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　前回はニューアーバニズム会議（CNU）報

告として、現在話題になっている具体的トピ

ックをあげ、アンドレス・デュアー二のイン

タビューのつづきを報告した。今回は2001年

ll月に行った取材をもとに、ニューアーバニ

ズムの思想で開発されたいくつかの商業施設

を取り込んだプロジェクトを示しながらサイ

トプランナーという環境デザイナーの目から

レポートを続ける。

　ニューアーバニズムは、アメリカでも住宅

地開発としてはまだマイナーな存在である。

またニューアーバニズムというタイトルはつ

けていなくても、同類の目標を達成し成果を

あげている開発は多々ある。ローカルな建築

家やランドスケープ・アーキテクト、研究者

のなかには、今さら言うまでのことはなく、

すでに前から地道にやっていると考えている

人々は多い。私のアメリカ人の元同僚や知人

からもよくそう言われる。

　私は決してニューアーバニズムの専門研究

者ではないが、ここ30年程のアメリカの都市、

住宅デザインの多様でローカルな努力が顕在

化して集積しつつある計画手法の枠組みとし

て、また実践具体例として興味があるため追

っている。

　CNUに参加してみてニューアーバニズムの

展開手法で参考になるのは、それぞれ個性あ

るデザイナーたちが、集団で彼等の計画・デ

ザインの成果の要点をすくいあげて、ひとつ

のキャッチフレーズで集約し、全米規模の組

織を立ち上げイニシアチブをとって、一般人

にもわかりやすくプロモーションしていく知

的道具を生み出す手法である。それは、数々

の個々の努力を定着させ、次の展開に向けて

パワーを生み出すのに一役買っている。また
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彼等が良く使う用語プラックティス（実践）

にもとづいていることが、パワーの源である。

表現された空間は、商品サンプルとして人目

に触れ次のプロジェクトを呼び込む最良のマ

ーケティングツールである。共通の志と目的

を持った計画設計者集団が、戦略的に促進す

る計画設計商品サンプルである。建築家が主

導、設計するまちづくりである。その強みは、

魅力的な空間づくりを一定の開発区域内で連

続させることができる点にあると思う。日本

ではいわゆる都市計画と住民のはざまで、空

間づくりのプロである建築家が介在するのは

難しいとされる。

　もうひとつは重要なのは、そうした運動の

成果として、後継者が、育って継続している

ことだ。今回紹介するフェアビュー・ビレッ

ジは、第2世代のニューアーバニストが手掛

けたものだ。またカルソープ・アソシェイツ

のような大御所の事務所でも第2世代の手に

よってアイデアが着実に成果となって現われ

ている。そこではタウンデザイナーとして、

建築家の資質が都市デザインの過程で問われ

てくる。

　ニューアーバニズムの話をすると「日本で

も昔から考えていた」という反応を良く聞く。

例えばコンパクトネスやウォーカビリティ、

ディバーシティ（多様性）などの概念は、日

本でも60年代以降のニュータウンづくりなど

から議論されてきたという。そもそも日本の

既存市街地から学んだところもある概念だ。

なのに日本で開発された空間の発するエモー

ションの質がネガティブで快適性がどうも劣

るように思うのは私だけだろうか。「日本でも

昔から考えていた」のだとすると、その責任
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は、都市計画の側よりもデベロッパーや建

