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　1．国際会議開催の目的と背景

　グロバリゼーションの後押しを得て、今日

の住環境の改善が求められて久しい。しかし

ながら、それらの問題の解決を目指した計画

や実践の具体的な成果が姿を見せない。それ

どころか画一的な開発や保全を急ぐあまりに、

私達の重要な居住環境である、「都心地域」

「ニュータウン」「郊外住宅地」「田園地域」に

は、それぞれ「無秩序な土地利用」「空地の増

加」「農地の荒廃」が進み、加えて「住環境の

悪化」「老齢化」「地域社会の崩壊」「雇用機会

喪失」「歴史的遺産の崩壊」「犯罪の拡大」「疾

病の増加」等の、即地的な問題が深刻化し、

再生や環境改善のめどが立たない地域も出現

している。

　これらの課題に挑戦するために、私達は、

20世紀の偉大な発明と’評価されてきた「田園

都市思想」と、「はじめの田園都市レッチワー

スの100年の変遷」に着目し、「新田園都市国

際会議2001」を開催した。

　田園都市レッチワースをモデルにして建設

された住宅地は世界各地に多く見られる。日

本でも、神戸市の外事係長であった生江孝之

氏が日本人として初めて田園都市レッチワー

スを訪れ、その田園都市思想を1909年にいち

早く持ち帰った。それは、小林一三、関一、

渋沢栄一等に大きな影響を与え、東京の田園

調布、堺の大美野田田園都市、阪神間の田園

郊外住宅地などが生まれた。これらの良好な

郊外住宅地形成に田園都市思想は大きな影響

を与え、やがて現代の都市計画やニュータウ

ン計画の基礎となった。

　しかし、この田園都市計画の中に日本の文

化が取り入れられたことはあまり知られてい

ない。

　田園都市レッチワースをデザインした、都
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三脚画家の一人である、レイモンド・アンウィ

ンは著書『実践の都市計画』1909（Raymond

Unwin：Town　Planning　in　Practice　pp300．

Illus　223，　New　York，1971）で、イギリスの

中世から続く集落の空間構成に加えて、日本

の梅や桜を愛でる田園文化を田園都市計画に

取り入れたことを紹介している。特に「日本

では、梅や桜が咲く頃には仲間と花見に出か

ける文化がある。これをモデルにして、イギ

リスの劣悪な環境下にある労働者のために、

様々な花が咲く田園都市を計画したい」とし、

レッチワースでは56種類の花が咲く並木道が

実現した。これらの背景に、明治のはじめ、

ヨーロッパ各地で開催された博覧会で日本の

文化が高く評価され、ジャポニズムブームが

起きたことがあげられるが、皮肉にもその後、

再度、日本の文化をモデルにし計画された

「田園都市」が里帰りしていたことになる。

　今、これまでの欧米の住宅や都市計画の形

式をモデルにした郊外住宅地計画だけではな

く、日本の「田園」と「住まい」と「コミュ

ニティ」の再評価が求められている。
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　私達は田園都市思想を過去の歴史的遺産と

せず、今日の新しい田園都市のあり方を探る

素材とした。もちろん、イギリスやヨーロッ

パの事例だけでなく、現代のアジアの居住環

境の課題や、アメリカにはじまったニューア

ーバニズムも論議の机上においた。

　この国際会議では、はじめに、内外の田園

都市の研究者や、レッチワース財団の代表者、

アメリカのニューアーバニズムの提唱者、台

湾、韓国、中国などの田園都市建設を目指す

13力国の専門家が集まり討議した。加えて、

今日世界各地で起きている、田園地域や都市

，



つくば会場。総括をするロイアン氏

地域の住環境問題の解決事例を、その実践者

達からの報告として得、これを広く一般に公

開し、専門分野、国やイデオロギー、世代を

越えて議論し、21世紀の新しい田園都市のあ

り方を、「新田園都市構想」（仮称）として構

想することができた。

　その結果、安易なアジアと西欧の対比では

なく、外部との柔軟な交流によりアイデンテ

ィティを再構築することの重要性が浮かび上

がってきた。様々な社会状況が変動する中で、

どのようにコミュニティをつくり上げていく

か。それには自然や歴史に敬意を払い、地域

の固有な生態系の多様性を生かした住宅地形

成や建築、さらには地域経営が求められてい

る。過去と現在を知り、将来を展望する中で

21世紀の理想的な田園都市像が見えてきた。
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　3．準備と運営

