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本稿は、「新田園都市国際会議200王つくば会議」の

基調講演を、前置きを除き全訳したものである。

レッチワースの歴史の核心が、簡明だが愛情を持って

語られている貴重なレポートである（翻訳：蓑原敬）。

生きた思想
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　1909年、レッチワースの文化的な生活の発

展を祝って出版された、短命だったが質の高

い雑誌“7舵C砂”に、ヘンリー・ブライア

ン・ビーンがいくつかの詩を公にしている。

　「私は見ている。一つの都市が、生きた思想

の岩の上に築かれつつあるのを」

　最初の田園都市であるレッチワースが、エ

ベネザー・ハワード（写真1）の理想主義の岩

の上に創り出されつつあることを、この詩が

意味していることに疑いはない。1908年号、

工場をレッチワースに開設したアーツ・アン

ド・クラフツ運動仕込みの手織り職人エドモ

ンド・ハンターは「四つの広場の都市」で始

まるその詩の最後の節を、見事な旗に織り込

み、それはこの街の初期の記念日の行列や出

し物の見所のひとつになった。1911年のジョ

ージ5世王の戴冠記念式でハワードはレッチ

ワース市民の前で演説し、その旗の前で写真

に収まっている。

　1898年10月に初版が出た『明日　真の改革

への平和な道』の中で示されている、やや機

械的な図式を煉瓦や漆喰、草や木に置き換え

ていく仕事である、レッチワース田園都市の

開発の底にあるテーマこそ、この生きた思想

だったはずだ。支援してくれた人々から干か

らびた、街学的な散文だと批判されながらも、

この本の出版後5年も経たずに、レッチワー

スに田園都市が開かれることが国際的なジャ

ーナリズムの前で公表されるに至った。ハワ

ードの本は、第一田園都市が築かれる岩盤の

役割を果たした。何年にも渡って、ソシアル

な、あるいはソシアブルな都市群（注）のための

処方箋として生き続け、変わり行く状況の中

でも時代に即応する力があることを証明して

きた。

　現在のレッチワースの土地所有主体であるレッ

チワース田園都市遺産継承財団（Letchworth

Garden　City　Heritage　Foundation）は、つ

い最近の1995年に国法によって設立された。

1963年からそれまでレッチワースを仕切って

きた主体（公社）と同様に現在の財団もハワ

ードの本に書かれている規範に従うことが義

務であり、それが団体規約の中心的な要素に

写真1エベネザー・ハワード　Ebenezer　Howard（1850－

1928）の肖像

注：social　city（ソシアル都市）、　sociable　cities（ソシ

アブルな都市）という言葉は訳しにくい。前者は、ハワ

ードの言葉で、即物的には田園都市（田園が取り巻く、

それと一体になった．一つの都市単位）が複数集まって構

成する広域都市圏を意味するが、田園都市が、共同体と

しての意味を持つとすれば、その都市群はより機能的な

（ソシアルな）社会集団を意味すると共に、社会主義的

な、あるいは協同組合主義的な意味での「社会」という

ニュアンス、社交的、仲の良いというニュアンスもあり

そうだ。ソシアブルの方は、英国都市計画協会がP．ホー

ルの指揮下で纏めた報告の表題にもなっている言葉で、

ハワードの時代とは全く違う社会経済的な条件を受け入

れた上で、21世紀的な意味でのソシアルな都市というニ

ュアンスであろう。

　これについては、中井検裕（東京工業大学助教授）が

『家とまちなみ』44号に「郊外開発の新しい視点『ソー

シャブル・シティ』からの触発」として紹介している。

原本は、Peter　Ha11，　Colin　Ward，　Sociable　Cities，

Wiley，1998
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なっている。財団の「誇らかな過去、輝やける

未来」というモットーは、過去を博物館に閉

じ込めるのではなく、持続する改善のための

道標とする必要性を簡潔に表現している。し

かし、両方は相互に結び合っている。フラン

ク・シナトラが50年前に流行らせた歌の言葉

を使えば、「どちらか一つは無理よ、もう一方

無しに」。

　ここでは、レッチワース田園都市発展の歴

史の節目を明らかにしょうと思う。新しい千

年紀におけるコミュニティ開発の新しい形を

追求する上で、ハワードの仕事は引き続いて

有意義だと考えているので、その国際的な重

要性について話せればとも願っている。

エベネザー・ハワードと明日：1888－1898

　レッチワース田園都市は、ハワードがその

著『明日　真の改革への平和な道』で詳細に

述べた事柄の実習の役割を果たした。1850年

生まれのハワードは、専門家としての何の資

格も持たなかったが、何年にもわたって国会

で速記係を務め、それが彼の社会改革への関

心を高めていった。「田園都市」概念を通じて、

都市計画が進化してきたように、彼の考え方

は、改革のための手段である乗り物であり、

それ自体を終点とするものではなかった。彼

は発明家的な性格を持っており　　実際速記

用のタイプライターの特許を持っていたが

　　彼のアイデアの確かさを検証するための

原型（プロトタイプ）を求めていた。「田園都

市」の役割は、開明的な生活のための環境づ

くりの原型だったのだ。

　ビクトリア時代の過密で汚染された工業都

市、アメリカや植民地からの安い輸入食物の

急増や自由貿易により加速される農業の荒廃
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への不満の拡大を見て、彼は都市と田園の双

