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　新田園都市国際会議の印象

蓑原　まず、齊木さんから、今回の新田園都

市国際会議の総括というか、感想をお話し願

えますか。

二四　一度に総括というのは大変難しいこと

ですが、はじめは、20～30人でこぢんまり

議論する場を設定する予定でしたが、会議に

これだけ大きな反響があるとは思いもしませ

んでした。やはりレッチワースには歴史があ

り100年間のストックはいろいろな人たちに

影響を与えている厚みを強く感じました。

　分野も立場も異なる方々が参加された議論

は、ただ単なる計画論や景観の問題だけでは

ありませんでしたが、特に印象的だったのは

コミュニティの問題をもっと議論して展開し

なければいけないということでした。

　それから、地域マネージメント。これは、

レッチワース財団長官のスチュアート・ケニ

ー氏が、「財団利益のコミュニティ還元」とい

う言葉を初めに出しましたけど、そのことは

全体を通したテーマだったと思います。さら

に、ニューアーバニズムのメンバーが一緒に

参加してくれたことは、今まで田園都市の話

が歴史の中でしか語られてなかったものが、

現代の問題として引き出されるきっかけにな

りました。

　議論が少なかったのは、もしかするとすで

に時代がシフトしているのかもしれませんが、

「環境共生」の議論があまり出てこなかったよ

うに思いました。それから、住民側の関わり

方、開発者側の関わり方、行政側の関わり方、

の連携のシステムがなかなか見えてこない。そ

のへんのつらさは感じました。

　全体としては、何か新しいものが出てきた

というよりは、さまざまな分野で議論されて

いたものがひとつのテーブルの上に載せられ、

それぞれの具体的な提案の中で実践をしてい
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かなければならないと感じました。

　総括は来年の7月のレッチワースでの国際

会議に向けてまとめています。そこでアジア

からの発言をするということが最終的な私た

ちの役割かと思っています。今まではどちら

かというと計画の理論を西欧から与えられ放

しだったわけですが、今回は逆に提言ができ

ると考えて、その準備をしているところです。

渡辺　私としてはケニーさんの言葉で、レッ

チワースでは「世代を超えて私たちは永久に

ここに住みたい」と言っている人がいる、と

いうこと。それが、私にとっては一番、直感

的におもしろかったなと思う発言でしたね。

　それにはいろんな意味があって、たとえば

彼らはイギリスの都市計画に対して誇りを持

っているんですね。それは逆にいうと「都市

計画」という技術に対して社会側からの信頼

性があるということです。住んでいる人は、

やっぱりそれだけの喜びを持って都市計画技

術というのを受け止めて、「永久に」なんて言

っているんだと思う。だけどそれは、われわ

れがイメージするような日本の法定都市計画

という狭いものではなくて、その全体をレッ

チワース財団、つまりハワードの理念を現代

に適用しようとして悪戦苦闘している人たち

に対する信頼でもあるわけです。そういうと

ころが、今の日本の都市計画に比べてちょっ

と象徴的ですね。

　どういうことかというと、ご承知のように

われわれは、今までの政府主導の（といって

もそれほど力があったわけじゃないんだけど

も、市場と政府と市民セクターといつ二つで

いうと）、政府セクターの都市計画がある意味

で大きな曲がり角に来ている訳です。それで

どちらかへ行こうかということで、「規制緩和

だ」とか、「まちづくりだ」とか、つまり、市

場の活用とか市民の活動とか、いろいろ論じ

ているわけです。しかし、レッチワース田園

都市は、自らが「政府による都市計画」をつ
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くるときに貢献したのみならず、その後も、

