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　はじめに

　エベネザー・ハワードが『明日一真の改革

に至る平和的道程』を出版したのは1898年の

ことである。その後ハワードは、1903年に第

一田園都市株式会社を設立し、レッチワース

の建設にとりかかった。その建設を果たした

後1920年には、第二田園都市ウェルウィンの

建設に着手している。1943年にはアバークロ

ンビー卿が、ロンドンからの人口と産業の計

画的分散を実現するために田園都市論をグレ

ーダー・ロンドン計画として展開し、戦後に

はこの計画に則って、数多くのニュータウン

がロンドン近郊に建設された。田園都市とニ

ュータウン建設の試みは、世界各国に広がり、

ハワードの田園都市論は、20世紀の都市計画

に最大の影響を与えた思想となったわけだが、

このような経緯の結果、田園都市論は多くの

場合、「；レッチワース、＝ウェルウィン」で

あり、「＝ニュータウン」として捉えられてい

る。

　ところで、このような枠組みでとらえる限

りにおいては、わが国ではもはや田園都市論

をことさら取り上げる必要性はほとんどない。

わが国の人口は2006年にはピークを迎え、

その後は減少の一途を辿ることが予測されて

いる。かつての高度成長期のような人口の大

都市圏への大量流入を予想することは極めて

困難であり、大都市郊外の新都市建設は現実

性に乏しい。むしろ都市化の成長社会から都

市型の成熟社会に移行しつつあるわが国では、

都市政策の焦点は、新規の郊外開発ではなく

既成市街地の再編にシフトしている。

　では、なぜ今再び田園都市なのか。それは

われわれが、田園都市論を構成する基本的な

考え方の中に、都市のフリンジの整序であろ

うと既成市街地の中心部の再生であろうと、

対象とするイシューによらず、現代都市のコ

ンテクストにおいても通用しそうな意義を見

出し得る可能性を感じているからに他ならな

い。

　「新田園都市国際会議」と名づけられた先般

の会議は、まさにそのような可能性に対する

ヒントを得るにふさわしい場であった。以下

は、会議の議論に啓発された、田園都市論の

現代的意義に関する筆者の覚え書きである。

｝ ｝藍

1．ソーシャル・シティ

　田園都市論は、いくつかのキーとなる基本

的コンセプトの集合として捉えられるが、そ

の第一のコンセプトは、大都市からの人口と

産業の計画的分散である。

　ハワードは、過密化した中心都市の周囲に、

グリーンベルトによってガードされた人口

30，000人程度の新都市を建設し、そこが満杯

になればさらに新たな独立田園都市を次々と

建設することを提案した。そして、それらの

問に放射・環状の交通ネットワークを整備す

ることによって、都市圏全体としての成長の

あり方を示し、このような中心都市と田園都

市群からなる都市圏の構成コンセプトを、「ソ

ーシャル・シティ」と呼んだ。

　すでに述べたように、このような大都市圏

の成長コンセプトは、人口が増加しないわが

国では、一見すると時代遅れと受け取られが

ちである。しかしながら、筆者が本誌前号で

紹介したように、田園都市論の母国イギリス

ではピーター・ホールらが、モータリゼーシ

ョンの進展などにより継続する大都市からの

人口分散現象と「持続可能な開発」を両立さ

せる理念として、「ソーシャル・シティ」を咀

囑し、公共交通機関によってネットワークさ

れたクラスター状都市群「ソーシャブル・シ
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ティ」を提唱している。