方の社会を造り直し再び一体化するための新

しい定住の形態が必要であると確信する。彼

はアメリカ合衆国で数年過ごし、開拓農業を

自ら体験し、その問題点を実感する。また、

1871年の大火の後のシカゴの再建、高層化と

郊外へのスプロール化を目撃する。エドワー

ド・ベラミーの『振り返ってみれば（Looking

Back）』というアメリカの小説がハワードの

創造的な想像力を掻き立てたが、その本は、

ハイテクと市民的社会主義によって変貌した

西暦2000年のボストンの未来ビジョンを描

いたものだった。実際、1889年に彼はベラミ

ーの本のイギリス版の出版を支援している。

　次の数年で、彼は考えを纏め、推敲し見事

に簡明な図式に要約したが、それは直ちに国

際的に通用する考えに発展する。W．H．レバー

によるポートサンライト（写真2、口絵写真

14　1888）、ジョージ・キャドパリーによる

ボーンヴィル（写真3、口絵写真15　1895）

などの開明派の工業実業家により推進された

モデル・コミュニティについても強く意識し

ていた。

　都市生活と田園生活の長所も短所も簡潔に

要約した2つの磁極、その上で、両者の空間

的、社会的、経済的な長所を結びつけ、短所

を除いた、革新的な「田園都市」地域の磁極

をハワードの代替案として提案した3つの磁

極をもつ磁石の図式は、今や、都市計画の象

徴（イコン）になっている（P．24参照）。も

しこの新しい磁極が実現できれば、鉄粉が強

力な磁石に引きつけられるように、人々が寄

ってくるだろう。

　高まる熱情を込めて、彼は書いている「都

市と出園は結婚しなければならない（彼自身

が強調）。その幸せな結びつきから、新しい希

望、新しい生活、新しい文明が産まれ出てく

り



る」。田園都市が持つ属性である　「自由」と

「協調」を通じて、相互の敵対関係に代わる協

同的な共生によって、都市と田園の利害の対

立を仲直りさせることが目的となる。彼の最

大の目的は、「都市と田園の生活の健康的、自

然的、経済的な結合により、どんな階層であ

るかを問わず、全ての真の意味での労働者の

健康と快適さの水準を上げること、それを自

治体が所有する土地の．上で実現すること」だ

った。

　ハワードは、田園地域あるいは緑のベルト

に包まれた、各々が32，000の人口を持つ6つ

の田園都市の房を心に描いていた。各々の都

市の中で地域内雇用、社会サービスやレクリ

エーションは自足されるが、次第により大き

な人口58，000の中心市と結びつき、全体で人

口25万の「ソシアル・シティ」を形成する。

衝動的な発明家だったハワードは、簡明な図

式を残した。円形の都市は放射状のブルバー

ル（大通り）で住区に分割され、市民ホール

や宗教建築物で囲まれた中央公園、巨大な円

形の屋内ショッピングセンター、クリスタ

ル・パレス、矩形や曲面の住宅群があり、汚

染を防ぐために電力を利用して操業される工

場は周辺を回る鉄道に沿って定住地の外側の

縁に置かれる。

　田園都市は民間会社によって開発される。

6，000エーカーの＝ヒ地を買い、そのうち中央

の1，000エーカーは定住地として開発される

写真4　レッチワースの軸線を構成するブロードウェイ。中

心広場は1914年に設置された（1998年撮影）

が、その余りは農業とレクリエーションのた

めに残される。1890年代のイギリスでは農地

を市街地に転用することを制限する計画法規

は全く存在していなかったので、現在グリー

ン・ベルトと呼んで保全している土地を残す

ことは、当時にあっては純粋に自発的な行為

でしがなかった。随時、不動産の再評価が行

われ、それによって更なる投資を募ることが

出来、それが田園都市の完成まで続く。会社

の定款では、株式の所有者への配当制限を定

めており、蓄積された余剰利益は居住者に還

元されるよう定められている。

理論を実践へ＝1898－1903