現在のレッチワース財団は、政府による都市

計画の」頭側にその100年前のものを現代化し

ながら、「市場による都市計画」も活用し得る

理念と技術とを持っている。このことが、私

にとっては生きた田園都市論という意味でお

もしろいのです。ハワードが今生き返ってこ

れを見たら何というかな、と思うのですが、

わりに高い点をつけるんじゃないか、そんな

感じで見ましたね。

佐藤　ぼくは一連のレッチワースの話をずっ

と聞いていて、あんまりよく知らない話が多

かったんですが、感心したのは、自己改革を

田園都市レッチワースというあの単位で常に

やっていこうとしているところ。近代という

のが、あるものを否定しながら次のものを生

み出していくというメカニズムを持っている

時代だとすれば、やはり田園都市というのは

その申し子として生まれてきたもので、そう

いう精神をちゃんと受け継ぎながらやってい

るというのはやっぱりすごいな、という感じ

がしたわけです。

　そこの根にあるのは何かというと、最初に

ハワードが言った「Peaceful　path　to　reform」

ということですね。何か空間的には陳腐にな

ったり、時代に合わないものになっても、内

部に持っている社会的なダイナミズムみたい

なものは失わない。あるとき、そういうもの

が噴出してきて、新しいものを生み出してい

るのかなという感じがしたわけです。

　近代社会の既存の都市・社会があるなかで、

あそこは何か切り取られたモデルのようなも

のなのかなという感じもするわけです。ロン

ドンのようなきわめてリアルな世界と、それ

から田園都市の中ですごくピュアなモデルと

して培養されているようなものというのは、

何か違う世界としてあるようだけど、現実の

リアリティの中で起きていっているような動

きというものをまた取り込みながら自己改革

をしていっている。レッチワースというのは

小さな都市なんでしょうけれども、そういう

きまじめさというか、ダイナミズム、生命力

をもって自己改革をしていく、それがすごく

印象的でしたね。

大川　そのことに関していうと、はじめは、

何かリースホールドに対して幻想を持ってい

て、リースホールドの結果、住民が地代を払

って自治体経営しているのかと思っていたら、

ぜんぜん違うというのでびっくりしましたね。

　当初の第一田園都市会社が投機の対象とし

て乗っ取られそうになって、それで公社化さ

れる。その後タウンセンターが疲弊していっ

て、それじゃまずいということでヘリテージ

財団になる。民営化といえば民営化なんだけ

れども、別なセクターになっていくんですね。

　そのプロセスの中で、実は住宅地はまった

くリースホールドではなく、どんどんフリー

ホールドになっていく。ヘリテージ財団の収

入というのは、商業地、工業地とか農地の収

入で、その投資先として18㎞に及ぶサイクリ

ングロードをつくるとかいう形で地域に還元

している。そのメカニズムはダイナミックだ

けども、住民はどこへ行っちゃったんだとい

う感じもしますね（笑）。

　特にケニー氏は、ヘッドハンティングで来

た民間人でしたが、経営的にはまちを活性化

し繁栄させて、それをまた地域に還元すると

言っているけど、お金の話だけだと住民が見

えない。ただ、理事の大部分はあそこに住ん

でいる人たちなので、そういう意味では、タ

ウンセンターをきちんとしていこうとする地

域の動きも、住民がバックにあってのことだ

と思いますね。

　でも、結局、住民は地代を払っているわけ

でもない。住民と住民たちの持っているまち

の顔あるいは経営がレッチワース財団とつな

がっている。ほとんど自治体と同じ機能じゃ

ないかという質問をしたのですが……。

レッチワースの運営母体について

蓑原　今の話、ちょっと整理しておくほうが

いいと思うんだけど、要するに、田園都市に

ついて、ぼく自身も含めてある種幻想があり

すぎると思います。まず、ハワードが始めた

思想というのは渡辺さんのご指摘の通りです

が、ルイス・マンフォードも『都市の文化』

（1938）の中で総括していますが、要するに

市場主義ではだめだ、だけど社会主義的な官

僚主義というものには対抗したいということ。

もちろんその当時は社会主義は成立していな

いけれども、ハワードはアメリカに行った経

験も経て、国家というよりも自治体とか協同

組合という、むしろコーポラティブの概念で

考えていた。結果的には資本主義社会に定着

させるために5％の配当制限という構成でや

ったけど、出発点はケニ一毛もはっきり指摘

しているようにうまくいかなかった。

　1950、60年代になって、国が法によって
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蓑原敬
（みのはら　けい）