　前号にも書いたが、筆者はわが国の都市で

は、「戦後日本を通して観察された分散指向ベ

クトルは、その一部を都心回帰指向ベクトル

に取って代わられつつも、もう一方では新た

な分散指向ベクトルを生み出すことで、都市

の拡散と集中に複雑な力学を生成させている」

と見ており、このような意味では、ホールの

提示する「ソーシャブル・シティ」は、わが

国のコンテクストにおいても一定の互換性を

有していると考えている。

　ただし、現代イギリスのコンテクストとの

違いにも言及しておく必要はあるだろう。第

一に、総人口という観点からすれば大きな増

加は見込めないものの、ロンドンに限って言

えば、1989年から2000年までで60万人の増

加を記録しており、1980年代初頭に680万人

まで減少した人口は、2015年には800万人を

超えると予想されている。またがってほどで

はないとはいえ、依然として一定程度の外国

人労働者を受け入れているので、高齢化とい

う観点からはわが国の方が圧倒的に進行する

ことになる。第二に、わが国の特に大都市圏

では、すでに公共交通機関とりわけ鉄道のネ

ットワークの発達が著しい。第三に、イギリ

スではモータリゼーションの進展と既存大都

市中心部での環境条件により、業務の分散が

既にかなり進行しているが、わが国では様々

な業務分散の政策にもかかわらず、そうでも

ない。

　このような点を考慮すれば、わが国の大都

市圏では、「ソーシャブル・シティ」の提案す

る公共交通と新規開発のパッケージよりは、

より既存の駅周辺での住宅および業務を複合

させた高密度開発が望ましいと考えられる。

言い換えれば日本版の「ソーシャル・シティ」

とは、既存の交通拠点とそうでないところと

の密度のメリハリをつけることによって、既

存の公共交通ネットワークを生かした高密度

写真1　レッチワースの住宅地風景。豊かな緑の中に低密度

に住宅が配置されている

家とまちなみ45　　2002．3

クラスターを構築することということになる。

このことは、極端に言えば種地や需要があれ

ばどこでも高密度を許容するような現在の大

都市圏の再生策は適切とはいえず、比較的広

域にわたって適切に密度を配分するようなマ

スタープランの存在の重要性を意味している

といえよう。

纏節骨灘．洞爺難民鑓二二雛懲囎麺

　2．都市と農村の結婚

　田園都市論を構成する第二の基本的コンセ

プトは、「都市と農村の結婚」である。ハワー

ドは有名な「3つの磁石」の図によって、田

園都市は都市と農村の両方のメリットを享受

できる都市として人々に示した。

　現代日本のコンテクストにおいて、「都市と

農村の結婚」の意味するところは、最低3つ

あると思われる。

　1つはいうまでもなく、都市環境と自然環

境の調和である。今日、市民の環境問題に対

する関心の高まりもあり、およそあらゆる都

市開発において自然環境への配慮、調和が求

められていることはいうまでもない。

　もちろん、ハワードの時代と現代とでは

「環境」の意味するところは大きく異なってい

る。ビクトリア期の重厚長大型産業の隆盛期

であったハワードの時代には、新鮮な大気、

良質の水に代表される生命体としての人間の

健康を保障する環境が自然環境だったのに対

して、現代は水とのふれあいや風景といった

アメニティとしての自然環境、あるいは省エ

ネ・省資源、二酸化炭素やフロンガスの排出

抑制に代表される地球環境的な視点からの自

然環境がより重きを増している。当然のこと

ながら、都市開発における自然環境との調和

も、太陽光発電、雨水の再利用や屋上緑化と

いった形で、古典的な田園都市とは全く異な

っているものの、その精神としては共通する

ところがあるといってもよかろう。

　第二は、都市的生活と農村的生活の共存で

ある。このことは、ハワードのいう「都市と

農村の結婚」そのものでもあるわけだが、ハ

ワードはこれを同一の時間に同一の空間、す

なわち田園都市で達成しようとした。しかし

ながら、生活価値観の多様化が進み、しかも

モビリティと情報化が発達した現代において

は、必ずしも同一時間、同一空間でなくとも

都市的生活と農村的生活の両方を享受するこ

とは可能となってきている。わが国でも、マ
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ルチ・ハビテーションや退職後の1ターン現