　最初は「非現実的なユートピア計画」だと

片付けられていたが、「理想的な都市を実際に

つくる」という彼のビジョンを推進するため

に、彼の支持者の中心グループが1899年に田

園都市協会を結成した。1901年には、協会の

事務局長としてトマス・アダムス（1870－

1940。後にレッチワースの不動産支配人とな

り、1914年には都市計画協会の初代会長にな

った）が、協会の会長としてラルフ・ネヴィ

ル．KC（1865－1930）がリクルートされ、こ

れが産まれつつあった田園都市運動の信頼性

を高めるのに大きく寄与した。

　1901年にはボーンヴィル（Bournville）で、

1902年置はポートサンライト（Port　Sunlight）

で協会の全国大会が開かれた後、開発適地を

探して購入するための田園都市先行準備会社

が設立され、多くの候補地が検討された。し

かし、1903年夏には「ヒッチンHitchinの近

くのレッチフォード・マナー」が有力候補と

して浮かび上がった。当初は、1，014エーカー

の取得に過ぎなかったが、協会の事務弁護士

のハーバート・ウォレンとその助手のジェー

ムズ・ブラウンは15人の所有者から155，387

ポンドで買取権を取得する巧みな交渉に成功

した。土地は、ロンドン中心から34マイル、

北ハートフォードシャーにあり、グレートノ

ーザン鉄道（GNR）のヒッチンからケンブリ

ッジへの支線上にあった。

　第一田園都市株式会社はネヴィルを社長と

して1903年9月1日に設立登記された。10月9

日には、協会招待の客が今やレッチワースク

リケットグラウンドとなっている土地に集ま

り、折からの大雨を避けて大テントの下で、

グレイ伯爵が開発の開始を宣言するのを類い

　　　　　　　　　家とまちなみ45　　2002．3 27
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ていた。伯爵は「たった5年の短い期間で、

彼のビジョンに満ちた明日への希望が、殆ど

実現された今日の現実になった」と述べて、

ハワードに祝意を表した。

　グレイ伯爵の賛辞に沿うためには多くの仕

事を成し遂げなければならなかった。グレー

トノーザン鉄道のケンブリッジ支線、ヒッチ

ンーバドロック道路、歴史的なイックニール

ド道、ウィルバリー道、その他十指に余る小

道、通路によって交叉分断されたこの地域は、

北東部にノートン村、歴史的な建造物である

聖マリア教会の周辺を囲む10軒余りの農家が

ある南部のウィリアンを含んでいた。教会は

チューダーレッチワースホールの前を護衛す

るかのように屹立していた。水道を確保し、

道路を建設し、配置計画をつくるために技術

委員会が設けられた。1903年には簡易な形で

限定的な設計競技が行われ、W．R．レサビーと

ハルジー・リカルド、パリー・パーカー

（Barry　Parker　1867－1947）とレイモン

ド・アンウィン（Raymond　Unwin　l863－

1940）、ヒッチンの建築家であるジェフリ

ー・ 求[カスとシドニー・クランフィールド

が参加した。GNRへの意見照会を含め、各案

の評価が行われ、1904年1月28日には、パー

カーとアンウィンの案が仮採択され、2月ll日

には「会社案」として正式に採択された。

　パーカーとアンウィンは義兄弟の関係にあ

り、ウィリアム・モリスとアーツ・アンド・

クラフツ運動の信奉者であって、1896年にダ

ービーシャーのバックストンで実務に従事し

始めていた。アンウィンの労働者住宅への関

心は、チェスターフイールドのステイプレイ

の石炭および鉄鋼会社での仕事に由来してい

る。アンウィンは1901年にボーンヴィルでハ
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ワードに会い、レッチワースの仕事を獲得す