　都市プランナー。1933

年生まれ。東京大学教養学

科アメリカ科卒（アメリカ

地域研究）、日本大学建築

学科卒、ペンシルバニア大

学大学院で都市計画の研

究。建設省住宅局住宅建設

課長、茨城県都市計画’課長、

住宅課長などを歴任。85

年退官自立。幕張ベイタウ

ン事業計画、常磐新線プロ

ジェクト、新潟万代島再開

発事業など地域開発、都市

計画の企画立案に参画。主

な著書＝『街づくりの変革』

（学芸出版社1998）、『サン

フランシスコ都市計画局長

の闘い』（学芸出版社1998）

など

開発利益、増加益を全部収奪しちゃうことが

大きな問題になった。開発利益をコミュニテ

ィに還元するという根本思想そのものが、法

律的に否定されるわけだから。それで、その

ときにどうしたかというと、民間の買収も入

ってきたため、それに対抗するかたちで公社

化、コーポレーションにした。しかしその結

果、やがて官僚主義がはびこって住民は今度

はアンチ・コーポレーションになつちゃった

んですよ。ただ、イギリスのニュータウン法

は、ランド・コミッション・アクトで1960何

年かに新都市公社は全部潰すことになったか

ら、もう存続し得ない。それで、民活化の流

れの中でヘリテージ財団になって、ケニー氏

が来た。

　じゃ今どうなっているかというと、通常の

身のまわりの公共物の管理費用の大部分は自

治体が支払っており、ヘリテージ財団が払っ

ているわけじゃない。ヘリテージ財団は、特

殊な形である部分的機能を背負って存在して

いるだけであって、あたかもそこが自治体の

ごとくやっているかというと、そうでもない。

ケニー氏が、実際にそういう言葉を使ってい

るんだけど、「オーバー・デモクラシー」だと

いうわけです。要するに、船頭多くしてうま

く機能しなかった。そのどうにもならないと

ころでケニー氏は頑張って経営手腕を発揮し

てきた。そこのところが問題だったというこ

とを彼らは非常に主張していましたね。

大川　タウンセンターへの投資などは、結局、

投票しないでやった、といってましたね。

蓑原　さらに、ハワードは市場主義はだめだ、

これではまちはできないと認識した。21世紀

の初頭にあって、われわれもそういう認識を

持っているわけだけれど、じゃそれ以外に誰

が信頼性を持ってそれを維持できるのか。そ

れは国か？

　じつは、20世紀いっぱいはイギリスの都市

計画法制も公団も全部国に預けてやってきた

写真1　（左）レッチワース財団長官のスチュアート・ケニ

ー氏、（右）レッチワース田園都市遺産会会員でもあるマー

ビン・ミラー氏
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時代だった。だけど、結果

的にそれはもうだめだ。も

う「ガバナンス」という、

民間企業も市民も全部入れ

た包括的なコントロール概

念に切り換えた上で、地域

管理をどうするかという議

論が始まっている。その類

の中で、ハワードの思想と

いうのがまさに甦ってくる

ようなところがあって、わ

れわれはもう・渡、都市を巡る公共性の主体

というのを誰に求めてどうやったらいいかと

いう根本的な問題を突きつけられているので

はないだろうか。

渡辺　じつは、11月からあるNPOの理事長に

させられた関係で、NPOとは何かということ

をしつこく追求しているんだけど、ひとつ発

見したのはNPOも失敗するということ。

NPOに対する期待が出ているけれど、どこで

失敗するかというと、ひとつはやっぱりNPO

が豊かになったとき。今の日本のNPOは貧し

いから失敗しないけれど、豊かになってもそ

の財を外部に配当のような形で還元できない

ので、内部でそのお金を非効率に使うという

方向に走りやすい。

　今から考えれば、ハワードの本を若いころ

に読んでいて、ひとつだけわからなかったこ