築・環境のデザイナーにあると考えられる。

同じ考え方やコンセプト、デザインガイドラ

インに基づいていても、建築家やランドスケ

ープ・デザイナーの質によって空間の質が変

わってくるのは当然だ。またマーケティング

の質も同様である。いくら利用者の調査を行

ったところでそこから新しいマーケットのア

ィデァが浮かび、空間系デザイナーの質が上

がるとは思えない。教育現場にいても日本の

現状で空間系デザイナーが、タウンデザイナ

ーまたはその一員として参加する意識を持つ

には時間がかかりそうだと感じる。

　アメリカを旅していて感じるのは、個々の

デベロッパーやランドスケープ、建築、イン

テリアデザイナーの感性の質が高いことであ

る。どんな質かというと、たとえば「歩ける

まち」と「歩きたくなるまち」、「持続可能な

環境」と「持続させたくなる環境」の違いを

つくる質である。性能は20年もつほど良くて

も3年で乗り換え捨てたくなる車と、3年でガ

タがくるが20年以上乗り続けたくなる古いイ

タリア車の違いをつくる質。スターバック

ス・コーヒーの成功に関係する都市との連続

性をもった空間的な質といったものである。

　「エモーショナル・インボルブメント」と

言う言葉を今回の取材で聞いた。最も重要な

「住民参加」は住民が街を楽し気に使うことで

ある、と私は考えている。そうした住民の参

加を得るには計画とデザインで人々を巻き込

むことになるのだが、そこで重要になるのは

商業空間の質であると思う。

　東京都心特に高層住居への移住が進んでい

る。人々は都心の何かの質に引かれているの

だろうか。明らかに言えるのは、通勤時間の

短縮によるストレス軽減であるが、都市の魅

力を感じて移住しているのだろうか。

　たとえば東京都心には、アメリカの住宅地

商品が重要視する良質で安全な商業空間との

近接がすでにある。アーバインやバックヘッ

ドなどの郊外のエッジシティは都心レベルの

高級商業施設と必ず隣接している。ただし車

でないと近づけない。シーサイド以来ニュー

アーバニズムのプロジェクトは、住居から歩

いて行ける距離に安全な商業空間があり、小

型で質の高い商業空間を内包することを目指

写真1　商業空間によって魅力的な街になるニューヨークの

古い建物とそのストリート・ウォール

してきた。そうしたエッジシティの良さとニ

ューアーバニズムの流れを含んだ試みが中心

市街地でも実現しつつある。

　中高層住宅が林立する超高密度の都市とい

えば、昨年のCNUが行われたニューヨークの

マンハッタンである。そこで市の計画課から

聞いた話によると、マンハッタンでは、高層

ビルの壁をストリート・ウォールと呼び、必

ず通りに対して隠江か透明な部分を設けると

いう規制がある。つまり公共のために舗装空

間しかなかったりする無責任な公開空地では

なく、カフェやレストランやショップテナン

トの入る公開ファサード部分である。そうし

た空間が通りをつなぐことによって、上層階

には何があろうがマンハッタンの街は歩きた

くなる魅力を維持している。また安全な通り

づくりにも役立っている（写真1）。

　ロサンゼルスの北にあるパサディナ市の中

心市街地再開発によって昨年オープンした

「パセオ・コロラド」は、マンハッタンのよう

に低層部が公開されている。低層部は、屋外

型ショッピングモールで、中高層の住宅がそ

の上に建って同居している。既存の街区は、

駐車場を含めた日本でいうマンションや業務

ビルの占有空間の連なるつまらない街区では

なく、ショップフロントの連なるストリート

やプラザになった。ここの住民はもちろん、

周辺住民もオープンモールのため、弁当を食

べたりイベントを散策したりして安全に地上

部分を楽しむことができる。テナント構成は、

エッジシティに見られる高級指向であるが、

サンディエゴのフォートンプラザのような立

体駐車場で閉鎖された空間ではない。また住

居ゾーンと商業ゾーンが平面的に別れていな

いで重なっている。そうした空間構成からデ

ィテールの演出にいたるまで「歩きたくなる

まち」をつくろうとしているのが読み取れる。

ただし、ほとんどの人は新しい公共交通がで

きるまでは車でアクセスすることになる（写

真2、3）。
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写真2　既存街路と同じ幅の地上レベルプラザからみた住宅棟と1、2階にある

店鋪群
写真32階のパティオ広場からみた住宅と店鋪

　カリフォルニア州オレンジ郡の初期に開発

されたブレア市は、中心地区のインフィル再

開発で大きな従来型スーパーマーケットを取

り込みながらストリート型ダウンタウンをつ

くった。映画館や大型ショップなども共同駐

車場を通りの後ろ側に配し、街区にファサー

ドが並んでいた伝統的なアメリカのメインス

トリートに戻そうとしている。既存の主要道

路の幅員が広すぎてうまくストリートの親密

感が出ていないところもあるが、意欲的な試

みである。主要道路に直行する通りは、背後

に隠した立体駐車場とともににぎわいを出す

路上駐車を積極的に導入したり、オープンカ

フェやオーニングのはり出しなどをうまく使

って魅力的な一角をつくっている（写真4）。

　隣接するスーパーマーケットは、広大な平

面駐車場があるが、道路側には小型のテナン

トが入るストリート型店開を配置している。

またコーナーには3面開放のスターバック

ス・コーヒーを誘致して、スーパーマーケッ

トへのゲート空間をつくっている（写真5）。

　そのダウンタウンとともに計画された隣接

住宅地は、100m2前後の小型で若い世代や低

所得者でも買えるタウンセンター型とでもい

える一戸建てである。ガレージのある通りを

完全な専用アレイではなく、玄関の混在する

生活道路として、緑道を設けてそちらにも玄

関を持つユニットを配するなど、日本の住宅

地に参考になりそうなデザインが施されてい

る。一部の緑道は、ダウンタウンへ向かって

延びており、歩行を促す空間となっている

（写真6、7）。

　街頭でインタビューを行ったところ、低所

得者というよりも、この立地やコンセプトを

好きで移って来た人が多いようだ。ダウンタ

ウンまでは、よく歩いて行くらしいが、スー

パーマーケットは買い物袋を持つのが重いの

で近くても車で行くとの答えだった。同行し

た日本の若者は近くのコンビニでも車を使う

麟鑛

写真5スターバックスとコーナー広場でつくるゲート空間

■

写真4ブレア市再開発ダウンタウンのメインストリート・コーナー
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、