る決意を固め、現場に6週間泊り込んで自然

条件や景観条件を詳細に調べ、それらを丁寧

に彼の案に盛り込んだ。現在のブロードウェ

イの頭の部分にある3本の樫の木が彼に軸線

の位置を決めさせ、それがこの案の傑出した

見所になっている（口絵図1）。形式的な枠組

みは、ハワードのかっちりした図式とロンド

ン市のレン卿の再建計画を反映しているが、

実施に近い詳細作業が始まると形式ばらない

詳細設計と住宅計画を取り込む余地が多分に

残されていた。ピックスヴァレーはハワード

パーク（写真5、6）として保存され、ノート

ンコモンは街の主要なレクリエーションの場

になった。工業地域は街の中心の東に、引込

線を持った初期のいくつかの工場と共に、鉄

道に沿って配置された。異なった用途毎に土

地を地域区分する斬新な（当時としては）手

法が見られ、また労働者階級の住宅配置は近

隣住区単位を予感させる。

草分けの年月：1903－20

　土地取得と道路建設は会社の財政を逼迫さ

せたが、工業実業家や住宅建設業者を招き入

れる上で必要な基盤だった。1905年にはトマ

ス・アダムスが2人の出版業者と提携して低

廉小住宅展示場を開いた。ノートンウェイノ

ースとウィルベリーロードに沿って、鉄道と

ノートンコモンとの問の土地を開発事業者に

賃貸し、その上で1戸150ポンドの小住宅が建

てられる。この値段は農業あるいは工業労働

者が支払える水準の家賃を取った上で、5％

の利息を産み出す数値だった。114戸の展示

o
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展示は夏の間に「姿を現わしつつある田園都

市」を自分の目で見ようと詰め掛けた6万人

の来訪者で賑つた。

　技術的に先端的な家、たとえばコンクリー

ト造の「円形ハウス」（写真7）などが、住宅協

会、田園都市賃貸住宅、レッチワース小住

宅・建築会社などによってウィルベリーロー

ド158に建てられた。1911年には、ハワード

の名前を借りてつくられたハワード小住宅協

会が広々した庭を持つ、簡素な小石吹付け瓦

屋根の住宅建設が始まり、これがレッチワー

スの名を高めた（写真8）。住民が自ら食物を

栽培することが奨励された。

　宅地造成計画は近隣住区単位を構成する方

向に向かったが、これは1920年代のアメリカ

の計画者たち、クラレンス・ペリーやヘンリ

ー・ 宴Cト、クラレンス・ステインの仕事で

も実現されている。アンウィンは、第一次世

界大戦のときに兵器産業労働者のための国の

住宅プログラムに関与し、ジョン・チューダ

ー・ Eォルターズ卿が主宰する政府委員会を

説得して、田園都市住宅の原則の採用に持ち

込んだ。1919年には田園都市デザインが国の

住宅法の基礎になったが、この法律によって

イギリス中の地方自治体の住宅建設が始まる。

アンウィンは、この事業を監督する立場であ

る保健省の主席建築家に任命された。

　パーカーやアンウィン、M．H．バイリー・ス

コット、ベネット・ビッドウェル、カーテニ

ー・ Nリッカーマーなどの手になる、アー

ツ・アンド・クラフツ・デザインを最も良く

反映した一戸建ての住宅が族生した。全体と

して、これらは20世紀の住宅水準、環境水準

を決めてゆく上で大きく貢献した。特に、自

由な思想を持ち、菜食主義者の中産階級で禁

酒主義、スモックを着てサンダルを履いてい

る人々の先駆的なライフ・スタイルは、その

地域でも全国的にも風刺の対象になった（写

真9）。

　1908年にWHカウリッシャーによってデ

ザインされ、強烈なローレンス嬢によって建

てられた「The　Cloisters」は、初期の田園都

市生活の牧歌的な性格を集約的に表現してい

た。初期の社交生活はいずれもパーカーとア

ンウィンが設計した、1905年のハワード夫人

記念ホールや「The　Skittles　Inn」（現在の

The　Settlement）に反映されている。戦闘的

なフェミニストが集会を呼びかけ、ホールで

はクリスタバル・パンクハーストやジョー

ジ・バナード・ショウの演劇が上演された。

写真7コンクリート造の「円形ハウス」

航亙

．醜．1

写真81911年より建設がはじまったハワード小住宅協会に

よる住宅（1997年鍛影）
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他方、「The　Skittles」は「ビールなきパブ」と

して有名になり、社交クラブの草分けとなっ

た。

　現実に起こったことは、実践的に実務的に

処理された。レッチワースは工業都市であり、

機械、木工と印刷の工場誘致が成功の鍵だっ

た。初期の大成功は、ワークスロード沿いの

目立つ宅地に出版社のDentsを誘致出来たこ

とであり、そこで、有名な『エブリマン・エ

ディション』が何百万部も印刷された。1910

年には、1905年の展示場の残光を持ち、その

他いくつかの用途に使われた「sheds（格納

庫）」に、コルセット補強材として使う螺旋ス

プリングの特許を持つアメリカのSpirella会社

が立地した。1912年から1922年に渡って、セ

シル・ハイネットがデザインした巨大な工場

が3段階を経て完成した。「コルセットの城」

は、街の中心の北、鉄道切通しの上にそそり

立つ姿と共に、女性雇用において他を圧して

いた。

　第一次世界大戦の間、ジョージ・キルンと

ラウル・レェイの2人のベルギーからの亡命

者が「K＆L」という兵器工場をつくり、レッ

チワースに重機械工業を持ち込んだ。街の中

心では、スタイオンロードとレイズアベニュ

ーに沿って断続的に店が並びだし、ゆっくり

と発展していった。1912－13年に田園都市会社

の事務所が出来るまで、アベニューの付け根

にある「The　Colonnade」が目立ったビルだ

った。ブロードウェイにはジョージアン様式

が採用され、イーストテープが目抜きの商店

街になった。中心広場（今はJ．Rケネディ庭園

と呼ばれている）は1914年に設置され、市民

施設や宗教建築物の一群を劃す形でポプラの

ロンバルジア並木が植えられた。この建物群

は、クリストファー・レン卿やその他の巨匠

たちの仕事に倣ってつくられるはずだったが、

実現されることはなかった。

：曽．r＝ヂ唾・ぶ騰一画蕃餐；隔・疑安駿：雛ζ’野・郵．・

まとまり、強くなる時期：1920－40

　第一田園都市会社の後押しでレッチワース

は、ゆっくりではあるが堅実に成長していき、

北ハートフォードシャー地域の商業および雇

用の中心としての役割を強化していった。

1919年には、レッチワースの全ての土地をカ

バーする地方自治体として、レッチワース都

市郡（Letchworth　Urban　District　Council）

が成立した。
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　1919年の住宅法により、ベネットとビッドウ