　国際会議の準備に活躍したE一メールのネッ

トワークには、蓑原敬氏、渡辺俊一氏、佐藤

滋、大川陸氏、伊藤春樹氏（聚文化研究所代

表）、日米を行き来する渡和由氏も加わり、地

球を巡り24時間稼働した。

　会議参加者の公募や、論文集の編集は、開

設したホームページ（http：／／www．go．to／garden

city）とE一メールを使い、私の研究室の大学

院生達が2週間で行うことができた。彼らの

協力がなければこのような成功もおぼつかな

かった。

　私は、6月から8月中旬にかけて、アメリカ、

イギリス、中国、台湾、韓国を巡り、すべて

の招懸者と会議の内容を討議した。もちろん、

会議の準備と当日の運営には、研究室のメン

バーに加えて、神戸市やつくば市の多くのボ

ランティアの協力を得て可能となった。

つくば会場

　そして、2001年9月10日から15日、私達は

っくばと神戸に集まり、ささやかな、しかし

珠玉のようだと評価された、21世紀の新しい

田園と都市のあり方を求めた新田園都市国際

会議2001を開催することができたのである。

　会議では、7っのセッションが準備された

（P．14～15参照）。

　アジア・アメリカ・ヨーロッパ・オセアニ

アの13力国からの参加を得て、つくば会議に

は694人、神戸会議には868人、延べ1562人

が参加した。会議は、中1日の移動日を加え、

5日間連続で開催され、特に会議の中心メン

バー56名は、いわば合宿形式でつくばから神

戸へ移動した。

　つくば会議終了直後、私は研究室のメンバ

ーと共に、神戸会議の準備をするために、神

戸に向かっていた新幹線の車中でニューヨー

クのテロの惨事のニュースを知り愕然とした。

そのときは、これで神戸会議は中止かと覚悟

したほどである。アメリカ、イギリスをはじ

め海外のメンバーはその惨事に大きく動揺し

た。彼らは直ちに帰国の手だてを探ったが、

そのときはすべてのアメリカへの交通手段は

絶たれていた。

　翌日、筑波大学の渡和由氏から、マシュ

ー・ ^ッカー氏と、娘さんの無事が確認でき

たロナルド・イズミダ氏は、八方手を尽くし

たが帰国の手段を得られないのであきらめて、

継続して会議に参加することを決断し、その

他の海外メンバーも神戸に向かっているとい

う連絡がきたときは複雑な気持ちであった。

　研究室では、神戸会議の開催を決断し、直

ちに翌日のプログラムの再編と、開催の初め

に平和を願うセレモニーの準備を行ったが、

このことは忘れられぬ出来事となった。
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　つくば会議の開催日9月10日午後からの第1

セッションは、豊：かな伝統と自然に恵まれた

田園地域に建設されてきた筑波のニュータウ

ン開発と変容する田園地域の抱える課題を紐

解きながら、つくば市長藤沢順一氏による開

会の挨拶からはじまった。これを受けて、田

園都市研究の第一人者であるマービン・ミラ

ー氏（レッチワース田園都市遺産会会員、ハ

ムステッド田園地域保存会会長）には100年

の歴史を持つ田園都市レッチワースと、「田園

都市思想100年」の歴史を遡り、ついでレッ

チワース財団長官のスチュワート・ケニー氏

はその理念と課題を探った。

　その後、つくば研究学園都市建設38年の歴

史と現在の課題を、つくばのニュータウン計

画に携わり、自ら筑波に住み続け、その変容

過程を追跡調査してきた土肥博至氏の報告を

受け、筑波のニュータウン建設推進の母胎で

ある住宅都市建設公団・秋田昇一氏から現在

のつくば開発の課題が示された。これらの基

調講演を受けて司会を臥木崇人が行い、5名

のメンバーがそれぞれの専門の立場から「田

園都市レッチワース」と「ニュータウン筑波」

の魅力と課題を討論した。

　翌ll日午前の第2セッションでは、今日の住

宅地開発をめぐる田園地域と都市地域の抱え

る最も新しい動きを紹介した。はじめに、ア

メリカの現代集落とよばれるアーバインの計

画事例を、イズミタ氏（アーバインのマスタ

ーランドスケープアーキテクト）からの紹介

があった。加えて、アジアの事例報告として、

韓国の朴勇喚氏には近年のソウルのニュータ

ウン開発の経過と課題、台湾の黄世孟氏には

新竹ニュータウンについて、中国の時匡氏に
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は蘇州に隣接して建設される蘇州工業園区生