写真6　ダウンタウンへむかう「アシュ・ストリート・コテ

ージ」の緑道
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図1、図2　ブレア市の商業住宅隣接型インフィル再開発の住宅地「アッシュ・ストリート・コテ

ージ」の住宅プランの一部。生活道路（ガレージ側）から入るタイプと緑道から入る逆のタイプ。

両方ともキッチン／ヌックが緑道または植栽帯のあるストリートに面する。延べ床面積は140～

150㎡程度。敷地は60坪程度で庭が小さい（Baywood　Development　Group》

写真7緑道の一部

■

と言っていたので、当然か。子供たちもダウ

ンタウンを待ち合わせの場所に使ったりして

活用しているらしい。

　住宅そのものは、4タイプのプランで、床

面積が少ないことをうまく利用したかなりユ

ニークなものになっている。ガレージが別棟

になっていて、その2階がアトリエとして使

えたり、キッチンが通りに面していたりする

プランもある。全てのユニットに玄関ポーチ

やバルコニー、パーゴラなどのなんらかのペ

デストリアン・フレンドリーな街路空間をつ

くる要素が必ず付いている。そうした要素は、

住民の手で花を絡ませたり、ベンチを置いた

りして演出され、クラフトの居場所になって

いる。コーナーに位置する住宅をガレージの

ある裏から観察していたら、住人に呼び止め

られ「表を飾ってるから見て行ってくれ」と

わざわざ言われた。また通りを歩いていると

2階で集まっていた若者に声をかけられたり

するなど他の住宅地ではあまり体験したこと

のない反応があった（図1）。

饗

　アギービレッジは、カリフォルニア大学デ

イビス校の一部の敷地を使った、デイビス市

中心地区への高速道路からの入口に位置する

小規模な混在型住宅地である。カルソープ事

務所が計画したプロジェクトで、計画と実際

の完成物は異なっているが、興味深い要素の

混在アイデアとデザインが施されている。

　まず商業施設と大学の教育用ガーデンパテ

ィオ、それに囲われた公的広場、住宅エリア、

児童研究用の保育施設、そして河川が混在す

る4つの小街区を合体して計画している。一

見バラバラに見えるがランドスケープがそれ

らを結んでいるのがわかる。また商業施設も

その意図を汲んだフレンドリーな構成となっ

ている。ここで重要なのはカフェを取り込ん

だ本屋「ボーダーズ」の存在であると思う

（写真8）。

　住宅ユニットはそれぞれスタイルは異なる

ものの、100坪程度の敷地で、母屋の後ろに

「グラッド・フラット」と呼ぶアトリエやアパ

ートとして貸すこともできる離れが付いてい

る。計画当初は、ガレージが1階にあるアレ

イ向きのものだったが、実際はアレイをなく

し緑道に沿った1階建てに変わっている。生

1瀦険

写真8アギー・ビレッジのデイビス・コモン

家とまちなみ45
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図3　アギー・ビレッジの実施されたサイトプラン。計画案ではアレイやコミュニティ農園などの

アイデアが入っていた。デイピス・コモンと呼ばれる広場に開いた商業施設は、ショップ・フロ

ントが広場を活かし、街の入り口にふさわしくなっている。住宅側にも柔らかく連結させるフッ

トパスがある（資料提供：Ca【thorpe　Associates）

写真9緑道のストリート・シーン
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活道路は駐車アクセス側になっていた。緑道