ェル設計のジャックマンズ・プレイスやコー

トネィ・クリックマー設計の「The　Crescent」

のような革新的な住宅団地が建設され、村落

風の小住宅社会と地方自治体による住宅事業

の最高の実践例が切れ切なく連なった。両大

戦問にレッチワースの街の中心が強化された。

1922－3年に建てられたジョージァン様式のミ

ッドランド銀行が街の焦点になった。中心広

場では、パーカー設計による小学校が1931年

に建てられ、ベネットとビッドウェルによる

郡の事務所が1935年、クリックマーによる図

書館が1938年に出来た。1936年にオープン

した、ベネットとビッドウェル設計の映画館

はハリウッドがもたらす楽しさを田園都市に

も持ち込んだ。

　中心広場とソラーショットサーカス（ロー

タリー）の間のブロードウェイが完成したが、

このサーカスは、ロータリー型の交差点の草

分けとして、1910年には出来上がっていた

（口絵写真13）。1933年、パーカーによってデ

ザインされ修景された公園道路であるレッチ

ワースゲートは、道路による交通の重要性が

高まっていることを前触れするものだった。

古い工業地域が幅広く荒廃し失業が増える時

期にレッチワースの経済基盤は栄え、固まっ

た。この地域の工業は、高度な技術、製造過

程で付加価値を増すことに特化した。1920年

にはBritish　Tabulating　Machineがイックニ

ールドウェイに広大な土地を求め、そのパン

チカード式のデータ処理がコンピューター産

業の基礎を築いた。

　1919年には、ウェルウィン田園都市の開発

が始まった（口絵写真16）。それは14マイルだ

けロンドンに近いが、同じ鉄道沿いにあり、

幹線道路Alの北に位置していた。ハワードは

もう70歳に近かったが、その立地を決める主

役を演じ、資金の裏付けなしに土地を買って

しまった。フレデリック・オズボーンやC．B．

パードムなどの若い同僚たちは、ロンドンと

のより強い関係を勘案し、新しいコミュニテ

ィを「衛星都市」の開発と考えていた。1920年

に、レッチワースの経験を踏まえた最終プラン

が、ルイ・ド・ソワサン（Louis　de　Soissons

1891－1962）によって用意された。その計画

は、大胆な公園道路の広がりと直交する軸ハ

ワーズゲート、その交点に街の中心を配置し

たのが目立つものだった。重要な建物の殆ん

ど全部の設計の責任はソワサンにあり、それ

には吃驚させるような細長い小麦工場、ジョ



一ジアン様式の街の中心建築物、住宅の団地

などが含まれる。

　ハワードは新しい産物のほうに移転した。

1927年に、ハワードはナイトの爵位を授けら

れたが、その翌年、ゲッセンズロード3の彼

の自宅で永眠した。バーナード・ショウは書い

ている。「ハワードは、我々のような俗物が、

それはユートピア的で非現実的だなどと御託

を並べているうちに大きな仕事を成し遂げて

しまうような、偉大なぼんくら男の一人だ。

そしてもちろん、その仕事で金儲け出来るの

も彼等なのだ」。

　　典　罫峠㌧．鼻　砕r㌔…：；い諺＝爵．郵　　．滅

ニュータウンのモデル：1940－74

　第二次世界大戦中に、卓越したコンサルタ

ントであるバトリック・アバークロンビーに

よって、大ロンドン計画が用意された。そこ

では、首都の大市街地地域の周辺を廻るグリ

ーンベルトの中に配置された8つのニュータ

ウンの環が示されていた。レッチワースとウ

ェルウィン田園都市の両方が、空間的、社会

的な、先進的計画の重要な見本であると指摘

されている。

　1945年に選ばれた労働党内閣によって採択

された1946年のニュータウン法によって、先

ず最初にレッチワースから8マイル離れたス

ティブネイジが開発された。それは、2つの

田園都市と同様、ロンドンから北に走る戦略

的に重要な交通回廊上に位置している。レッ

チワースと、その北にある歴史的なマーケッ

ト・タウンであるヒッチン、南にあるウェル

ウィン、そして車軸の役割を持つスティブネ

イジの相互作用の関係を見ると、大ロンドン

グリーンベルトの北側への展開の中に、ハワ

ードの「ソシアル・シティ」の考えが部分的

に実現しているように見える。ニュータウン

は、住宅団地内での歩行者専用路のネットワ

ークやタウンセンターの導入などで、田園都

市のデザインや計画の標準を進化させている。

この技術は、1928年から9年、アメリカ、ニ

ュージャージーにライトとスタインによって

計画されたラドバーンの配置に影響を受けて

いるが、彼等は1920年代の初期にレッチワー

ス、ウェルウィン田園都市とハムステッド田

園郊外（口絵写真17）を見学しているのであ

る。田園都市とニュータウンは国際的な対話

の材料であり、特に大西洋両岸に跨る要素が

強い。

　1945年後は全てが変化した。法律に定める

都市計画によって、開発のコントロールに関

する大幅な権限が地方自治体に賦与された。

自治体が資源の配分を定め、1947年都市田園

計画法の下では、土地の開発付加価値に課税

されるので、郊外住宅開発、民間開発が抑止

されることになった。レッチワース自体、自

治体経営の農場（Grange）やジャックマン

ズ・エステーツの住宅開発で急速に拡大した。

後者はロンドンの人口の郊外移転を受け入れ

る、ラドバーン型配置計画の住宅団地だった。

　1950年代の無表情な近代建築のスタイル

は、初期のレッチワースにあるアーツ・アン

ド・クラフツ風の親しみやすい住宅、洗練さ

れているが簡明なジョージアン様式のウェル

ウィン田園都市スタイルの両方を否定したも

のだった。ジャクマンズも民間の手になる

Lordship　Manor　Farm団地も何処にもある

性格の、地域の独自性を全く欠いたものにな

ってしまった。

　急激に拡大する教育プログラムの需要に応

えるため設けられた、郡の建築家C．H．アスリ

ンよって設計された有名なハートフォードシ

ャーの学校群は、目立たない形で団地の雰囲

気に合っている。しかし、中心広場に面する

北ハーッ・カレッジに用いられた拡張版の計

画は、この敷地の重要な位置から考えて都市

デザインを全く欠いたものだと考えざるを得

ない。

　1998年には、中心センターの再生事業で多

数の人の歓迎を受けながら、これが取り壊さ

れた。同様に、1964年に建てられたインター

ナショナル・コンピューター株式会社の大規

模な事務所街区は、田園都市のデザイン継承

を殆んどひつくり返す自己主張を行っている、

もうひとつの建物である。これもまた、現在、

遺産継承財団の主導によりネクサスセンター

として変容を遂げつつある。

　1950世代に土地の民間開発に関する統制が

解除されたとき、第一田園都市会社は格好な

乗っ取りの標的にされた。レッチワース都市

郡は国会に法案を提案し（イギリスでは、私

人や自治体に国会への法案提案権があるらし

い。プライベートビル制度）、この通過に成功

した。その結果、土地所有権を含む会社の資

産がレッチワース田園都市公社に委譲され、

公社は1963年1月1日に発足した。土地所有者

として、公社は1995年までレッチワースの開

発について中心的な役割を果たした。

　1960年代の終わり頃には、公社とレッチワ
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写真10　現在は、第一田園都市遺産継承博物館となっている旧パーカー＆アンウィンの事務所の

建物（1997年撮影）
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一ス都市郡はレッチワースの中心商業地域の