象など、都市的生活と農村的生活の新たな共

存の形が出現し始めており、個人の生活にお

ける「都市と農村の結婚」が広がりを見せ始

めている。

　第三は、コミュニティである。乱暴を承知

で述べれば、現代日本では、伝統的地縁型の

コミュニティは農村に依然として強固であり、

都市ではそのようなコミュニティが薄れるの

と対応して、会社や個人の趣味のつながりを

通して築き一ヒげられた新しいパーソナル・コ

ミュニティが台頭してきている。すぐ上で述

べたように、都市的生活と農村的生活の共存

に多様な形態が発生してきていることを考え

れば、農村に代表される伝統的地縁型のコミ

ュニティと、都市に代表されるパーソナル・

コミュニティが融和した新しいコミュニティ

のあり方を模索することが、まさに「都市と

農村の結婚」の現代的解釈の1つとなろう。

暗黒幾懲麟鎧麟　起 ｝　留　鞭

3．住宅地の空間像

　田園都市論の中でも、住宅地の空間像はわ

が国では最も熱心に輸入され、研究され、そ

して実践されたものといえよう。もっとも、

住宅地の空間像の大部分はハワードではなく、

田園都市論に共感し、レッチワースの設計を

手がけたレイモンド・アンウィンとパリー・

パーカーによって生み出されたものである

（写真1）。とはいえ、この空間像とそれを具

現とする設計の規範は、良好な郊外住宅地の

基準として、世界各国で採り入れられること

になった。

　田園都市論を世界に普及させたという意味

では、最もパワフルなコンセプトともいえる

が、ジェーン・ジェイコブズをはじめとして

これに対する批判も少なくない。その批判を

集約すれば、都市と住宅の関係の分離、およ

び多様性の欠如の2点となろう。

　都市と住宅の関係の分離とは、田園都市の

住宅は都市生活と切り離されている、言い換

えれば、住宅空間が都市の公共空間で営まれ

る人々のパブリック・ライフと有機的に関連

づけられていないという批判である。一方の

多様性の欠如はいうまでもなく、田園都市的

住宅地の居住者は均質化されており、多様性

に欠けるという批判である。

　いわゆるニュー・アーバニズムは、このよ

うな批判に対応して台頭してきたものと考え
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写真2　イギリス、ドーチェスター郊外、パウンドペリーの新規開発。レオン・クリアーのマスタ

ープランによるこの住宅では、住宅と街路の関係が意識されている。また、個々の住宅デザイン

はデザインコードによってコントロールされている

卍
繋

ゴ3

写真3同じくパウンドペリーの新規開発。街のところどころに広場が配置されている

ることができよう。したがって、都市のパブ

リック・ライフを活性化させるような住宅と

公共空間の関係が模索され、アフォーダブル

住宅や社会住宅を含めることで、居住者層に

多様性を確保しようとしているのである。

　写真2、3は、イギリス南西部の小都市ド

ーチェスターで現在行われている開発である。

パウンドペリーと呼ばれているこの開発は、

既成市街地の拡張として行われている新規開

発であるが、もともとの土地所有者はコーン

ウォール公、すなわちチャールズ皇太子であ

り、皇太子が建築家レオン・クリアーにマス

タープランを依頼した開発として知られてい

る。その基本コンセプトは「経済的、環境的、

社会的に持続可能な開発の形態」として定義

されている「アーバン・ビレッジ」の建設で

ある。アーバン・ビレッジは、（1）複合用途開

発、（2）多様な保有形態、（3）比較的高密度、

（4）高品質のデザイン、（5）公共交通、自転車、

徒歩優先、（6）職住近接による独立性の確保、

（7）コミュニティの関与、などによって特徴

づけられるが、いわばニュー・アーバニズム
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写真4　イギリス、マンチェスター、ヒューム地区の再開発。伝統的コンテクストである街区の形

成を意識した住宅であり、複合用途も実現している
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のイギリス版といってもよい。