とがあるんですよ。ぼくは彼の収支計算を逐

一フォローしてみたわけだけれど、お金が儲

かりすぎちゃったときにどうするかというこ

とについてほとんど書いてない。コミュニテ

ィに再投資しますとか、良いことのために使

いますとか書いてあるけれども、そんなに良

きことになってしまった場合、乗っ取りが起

こったわけです。

　そういう意味では、政府のいいところもあ

る、市場のいいところもある、NPOのいいと

ころもある。お互いの強みと弱みとを絡めて

まちをつくっていくときに、NPOサイドから

いろんな問題を提出したのが田園都市かなと

いうふうに今思っているんです。

蕪毒憲轟鳶盗盈．亀毒　翫姦　轟．参　鼻康’」鳶．．轟

デザインの問題

蓑原　それからもうひとつ、デザインの問題

で何で成功したかというと、それはバナキュ

ラーなデザインをきちっとしたある種の計画

論の中に押し込んで、それを市場に乗せてい

くことが実に巧妙にできたこと。そのとき背

景になっているのは、イギリスの村にあるよ

うな祖型を、どうやってガーデンサバーブと

して活かすかということがあって、ミラー氏

も盛んに主張しているのは、ガーデンサバー

ブのほうが先で、パーカーやアンウィンがや

った成果のほうがいまに残る貢献度が高いん

だということを主張している。

大川　齊木さんに聞いてびっくりしましたが、

アンウィンの住宅はすごく人気があって、コ

ルビュジエ型はそうでもないそうですね。



齊木　そうですね。私は歴史的な環境を集落

の中に評価し、デザイン、政策やまちづくり

の仕組みにもつと活かさなければいけないと

いうことをレッチワースに行っても感じまし

たし、佐藤さんもつくば会議で歴史的環境の

再評価を指摘されていましたね。江戸から明

治に変わるときに、私たちは大きな失敗をし

ている。デザイン的な問題もありますが、仕

組みの問題、土地の所有のしかた、そして土

地に対する評価。そのへんの仕組みについて

の議論がどこかでもうひとっされる必要があ

ると思いますね。

　私はまちづくりやコミュニティの問題をず

っとやり続けていますが、何とかうまくいっ

ているところは江戸時代から引き継いでいる

財産をちゃんと持っていますし、それからか

なり頑固で強固なコミュニティが何層も重な

っているんです。何かが破綻しても、ほかの

コミュニティがその集落やある集団を維持す

る仕組みを持っている。今までは蟄居的だと

か遅れているといわれていたものの見方を少

し切り換えるフィルターを、レッチワースが

教えてくれたんじゃないでしょうか。

　アンゥィンやパーカーたちがいろいろ調べ

たときに、レッチワース以前に始まったニュ

ーイヤーズウィックやポートサンライト（図

1）、それからボーンヴィル（図2）も同時に始

まって成長していく。そのあとのハムステッ

ドやウェルウィン（図3）も同じ。実はレッ

チワースだけでなく、あのころのプランナー

やアーキテクトはかなり住宅のことやまちの

ことを議論して、お互いに失敗したり成功し

ながらダイナミックに成長してきたことがわ

かりました。だから、私たちは今回レッチワ

ースについてだけでなく、その時代の他の動

きを一体で何か見ることができたのかなとい

う感じがしましたね。

都市開発と利益還元

蓑原　そういう意味で、20世紀の原点に返っ

てもう一度再検討しないといけないというこ

とは確かだと思うんだけど、そのときに、や

っぱり100年間われわれが負ってきちゃった

重荷というのがあるわけです。一つは市場の

問題。企業セクターの問題をどう考えるかと

いう問題。それから、国民国家というのは、

どうもグローバリゼーションの中でまずいと

いうことがわかった。それではアメリカ流に
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図1ポートサンライトの住宅地計画図。1917年当時