ど真ん中で、ジャーノンロードとレイズァベ

ニューの問とイーストテープの裏の、古いコ

マースアベニューに沿った地域の再開発に取

り掛かった。当時は、大規模商業集積の時代

であり、この計画は2つのスーパーマーケッ

トと上階に公共ホールを乗せた屋根付きの市

場からなっていたが、数年を経ずしてスーパ

ーは両方とも小さすぎることがわかり、また、

公共ホールは殆んどビンゴにしか使われない

ことがわかってきた。34の小規模商店、城砦

のような中層の自動車駐車場、それに新しく

構成された郡庁舎になる事務所の計画があっ

た。この集積が完成したのが、ヨーロッパ建

築遺産継承年である1975年だったのは皮肉で

ある。しかし、この時分になると、レッチワ

ースのかけがえのない遺産の保全に関する真

剣な配慮がなされるようになる。

　1970年代の初期に夜明けを迎えたポストモ

ダンの時代になると、田園都市、ハワードの

ビジョン、パーカーやアンウィンの計画のコ

ンセプトは国際的な文脈の中で再発見された。

保全と再生：1975－2003

　1974年には、レッチワースはヒッチン、バ

ルドック、ロイストンや農村後背地を含む、

拡大された北ハートフォードシャー郡に編入

された。上手いことに、王立都市計画協会の

ダイヤモンド（75周置）祝賀の年に当たる

74年に田園都市運動の歴史に関する関心の高

まりを受けて、レッチワースが主要な保全地

域のひとつに指定された。財団は、国の法律

に定められた義務を果たすため、また既に建

家とまちなみ45　　2002．3

築されている環境の開発と管理に直接関わる

専門職の技能を集めるために、コミュニティ

計画従事者を必要としていた。この最初のメ

ンバーリストには、名誉会員としてエベネザ

ー・ハワード、専門職会員として協会の初代

会長になったトマス・アダムス、レッチワー

スの配置計画やデザインに非常に深く貢献し

たクリックマー、パーカー、アンウィンなど

の建築家が名を連ねている。今や、北ハート

フォードシャー郡の義務になったのが、その

計画義務の遂行を通じて保全地域の「性格や

風貌を維持し、高める」ことである。土地所

有者であるレッチワース田園都市公社は、既

にハワードの『明日の田園都市』に書き込ま

れた原則に従ってその財産を管理する責務を

負っていた。

　意義のある建築物をリストアップして保全

することは、多年にわたって英国の計画シス

テムの一部になっている。1970年代の初頭か

ら、20世紀に建てられた建築物もその地位を

獲得している。このような扱いで保護される

田園都市内の建築物の最初の例は、レッチワ

ースのSpirella工場だった。1979年には、環

境省がレッチワースの草分けの建物のうち数

百棟を指定した。The　Cloisters、　The

Settlement、ノートンウェイサウスにある古

いパーカーとアンウィンの事務所（今は第一

田園都市遺産継承博物館になっている　写真

10）、国際的にも著名なアーツ・アンド・クラ

フツ運動の建築家M．H．パリー・スコットによ

る個人住宅のいくつか、ウエストホルム、ラ

ッシュビーなどによる村落風の住宅宅地が含

まれている。

　この事態は郡と田園都市公社の両方に管理

の問題を提起した。田園都市住宅の無神経な

改造が懸念され、住宅資産への「デザインの

手引き」が公表された。これは数版を重ね、

郡全域の地域開発計画のデザインの手引きに

対して補完的な役割を果たしている。この自

治体の「計画」自体、田園都市に関する特別

の政策を盛り込んでいたが。2001年には、レ

ッチワース保全地域計画が全面的な見直しに

掛けられており、区域の追加と住宅建築物の

改造と増築に関する規制権限を強化すること

が提案されている。たとえば、レッチワース

ゲイト邸やヴァレイロードの再開発に見られ

るように、田園都市の最近の新しい住宅は初