活基地について、それぞれ報告していただい

た。

　その後、渡辺俊一氏の司会により、4人の

メンバーが論議に加わり、アジアとアメリカの

動きを比較しつつ、20世紀の目指してきた田

園地域と都市地域の抱える問題を引き出した。

　午後の第3セッションでは、田園都市とニ

ュータウンの功罪を見据えながら、世界の田

園都市の事例を踏まえつつ、ステファン・ウ

ォード氏には新しい価値体系を持つ人々の新

しい社会的な枠組みをめぐり「ハワードの遺

産」と題した基調講演をしていただいた後、

カルソープアソシエイツのタッカー氏にはア

メリカのこの10年来の新しい動きである「ニ

ューアーバニズム」の課題を論じてもらった。

　これらの基調講演を受けて、蓑原敬氏の司

会により10名のメンバーが参加して「21世紀

の田園地域と都市地域のあり方」を論議した。

そして最後に、マウリッ・フアン・ロイアン

氏による「つくば会議」のまとめ報告を行っ

た。
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　5．神戸会議の概要

　13日午前からの神戸会議は、主催者のひと

りである鈴木成文氏の開会の挨拶と、阪神淡

路大震災・台湾雲集大震災・アメリカで起き

たテロ被災者の追悼からはじまった。

　第1セッションは、田園都市研究の第一人者

である渡辺俊一氏が、日本における田園都市

思想導入の経緯を住宅地建設の歴史のなかで

紐解き、ついで、ミラー氏による「ハムステ

ッド田園郊外」の報告、さらに坂本勝比古氏

より「阪神間」の田園郊外住宅地、李賢姫氏

は韓国の「田園住宅」報告を行った。

丁



　これらの報告を受けながら、布野修司氏の

司会により、「田園都’市思想と田園郊外住宅地

の再評価とこれからの課題」について論議さ

れた。

　午後の第2セッションは、笹山幸俊神戸市

長の挨拶にはじまり、ついで、ケニー氏によ

り、田園都市経営の基本原則の一つである

「財団利益のコミュニティ還元」について基調

講演をしていただき、それを受けて、アジア

の事例として男工全氏が、日本の事例として

神戸について安田丑作氏、さらにイズミタ氏

が、それぞれまちづくりの仕組みを報告した。

　これらの基調講演を受けて、佐藤滋氏が司

会を行い、5名のメンバーが加わり「まちづ

くりのしくみ」についての討論が行われた。

　翌日午前からの第3セッションでは、日本

の農村計画の第一人者である北村貞太郎氏よ

り基調講演があり、ついでロイアン氏より田

園都市の発明ともいわれるグリーンベルトの

社会的役割についての報告があった。さらに、

甲唄鉱氏よりアジアの田園地域のあり方や考

えの報告があり、これらの報告を受けて、齊

木崇人が司会を行い、6名のメンバーを加え

て「田園地域と都市地域との共存をめざして」

と題し討論を行った。

　最後の第4セッションでは、ウォード氏と

タッカー氏の基調講演を受け、鳴海邦硯氏

（大阪大学教授）の司会により、つくば会議・

神戸会議の各セッションの司会者をふくめた

9名のプレゼンテ一拳ーを加えて「21世紀の

田園と都市の未来を展望する」と題した、総

括の討論を行った。
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　6．新田園都市構想2001（案）

　私達が、つくばと神戸会議で行った論議は、

ロイアン氏による「つくば会議」の総括報告

と、ロバート・フリーストーン氏の両会議の

総括報告にまとめられた。

　これらの成果を18項目に要約し、「新しいコ

ミュニティ」と「新しいデザイン」をつくる

ことを基調に3つのフェイズを持つ、「新田園

都市構想2001」（案）をまとめることができ

た（表1）。

　構想案には、どちらかというと新しい項目

はない。ハワードたちにより田園都市思想が

示されて1世紀、現代社会が未解決のまま残し

た宿題が再確認されたものと言っても良いか

もしれない。
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　7．レッチワース会議（2002年7月10～
　　　15日）に向けて

　2001年9月10～15日の会議のあとも時代は

大きく動いている。その後に起きた様々な事

件は、奇しくも当初、私たちが解決を願った

課題と重複している。

　私たちはそれぞれの地域の特性を生かしつ

つ、

①土地活用による収益を地域コミュニティに

　還元しつつ、持続的に生き続けることので

　きる居住環境をつくること

②居住環境のデザインには、健全なコミュニ

　ティの形成と地域経営が必要であること

③私達のゴールは22世紀に向けて新しい田園

　都市のコンセプトをつくること

が求められている。そのためには、

④小さなテーマの具体的な実践とその成果の

　公開を地道に続けなければならないこと

をレッチワースから学び、確認したと言えよ

う。

　今回の国際会議の成果は、2002年7月10日

からの国際都市計画史学会（IPHS）のレッチ

ワース会議に引き継がれ、2つのセッション

「田園都市の現在」と　「新田園都市に向けて」

のなかで継続的な討議が展開されることにな

っている。そして、その結果は世界に発信さ

れていく予定である。
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