図2ボーンヴィルの初期の住宅地計画図

図3ウェルウィンの初期の住宅地計画図

　　　　　　　　　家とまちなみ45 2002．3 5



佐藤滋
（さとう　しげる）

　1950年生まれ。早稲田

大学教授。都市計画。73

年早稲田大学理工学部建築

学科卒業。東京圏の高密市

街地におけるまちづくりを

出発点に、現在は地方の城

下町都市などの、都市づく

り、まちづくり研究と計画

作成や指導にあたってい

る。著書：『城下町の近代

都市づくり』、共編著：

『まちづくりの科学』『同潤

会アパートメントとその時

代』『住み続けるための新

まちづくり手法』など

6

個人に一回戻してからもう一・度再編成するよ

うな議論というのが成立するかというと、こ

れはやっぱり成立しない。マンフォードは

1930年代に、コミュニティやリージョンとい

う概念は人間を包む大事な皮膜なんであって、

このことをベースにして議論しない限り都市

はおかしくなるということをはっきり言って

いる。

　その意味でいうと、佐藤さんは『都市計画

の挑戦』で、市民セクター的な開発とは別に、

デベロッパー横行型の開発というのもあって、

それがいわば並行的に動いているようなイメ

ージを書いていますね。

佐藤　そうですね。たとえばレッチワースで

もつくばでもいいですがある単位で計画的に

つくったわけです。平等で一人物とりが同じ

ような権利を持って同じような土地に住んで

いる。それは近代が生み出したユートピアな

のかもしれない。そしてそこを運営していく

場合、要するにいつもそれは何か人為的につ

くり出されているわけですね。

　だけど、既成市街地というのは、リアルな

世界でいろんな主体がバラバラにぶつかり合

いながらやっているから、何となくある動体

みたいなもので、それはそれで決着がついち

ゃっている。リアルな世界というのはピュア

じゃないから、何となくやっていくというよ

うな、まさにバナキュラーなものがある。一

方、田園都市などはシステムが非常にピュア

な世界だと思うんです。だから、逆に既成市

街地なんかよりもっと難しい気がします。た

とえば多摩ニュータウンでも、市民グループ

がいろいろ出てきても高齢化がまた急激に進

んでしまうとか、そういう問題が起きて難し

さがある。

　それで、今の世の中が急速にグローバリゼ

ーションに動いて行ったときに、ローカルに

はいろんなものが、NPOなんかが出てくるで

しょう。最近までの動きというのは、そうい

うグローバルな経済システムと、まちづくり

のようなコミュニティ論理がぶつかり合って

いる世界で要するにお互いに無関係なんです。

だから、昨日までオーストラリアで大金を使

って巨大開発していたゼネコンの方々が、引

退するとコミュニティに入ってきて、まった

くそれとは関係ない世界でまちづくりとか言

っている（笑）。関係を持とうとすると、対立

関係みたいなものにしかならなかったけれど、

それが徐々にNPOやまちづくり会社が外に対

するいろんなネットワークを作り出していっ
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て連携するような世界ができてくるかもしれ