期の時代のデザインの特徴を盛り込むことに

成功してきている。

　1980年中の景気後退時に、初期に入った多



写真11モリソン・スーパーマーケット

くの工場が閉鎖されたが、新しい工場公園団

地がハイテクあるいは情報技術への雇用機会

を創出した。1995年には、全体を統括する土

地所有組織が代わり、レッチワース田園都市

遺産継承財団になった。1990年代の初期には

街の中心部が荒廃し、多くの商店が閉鎖した。

財団の理事長に任命されたスチュワート・ケ

十一は都市再生の推進という優先度の高い目

標の追求に指導力を発揮した。

　新しいモリソンのスーパーマーケット（写

真ll）、1960年代の学校建築の跡地、なくな

ったことを誰も悲しまなかったキャンパス跡

地での北ハートフォードシャーカレッジのた

めのゴールドスミスセンターなどがキーとな

るプロジェクトである。今や、ブロードウェ

イは、囲い込まれた街感覚を帯びている。ハ

ワード、パーカー、アンウィンが見たら喝采

するだろう。ついでに言えば、落ち着いた、

洗練されたジョージアン様式のデザインのパ

ーカーの手になる1914年の古いボーイズクラ

ブ建築の正面が顔を出している。アリーナの

向こう側、郡の庁舎の背後の映画館が改装さ

れた。1935年、地域在住の建築家ベネットと

ビッドウェルによってデザインされたこの映

画館の、強い印象を与えるアールデコ風の外

観やホワイエは1930年代のハリウッドミュー

ジカルの輝きを思い起こさせる。それはフレ

ッド・アステアとジンジャー・ロジャース主

演の「Follow　the　neet」で幕開けした。

　しかし、遺産継承財団によってなされた開

発の最大の旗手は、疑いなく、古いSpirella工

場、「コルセットの城砦」の再建であろう（写

真12）。繊細な漆喰塗りで飾られた最上階の

豪華な舞踏場、必ずしも正当には評価されて

いない、近代主義的な入り口のホワイエ、現

代の最高水準をいく効率的な労働環境を備え

た事務所などが相互に補完しあっている。こ

の建物の開場は、英国におけるあ

からさまな近代主義建築批判者で

あるチャールズ皇太子によってな

された。レッチワースが100周年

を迎えようとしている時に、財団

のモットーである「誇らかな過去、

輝ける未来」を地で行っている。

　幅広い視角を持った田園都市運

動は、レッチワースを超えて、新

しい、包括的なコミュニティ・デ

ザイン哲学の一部として注目を集

めている。1960年代後半、ミルト

ン・キーンズの開発（写真13）を

最後に、英国のニュータウン事業は終息を迎

えるが、より小規模な開発に焦点が合わされ、

また伝統的なデザインの復活を再評価する方

向に落ち着いてきている。1973年の「エセッ

クス郡住宅デザインの手引き」に始まり、伝

統的、バナキュラーな建築、有機的なグルー

ピング、そして再び沿道性への注目などの回

帰現象が見られる。

　1980年半には、大きな建築事業者による大

規模住宅開発への疑問が徐々に高まり、また、

小さい世帯規模の世帯の増加にも適応した小

住宅には、低密度の配置計画は不適切なこと

がわかってきた。さらに、自家用車を主要な

交通手段にすること、それが住宅地配置計画

の基礎になることへの疑問から、もっと緊密

に組み合わされたグルーピングへの回帰が見

られる。アンウィンのレッチワースやハムス

テッド田園郊外の配置計画の研究成果を見れ

ば、初期の田園都市デザインは、このような

考えのもとになされたことは明白である。

蓼

写真12　再建された「コルセットの城」。1912－22年に建設された工場がレッチワース財団オフ

ィスとして蘇った（2000年撮影）
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写真13　英国ニュータウン事業の最後のビッグプロジェクトであるミルトンキーンズ（1998年撮
影）