　写真からわかるように、田園都市とは異な

り、かなり住宅と公共空間である街路や広場

との関係を重視した空閲デザインを採り入れ

ている。また写真では識別できないが、これ

らの住宅はタイプ、保有形態に多様性がもた

せられ、また高齢者対象の社会住宅なども含

まれることによって、開発全体として、均質

化されたコミュニティではなく、バランスの

とれたコミュニティの形成が促されるように

なっている。

　パウンドペリーは新規開発であるが、既成

市街地の再開発にアーバン・ビレッジのコン

セプトを採り入れた例が、マンチェスターの

ヒューム地区の再開発である（写真4）。ヒュ

ームは1960年代に建設された住宅団地がスラ

ム化したため、それを1990年代に建て替えた

再開発であるが、団地内に周辺のコンテクス

トを意識した街路が再建設され、やはり街路

という公共空間と住宅の関係が重要視されて

いる。またこちらでは複合用途によって、都

市活動の多様性が意図されていることも見て

とれるだろう。

　このようなアーバン・ビレッジの空間像を

現代のわが国にあてはめれば、町家やそれに

代わる都市型住宅の空間像ということになろ

う。環境問題や高齢化を考えれば、最適かど

うかはさておき、有力な選択肢の1つである

ことは確かである。

　かつて田園都市の住宅は、ほとんど全ての

人にとっての最終的な棲家像であり、住宅双

六のあがりに位置していた。今日少なくとも、

そのような状況は変わってきており、この意

味では、住宅地の空間像という点では田園都
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市の意義は薄れてきている。しかし、その意