ないと思うのです。

渡辺　佐藤さんの論点はおもしろいね。本の

中に書いておられるけれども、なるたけ新し

いものはっくるけれども、それはガタンと大

きく飛ばないようしにしてやっていく。分節

化の論理というやつね。小規模、中規模程度

で、そういうものを少しずつやっていく。な

るたけ自分たちのバナキュラーな生活の体験

法則に基づいて、確かめながらやっていく。

だけど、新しいことをやらなきやならないと

いう領域では、再開発なんかでも巨大なやつ

じゃなくて、小さなものをやる。

　もうひとつは、都市はしょせんすべてがチ

マチマ変わるだけじゃなくて、あるところは

ドカッと変わらなきゃならないことがあり得

ますよね。そのときはそのときで、そういう

のも許して、結果的にはかなり斑模様になる

都市で、経済的なリスクよりもむしろデザイ

ン的なリスクとか、サスティナビリティ的な

リスクをあえて考えながらやっていくのも許

す。その二つが入ることによって、前に進む

んじゃないですか。ただ、そのリスクの検討

がどういう場で行われてきたか、そういうこ

とについては、かなりこれから変更があると

思う。

　まちづくりの問題というのが今までわりと

成功していると思えるのは、生活体験に基づ

いた因果率を前提にしてやっていける「笹野

のまちづくり」をしている都市です。「広域の

まちづくり」とか「広域の参加」をどうする

かというのは、これはまだなかなか理論的に

も実践的にも解かれていない。そういう意味

でいうと、「私たちが住んでいるところをどう

するか」的なものは片一方でいいんだけど、

都市全体、リージョン全体、ネーション全体

をどうするか、を「市民の論理」でいえるよ

うな、そういうNPO的なものはこれからどう

育つか、育てるかが大きな問題に思えます。

蓑原　そのとき、佐藤さんが言ったような広

域的な話、空域的な話というのが分離して出

てくるけれど、じつはもうそれが分離できな

くなりつつある。というのは、さっきの大川

さんの問題提起と同じで、開発利益の帰属と

いうけど、じつは今、われわれがこれから向

かわなきゃならないのは、「開発差損」の負担な

んですよ。要するに、どこかが腐っていく。

それに対して再開発かけようと思うと差損が

発生してしまう。それを税金で負うとすると

誰から取るか。ある広域の中でみんなの金を

、
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集めてやるということになると、狭域を直すと

いうことと、広域をどうするかということの

間にリンケージが発生するから、そこの論理

をどう整理するかという議論は避けられない。

　ニュータウンのリニューアルという問題も

含めて、開発を「減建築」の中でどうやって

いくかという話とコンパクトシティという概

念をどうやって実現するかというのと、パラ

レルになってくるんじゃないですか。公共性

の概念の見直しが避けられない。

．敷．蔽漁．論．．．遍．燕、胤搬1、轍．盛．1蕪．爵1．1．奮廉詣鐘一穫乙謡纏

　田園都市とニューアーバニズム

大川　ニューアーバニズムのことについて触

れておくと、たぶんDPZのスタートは、反近

代的な気分をもっていて、アーツ・アンド・

クラフツの要素があったと思います。A．デュ

ァー二はキューバ生まれだけれど、奥さんの

E．プラッターザイバーグはポーランド人でヨ

ーロッパの知恵が引き継がれていて、初めは

良くも悪くも商業主義ではあるんだけども、

そのテーマはやっぱりトラディショナルなん

です。アメリカは金融市場がもともとトラデ

ィションなもの、100年生き残っているもの

を信用するという投資態度だから、彼らのプ

ロジェクトがあれほど美しくしかもコンパク

トにできたことによって、何かアメリカのま

ちづくり屋さんがハッと気がついたところが

あるのではないでしょうか。でも、たぶんま

だアメリカの中でもメジャーじゃないと思い

ます。いまだに「あんなもの……」といって

いる人が大勢いて、特にバークレー校などは

ニューアーバニズムを商業資本として批判し

ている時期があったような気がします。

佐藤　それはそうですが、要するに、バーク

レーの思想と根は同じものです。ただ、それ

が確かに商業主義に乗って成功したか、そう

じやないかという違いではないかと考えてい

ます。

蓑原　2001年夏、AIP（American　Institute

of　Planners）大会がニューヨークであって、

倉田直道氏（アーバンハウス都市建築研究所

代表）が行ったけどもう過半の議論がニュー

アーバニズムで、すっかり雰囲気変わったと

彼がびっくりしていた。

佐藤　非常に成功したんだよね、ニューアー

バニズムは。

齊木　それと、単体の敷地ではなくて、集団

である価値を引き出そうという、そこはかなり

デザイン論の中でも大きかったと思いますね。

蓑原　だけど不思議なのは、このたびの会議

でもカルソープ事務所のタッカー氏は、これ

がほんとにニューアーバニズムと関係がある

んだろうかと思うようなプロジェクトを一生

懸命説明しているわけね。要するに、再開発

とニューアーバニズムの関係をどう理解する

のか。もうひとつは、農業地の再開発を一生

懸命提案してたでしょう。あのような話が、

ニューアーバニズムとどうリンクするのかよ

くわからないんだけど。

大川　フードファームというライフスタイル

が生じているように思います。ワインの産地

ナパの辺がおいしくて安全だということで非

常に注目を浴びています。それはまさにニュ

ーアーバニズムの主張のひとつである家族と

かコミュニティという価値と重なっている感

じなんですよね。

渡辺　ぼくはずっと考えているけど、よくわ

からない点が幾つかあるんです。たとえばウ

ォーカビリティとか公共交通（マストラ）利

用とか、それから用途混合とか高密度化とか、

歩きの出会いを豊かにしょうという。そんな

ことをいったら、「今の日本がそうじやないか」

とまず、そう発想するわけです。

　ひとつ違う点は、やはりこれはある種の近

代主義なんだけど、合理的に、ある良き空間

というものをわりとプリセットして、それを

ある一定の広さの上で人為的につくり、それ

をずっと維持しようということなわけですね。

大川　日本の現実には計画の意思がないとい

うことですか。

蓑原　それはだけど、東京とか神戸とか、そ

ういうところは今まさにおっしゃったような

構造だけと、地方都市は逆に全部、今のアメ

リカ型になってきている。

渡辺　いや、アメリカでもないんだけど。ひ

とつはプリセットしたものでっくる、つまり

環境をセットする。そういう意味でいうと、

タッカー氏が非常に強調

してた点は、ランドスケ

ープのコントロールとい

うことが、アメリカの法

定都市計画の有力な一部

であって、われわれはそ

れをやっている、とプラ

イドを持って言ってるわ

けね。その点が決定的に

違うと思いましたね。

　日本の場合は、単体規

渡辺俊一
（わたなべ　しゅんいち）

　東京理科大学教授。1938

年東京生まれ、三条市出身。

東京大学建築学科卒業、ハ

ーバード大学院修了、工学

博士。東大助手、建設省建

築研究所を経て、1990年

より現職。比較都市計画専

攻。主な著書に『比較都市

計画序説』（三省堂）、『「都

市計画」の誕生』（柏書房）。
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　神戸芸術工科大学教授・

大学院総合デザイン専攻主

任，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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定はまあまあうまくいったんだけど、それに