写真撮影：齊木崇人

図版出典：First　Garden

City　Heritage　Museum

Mervyn　Miller，　LETCH－

WORTH　The　F虻st　Garden

City，1989

34

考えのもとになされたことは明白である。

　1909年に出版されたアンウィンの種本『都

市計画の実践（Town　Planning　in　Practice）』

は、過去90年にわたって建築家や計画家たち

の発想の源であり続けた。それは、ハワード

の『明日』が与えるメッセージと同じくらい

長持ちしている。ラドバーン以前の、初期の

田園都市のグルーピングの考えに戻ることが、

アメリカのニューアーバニズムの人々の発想

を促し、イギリスでも、ドチェスターの縁辺

部にあり、コーンウェル公爵によって所有さ

れている土地で開発されているパウンドペリ

ーが、最高の実例になっている。

　チャールズ皇太子は近代主義の建築やコミ

ュニティ・デザインに強い批判を投げ掛けて

きた。パウンドペリーでは、彼は、ベルギー

の都市計画家レオン・クリエに頼んだが、そ

の案は一連の有機的な近隣住区からなり、そ

のひとつひとつがドチェスターの歴史的なコ

アを含んだセクターにより構成されている。

クリエは、『都市計画の実践』で見つけた図式

と、同じようにアンウィンに強い影響を受け

ているオーストリアの都市計画家カミロ・ジ

ッテの理論の組み合わせにより空襲コンセプ

トを構成した。パウンドペリーの建築はドー

セットのバナキュラーなスタイルをその出発

点とする。全ての家は、街路に面し、開かれ、

自動車は各々の住宅グループの背後にある小

さな中庭（mew）に置かれる。豊かな、バナ

キュラー・スタイルのアプローチを背景に、

ところどころにランドマークになるキーとな

る建物を配置する結果になった。このデザイ

ンと配置計画の考えは非常に影響力があるも
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のだが、未だに住宅やコミュニティデザイン

の分野で近代主義を追求している人々の趣味

には合わないだろう。

　もし、パウンドペリー・プロジェクトが田

園都市計画を支えている空間コンセプトの復

刻版だとしたら、サステイナビリティ（持続

性の保証）とエネルギーの保全が強調される

ようになったことも、19世紀末から20世紀初

頭にかけて展開された田園都市運動の自給自

足的な開発というテーマの蘇りだと言うこと

ができよう。

　たとえば、ニューヨークのコーネル大学の

町であるイサカ郊外のエコ・ヴィレッジは小さ

な持続性のあるコミュニティとして開発され

てきた。ここのコミュニティ中心のホールを

取り巻く住宅のグルーピングは、1世紀前のア

ンウィンが書いたエッセイ「The　Art　of

Building　a　Home（家を建てるアート）」にあ

る図式を思い起こさせる。

　もっと大きな戦略的なレベルでも、都市田

園計画協会は、ロンドンから発する主要な鉄

道路線と結ぶ形で、一繋ぎの新しいコミュニ

ティの環をつくるアイデアを再生させた。そ

の研究成果『ソシアブル・シティ（Sociable

Cities）』は1998年、ハワードから100年後に

出版されたが、彼のコンセプトをより詳細に

わたって発展させたものである。南東イング

ランド地域への戦略的な計画の残り香がある

けれども。

　最後に、ハワード自身の労作が幾つかの会

議での主題になっている。1998年、故K．C．パ

ーソンズ教授が組織し、その費用の一部はク

ラレンス／スタイン財団によって賄われたニ

ューヨーク、コーネル大学での会議に、私も

出席した。その記録は、来年、国際都市計画

史学会が開くロンドン・レッチワース会議まで

に出版されることになっている。

　レッチワースは100年を迎えようとしてい

るが、そのコンセプトやデザインは、もちろ

ん歴史的な文脈の中で博物館的に陳列される

わけではなく、来るべき千年紀においても、

柔軟で実際的な解釈を得た上で、将来のコミ

ュニティ・デザインの現実的なモデルになるも

のである。私はそれらの考えを「生きた思想」

という言葉で要約した。私がこの基調講演で

果たしたかった望みは、ハワード自身も誇り

に思えるような未来のコミュニティを産み出

す手段として、レッチワースを産み出した精

神やビジョンが、未来に繋がる道筋を示唆す

ることにあった。