義が完全に消滅したわけではない。

　まず第一に、唯・一といってもよい住宅地像

から、多様な住宅地像の選択肢の1つへと変

化したものの、依然として人々が求める理想

住宅地であるという事実は変わらない。田園

都市の提供した郊外住宅地像は、戸建て指向

が依然として強いわが国にあっては、引き続

き重要な選択肢であり続けるだろう。

　第二に、レッチワースの住宅もパウンドペ

リーの住宅も、デザイン面で共通している点

があることに気づく。レッチワースの住宅の

設計にあたって、アンウィンはエセックス地

方の伝統的集落を念頭においていたが、パウ

ンドペリーではド一下ット地方の伝統的集落

がイメージされているからである。いずれも、

デザインに非常に強いテーマ性が与えられて

いると同時に、ヒューマンスケールとその地

方固有のバナキュラーなデザインが強調され

ており、そこに機能重視の近代主義に対する

アンチテーゼを感じるのは筆者ばかりではな

かろう。

平野灘麺聾灘門中噸雛響餐灘藁凹型

　4．都市の自立経営

　ハワードは、田園都市は資本家によって出

資設立された株式会社によって開発され、地

主である株式会社が土地や建物を居住者に賃

貸し、その賃貸収入を株式会社が再度インフ

ラの整備に投資するというシナリオを描いた。

田園都市論が他の理想都市論と決定的に異な

っているのは、それが田園都市の実現のシナ

リオを綿密に検討し、描き出している点にあ

る。この意味では田園都市論の核心ともいえ

る「都市の自立経営」の理念だが、わが国で

はこれまであまり力点が置かれておらず、そ

れが取り上げられる場合は、開発利益の公共

還元というコンテクストにおいてがほとんど

だった。

　ハワードの理念に従って、レッチワースは

株式会社によって開発運営され、その後、会

社法人を経て、現在は財団がその運営にあた

っている。とはいえ、このような例はイギリ

スでも極めて特殊である。都市の経営はわが

国と同様に、イギリスでも一義的には自治体

の責任である。ハワードの提唱する株式会社

による「都市の自立経営」は、その方式自体

も検討に値するだけの現代的意義を有してい

ると考えられるが、当面の現実の問題意識と

r〕
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しては、その精神を現代に照らしてどう解釈

するかということになろう。

　開発利益の還元論から見れば、ハワードの

「都市の自立経営」論は、地域への投資は地域

から回収するという論理構成として捉えるこ

とになるが、筆者はむしろ「都市の自立経営」

の核心は、地域から得られた収入を再び地域

に再投資する点にあると考えている。そのよ

うに考えると、ここでいう株式会社は、営利

を目的とした会社ではなく、現代的にそれを

解釈するならば、民間の非営利法人、すなわ

ちNPOという方が正しい。このNPOは、テ

ナントである地域の住民と密接な関連を保ち

ながら、住民の付託によって地域の管理を行

っているのである。

　このように考えると、「都市の自立経営」の

精神とは、住民の自発による地域の管理と、

そこへのNPOの関与であるといってもよかろ
う。’ ﾟ年わが国でも、全国各地でまちづくり

協議会が設立され、地域の運営管理に関わる

ようになってきた。しかし、これらのまちづ

くり協議会の活動は、ほとんどの場合、無償

もしくはわずかばかりの運営資金で、基本的

には住民の良き意志に基づくボランティア精

神に依拠してなされている。田園都市論のい

う「都市の自立経営」の精神は、まさにまち

づくり協議会を、財政的な安定を．一定程度に

確保させたNPO化すること、言い換えれば、

住民の自発的な地域の管理を、NPOという道

具建てを用いることによって独立した専門領

域として確立することの中に生きてくるので

ある。

　さらにこの議論を発展させると、ハワード

の「都市の自立経営」の考え方は、都市、す

なわち人々が集合して居住、活動する場にお

ける「公的なもの」とは何かという問いに対

して、様々な可能性を提供してくれるように

思われる。少なくともハワードは、地域が地

域の自発によってその管理に携わるとき、そ

の主体は何であれ、それは「公的なもの」と

同等にみなすことができると考えていたに違

いない。実際ハワードは政府というものを

信頼していなかった。だからこそ、「公的なも

の」を政府以外の主体に見出そうとしたので

ある。

　このような見方は、長く「公的なもの」＝

「政府」という図式が定着していたわが国では

新鮮である。日本では、「公的なもの」とは何

かという問いかけが始まったばかりである。

地域の公共性とは何か、あるいは地域の公的

な主体とは何か、それは政府とどう異なるの

か、などまだまだ議論すべきことが多い。「公

的なもの」＝「政府」という図式から脱却し、

公共性の再編を行うために、ハワードの「都

市の自立経営」論は、大きな手がかりを与え

てくれそうな予感がしている。

下鮎　懸鷺難羅灘欝欝魏翻三脚麟
　5．残された課題

　これまで、田園都市論を構成する「ソーシ

ャル・シティ」「都市と農村の結婚」「住宅地

の空間像」「都市の自立経営」の4つの理念に

ついて、その現代的意義を考察してきた。そ

の内容はあくまでも筆者の覚え書きであるか

ら、それぞれについて議論すべきところはま

だまだあろう。しかし、それはさておいたと

しても、依然としてまだ2つの大きな課題が

残されている。

　その第一は、『明日』の副題に『真の改革に

至る平和的道程』とされていることが何より

も物語るように、こういつた田園都市論を通

じて、ハワードが最終的に思い描いていたこ

とは、社会改革であったということである。

では現代日本における新田園都市論にも、究

極の目標として社会改革があるとすれば、そ

れはどのような内容のものとなるのであろう

か。言いかえれば、「社会改革」の現代的意義

である。

　第二は、ハワードの田園都市論が、様々な

理念を具現化したパッケージとしてレッチワ

ースを提示したように、新たな田園都市論は

どのような「レッチワース」を示しうるかと

いうことである。このためには言うまでもな

く、田園都市の個々の理念についての現代的

意義を、再度、パッケージとして組み立て直

すという作業が必要となる。

　第一の課題に対して、あえて筆者の現時点

での仮説を述べれば、新田園都市論の目指す

社会改革とは「国家依存型社会からの脱却と

市民社会の確立」ということになる。第二の

課題については、新田園都市論の「レッチワ

ース」は、ひょっとするとレッチワースのよ

うな具体的な都市の集住形態ではなく、非空

間的な集住の理念のような予感がしている。

　これらはあくまでも仮説であり、予感であ

る。だが、100年後の現代においてもこのよ

うな仮説や予感をもたらす創造力を備えたハ

ワードの田園都市論は、やはり奥深いという

しかなかろう。
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