引きずられた形で集団規定が非常にいいかげ

んな形でやられているし、プロクェッション

がぜんぜんプライドを持ってやっていない感

じがします。

大川　PUD（Pland　Unit　Development、計

画的単位開発）がものすごく要求するみたい

ですね、美しいランドスケープを。

蓑原　だけど、その議論はカリフォルニアで

実際に聞いてみると、カリフォルニアは水が

ないから、人を住ませようと思ったらまず水

を引いてきて、木を生やさないといけない。

だから、ランドスケープがないところに開発

はできない（笑）。日本は、ランドスケープを

つくるために木を切っちゃっているんだから、

話が逆転しているんだ。そこは、アーバイン

のランドスケープアーキテクトであるロン・

イズミタ氏も盛んにそういう議論をしていた。

渡辺　それで、ニューアーバニズムの根底は

何かと思って考えてみたら、論としては、や

っぱりマストラというのは、あまり中心的テ

ーゼではないように思う。なぜかというと、

ぼくにとってニューアーバニズムの中心概念

は「ウォーカビリティ」です。逆にいうと、

アメリカの中心都市も、ごく少数を除けば歩

けないし、まして郊外に行ったら歩くなんて

いうことはいらないから。

佐藤　その考えというのは1980年ぐらいから

出てくるでしょう。ドン・ソロモンというバ

ークレーでも教えている建築家がいます。要

するに、グリッド・パターン、あるいはスト

リート文化なんです。その前に、アプリアー

ドがいて、ストリートでの活動がいかに大事

かということを言うわけです。しかも、まっ

すぐなストリートでグリッド・パターン。こ

れを、どこでもお構いなしにやる。山の上だ

ろうが、斜面だろうが、何でもグリッドを書

くわけですよ。

　要するに高密度で、そこにストリートが生

まれるということだったと思いますよ。それ

がだんだん展開していって、ミッションベイ

なんかまさにそうなんですよ。ヨーロッパ的

なトラディショナルなデザインはするけど、

まちのパターンはぜんぜん違う。やはりアメ

リカ文化というものの復興という、要するに

グリッドの都市に対するこだわりがものすご

く強い。

渡辺　ぼくは、グリッドはやっぱり手段だと思

う。やっぱりストリート・ライフですよ。そ

れは「異質との出会い」みたいなものですね。
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写真3　カリフォルニア州アーバインのマスター・ランドス

