはアメリカのことはしっかり把握して

いるが、日本のことは詳しくない。だからと

いって、簡単に間違ったことや考え方をして

しまうことは絶対するべきではないし、避け

るべきだ。どんな社会でも何か他の社会の新

しいものを持ってきて、見せられるとありが

たがる。とくに、その社会にたくさんのチョ

イスがない場合、新しいものはみんなをハッ

ピーな気分にしてしまう。それはいいことだ

ろうか？

簿錦馨磯騨華響霧響騨鱒舞簿鐸灘灘難難琴華嚢難舞i舞覇鰻鐸馨

難欝鑛講畿鑛嚢離購雛灘難馨離甕難鑛蕪羅藝濃謹藝§嚢藝鍵嚢醸馨霧馨

AD　オランダの話をしようか。

　とても有名で社会的地位の高い建築家たち

が集合住宅をつくった。とっても彫刻的な作

品をね。その建物はパブリックに公開されて、

建築家たちはたっぷり自慢している。それで

は、住民はどうだろうか。自分の住んでいる

所なのに、ベッドから出たら、誰から見られ

てもいいようにいつもお行儀よくしないとい

けないんだ。バックヤードだってパンッー枚

でうろうろしたりするのは許されない。その

くせ、彫刻的な形のおかげでバスルームもユ

ニットごとにひとつずつしかつくれない。へ

んてこな階段が部屋の中にあるから、そこを

ベッドルームに変えることさえできないんだ。

　でも、オランダでは住宅がとても高いので、

彼らはほかにチョイスがない。ぼくは聞いて

みた。「建築作品っぽいとこを減らして、もう

ひとつバスルームが欲しくありませんか？」

そしたら、固まって、みんな麻痺したみたい

になった。そんなこと考えたこともなかった

んだよ。
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AD　そうだ、君たちが興味を持ちそうなプロ

ジェクトがあるぞ。

　ニュー・ジャージーで200ユニットのコミ

ュニティのプランニングをしたんだ。ニュー

ヨークにはいろんなストリートがあるけれど、

その中でもみんなに愛されてる、ほんとに素

晴らしいストリートをそっくりそのまま、ニ

ュージャージーのプロジェクトにエミュレー

ト（emulate）、模倣したんだ。

　エゴと確信（certainty）の違いについて、

考えたことがあるかい。このプロジェクトの

とき、いろんな人がこう言った。「どうしてそ

んなに成功を確信できるんだい？」僕は

certaintyを知っていた。なぜなら、そのオリ

ジナルのストリートをよく見たし、自分で計

測したし、それに、みんながこのプロジェク

トのためにより多くお金を払ったことを知っ

ていた。それが一番正確なサクセスの秤じゃ

ないか？　みんなはその素晴らしいアイデン

ティティを買ったんだ。
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