側は魅力的に緑化されたツリーハウスやコテ

ージのような親密感があるが、少し使われて

いない寂しさが感じられたが、インタビュー

では好評のようだった（写真9、図2、3）。

　オレゴン州ポートランド郊外フェアビュー

市にあるフェアビュー・ビレッジは、さらに

混在のユニークなアイデアが実行されている。

この民間600戸の住宅地敷地内には、学校を

はじめ大形生活雑貨店と郵便本局を内部に誘

致しつつ、リブワーク・ユニットと市立図書

館、そして市役所までストリート型の条件を

つけて誘致している。そうした公共施設は駐

家とまちなみ45　　20023

車場をできるだけ後ろに配し、通りに対して

顔を向け、この住宅地の建築ガイドラインを

守って建てられている。

　タウンプランナーとデベロッパーはもちろ

ん、現地で説明してくれたの不動産会社の販

売担当者までもが「ヴィスタ・ターミネーシ

ョン」（アイストップと似た概念）というコン

セプトを共有し理解していた。完成までには

あと3年ほどかかるとのことだったが、リブ

ワーク・ユニットのひとつはカフェになって

いて住民の交流の場になっていた。また敷地

内にある自然の川をうまく取り込んでおり住

民の散歩ルートにもなっている（写真10、11、

図4、5）。

　このビレッジは、数々の受賞をしている。

オレゴンの環境保全と開発の調和に対して与

えられる賞も住宅地で初めて受賞した。タウ

ンプランナーのLCA（レネッツ・コーイル・

アソシェイツ）は、ケントランドをまとめた

レネッツ氏率いるDPZの出身者たちだ。彼等

を雇ったデベロッパーのホルト・アンド・ホ

ーグ社は、2人の伝統的なビレッジづくりへ

の夢を持った人物と合計6人の社員しかいな

い小さな会社である。「アイデアさえあれば、

ふつうの人が住宅地を開発できるのだ」と副

社長のジョーンズ氏は語った。個人が役所を

誘致して街をつくることもできるのである。

　エリザベス・プラターザイバーグ氏は、「ア

メリカ人は自分の家にモダンデザインを心の

底から受け入れることはありませんね。『ホー

ム』は私たちにとってとても重要な場所で、

心理的な安心感や安定感を求めることができ

る、唯一最後の拠り所と考えています」と、

本誌43号のインタビューで述べている。工業

化時代を過ぎ、アメリカでは自分たちがどん

な空間を欲しがっていたのかがだんだん見え

てきたようだ。

　渾沌とした日本の都市の住環境は、たとえ

ばジャン・ヌーベル氏のような海外の建築家

に、関係性を持たない物や空間の重なり合い

の美しさとして再評価されたりするのを救い

とするしかない。渾沌とした状況で実はいい

のかもしれない。一方、さまざまなところで

指摘されていることだが、多くの人が「心の

病」にかかってしまって、「都市環境に人間の

エモーションをかきたて、交流の喜びを実現
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写真10　路地空間。突き当たりの建物を印象的に見せるビ

スタ・夕一ミネーションの事例

写真11自然護岸を活かした川をうまく取り込んでいる

できるようなデザインを施そうとしている」

ところを求めているのではないだろうか。ま

た本誌44号の座談会で都市プランナーの蓑原

氏が指摘しているように、19世紀と20世紀の

忘れ物として、モリスやラスキンの流れが消

え、人間のほんとうの感1生に根ざしたものや

空間の評価の仕組みがなくなってしまったた

めに、現在の状況をまず専門家が消化してい

ない。その復活はデベロッパーやデザイナー

自身の資質と意識の重要な課題ではないかと

思う。

　すべての専門家は、いまの仕事ではすぐ使

えなくても、本当に欲しい空間と環境を感性

を動員して思い描く必要があると思う。借り

物の理論ではなく「専門家の夢」をである。

文化センターより一件のバーやカフェが重要

かもしれない。そして日本の都市デザインも、

まずビジョンとその表現なしには始まらない

気がする。本誌44号で九州芸工大の西山先生

が指摘するようにニューアーバニズムは、絵

的表現の多用で従前の計画と比較したりビジ

ョンを示したりすることで説得力を得ている。

カルソープ・アソシェイツのグランツ氏や

LCAのクアマー氏は、そうした地道な教育的

努力が専門家にも住民にも重要であると語っ

ていた。

（本調査は、文部科学研究費補助金により行ったもの

である）
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図4　フェアビュー・ビレッジのサイトプラン。3年後にはいろいろな形式の住戸ユニット総計

600戸と4haの商業施設敷地、約4000㎡の業務空間が、約35haの全体敷地の上に完成する（資料

提供：Holt＆Haugh　Companies／Lennertz　Coyle＆Associates，　llc，）

凡例：1）フェアビュー市役所　　2）マーケット・スクエア　　3）タウンハウス

　　4）一戸建住宅　　5）シンボルの石橋　　6）会社オフィス

　　7）リブワーク型（店晒一体型）タウンハウス　　8）フェアビュー市郵便局

　　9）フィットネス・センター　　10）シピック・スクエア（市民劇場広場）

　　11）教会用地　　12）アパートメント（賃貸集合住宅）　　13）ウッドランド小学校

　　14）保育園／幼稚園　　15）アンカー型商業施設（グローシャリー）

　　16）専門職型小オフィス　　17）デュプレックス（2戸建）

　　18）フェアビュー市立コロンビア図書館
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図5　フェアビュー・ビレッジを従前型の計画で行った例

（上）と現状の土地利用図（下）の比較（資料：Ph【11ip　J．

Shinbein，　Multlmodal　Approaches　to　Land　Use
Pbnning，　ITE　Journal，03－1997）
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