ケープアーキテクトのロン・イズミダ氏

佐藤　いや、グリッドはたいへん強いですよ。

たとえば斜面があってもそれに階段をつけて

グリッドにする。何でそれを避けないのかと

いうと、階段のほうが地形がはっきりわかる。

サンフランシスコがまさにそのとおりだから。

そういう単純明快、それでのびのびとしてい

るという、これはアラン・ジェイコブスもは

っきり言ってますけどね。

　アプリアードもその前にいる。まさにあの

グループが元祖になっている。だけど、それ

をうまくやっていって、そういうものを持っ

て商業主義の中に入って行って成功したのが

ニューアーバニズムですね。バークレーの連中

は既存の都市の中で考えているわけですが、

ニューアーバニズムの連中はそれをどこかに持

ってポッとつくり非常にポピュラーになった。

渡辺　ともかく歩くことといっても、単純に

歩くことではない。たとえばグリーンをいっ

ぱいつくっておいて、その中を歩かせてもし

ようがない。ストリートでいろんな人が出会

う。だから、住宅だけじゃなくて、商店や何

かがある。

佐藤　ミッションベイの1980年代の都市計画

というのがありましたが、あれに対してジェ

イコブスの弟子のアン・ベルネムドンがやっ

ぱり固定しすぎだと言うわけです。もっと自

由に流動的にやらなければならないと。ガイ

ドラインも強くて、基本的な原理に基づく変

容さえも抑えつけかねないと批判しています。

　本流のアラン・ジェイコブス流のほんとう

の基礎的なものを、ニューアーバニズムはあ

まりにも形式化してしまったというか、そう

いうふうに見えているんだとぼくは思います

けどね。

蓑原　ニューアーバニズムが問題にしたウォ

ーカビリティの問題でおもしろかったのは、

何で400mだといったら、「ショートウォーク」

という非常に口常的な言葉がある。それが大



ク」という非常に日常的な言葉がある。それ

が大体400mでアメリカの昔のストリートカ

ーの停車場の長さのだいたい半分だというん

だな。

　それからもうひとつ、彼らが主張している

のは、サスティナビリティの問題ね。これが

いろんな側面に絡んでいくんだけれど、これ

も今、成長管理政策の推進を巡ってデッドロ

ックに乗りヒげている。住民投票で待ったが

かかっているらしい。

　そのデザインを見ると、ぼくなんかの意識

の中では、アーツ・アンド・クラフッ的なも

の、バナキュラー的なものをどうやって近代

的な素材と加工技術の中に入れていくかとい

う問題がある。それに対して、もう一方はバ

ウハウスが出てきて、近代的な技術、素材に

よって、どうやっていいビジュアルデザイン

を確立するかという動きがある。その二つが、

おそらくデザインと民主主義的な決定プロセ

ス、あるいはデザインの理論的解明というこ

とに結びついた流れだったと思うけれど、そ

のいずれも、何となく20世紀の中で解き明か

すことができなかった。ただ、アメリカの伝

統の中にはビジュアルデザインは、ちゃんと

建築教育の中に入っている。それをさらに的

確にやろうということで、DPZたちが議論を

改めて始めているんじゃないかと思っている。

神木　そうですね。

佐藤　ぼくがニューアーバニズムに批判的な

気持ちを持っているのは、固定化する面があ

るからです。

　それから、ストリートは何を意味している

かというと、ウォ一曲ビリティや賑わいもあ

るけど、ストリートに面して、あるスケール

でものが並んでいる。だけどやっぱり変わる

ものがある。その変化が、ある一定のリズム

の中で継続するみたいな、そういうものの価

値というのがストリートなはずなんです。

蓑原　ぼくらが幕張ベイタウンでやっている

のは、時間の関数を人間の数の関数に置き換

えること。だから、たくさんの人間にデザイ

ンさせることによって、多様性を確保し、そ

の多様性が時間の中で変わるのを許容するよ

うな空間構造をつくる。

佐藤　インタラクティブな関係の中でつくる

ということですね。

蓑原　そう。だから、いっぺんにつくるとい

うことを強制されるときは、たくさんの人で

対応した人がいい。

男木　それはレッチワースでも当初同じ考え

でした。駅の北側のブロックでテープコテー

ジ・コンペティションをやりました。それは

今もそのまま残ってます。

　また、レッチワースの住宅地が計画される

前、住宅のあるべき姿、家族のあるべき姿に

ついてかなり議論されています。そのことは

ボーンヴィルやニューイヤーズウィックの経

験も生かしてアンウィンとパーカーの共著

『住宅の芸術』として刊行されています。その

あとに、ハワードの『明日　真の改革への平和

な道』が出るわけです。「家」や「家族」や「住ま

い方」の議論とデザインがはじめにあった。

蓑原　アンウィンやパーカーが、そういう議

論をちゃんとやっていることについては、あ

まり表に出てきていないね。そこが非常に問

題ですよ。

齊木　そのときの20数人の若手建築家が、田

園都市のレッチワースがつくられることによ

って、自分たちの提案の場を得たわけです。

彼らは競い合ってデザインします。その刺激

が今度はまわりの人の関心を呼ぶことになる。

それに近いことを今現在私たちもやっている

んですが、ほんとうに住居のイメージ、住ま

いのイメージ、そして、それが集合したとき

のイメージを連携させて外に主張していかな

ければなりませんね。

蓑原　結局、レッチワースのそういう議論が

今度はアメリカに渡って、ニューディール以

後ずっと続き、ラドバーンが生み出されたり

するけれど、今のアメリカのニューアーバニ

ズムも住宅地開発のパターンの基礎を築いて

いるでしょう。

大川　やっぱりデザインに歴史があるんです

よ。

齊木　そうですね。デザインされた田園都市

の歴史と今日の生き続けた姿を明らかにした

ことは、今回の最大の成果だと思います。自

信を持ってやっていかなくてはいけない。

佐藤　同潤会はアンウィンなんかも読んでた

であろうし、一方で日本の伝統的な空間につ

いてもわりと研究していましたね。

大川　あとは、サスティナビリティというの

が非常に大きくなってきている。地域の中で

ちゃんと金が回っていく仕組みがどうやって

つくれるか。これはエコマネー、地域貨幣み

たいなものも含めて、資源の配分を貨幣だけ

で考えていくのかどうかというところを、も

う少しやっていく可能性があってもいいんじ

ゃないかとも思いますね。

家とまちなみ45　　2002．3

大川陸
（おおかわ　りく）

　財団法人住宅生産振興財

団専務理事。1940年東京

都生まれ。東京都立大学建

築学科卒業。建設省入省。

建設省都市局土地利用調整

官、財団法人日本建築セン

ター理事を経て、現職。
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