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九州大学21世紀プログラム4年生。
専門は都市計画。3年生より西山研
究室に所属し、地域らしい景観形成
のあり方をもとめてニューアーバニ
ズムについて研究中。2007年度か
ら大阪大学大学院に進学予定。

著書に日本建築学会編『まちづく
り教科書町並み保全型まちづくり』
（共著）他

境との統一を促し、持続可能なコミ

ブルとなった「The

ュニティを創り出そうとするもので

（1994年，Peter

『家とまちなみ』では、43号（2001

ある。（略）建築単体の細部にまで

Hi11，

年）で「特集ニューアーバニズム

その思想の実現を目指す一方、それ

が経過した2005年9月、NUの掲げ

入門」が企画され、筆者（西山）も

を住区単位で実現するために必要な

る計画・デザイン理念がいかに実際

44号において、「歴史的町並み保存

都市レベルでの計画提案をおこなっ

の都市空間に実現しているのかを知

とニューアーバニズム」と題する報

ているものも多い」

るために実施した、米国視察の成果

はじめに

the

Katz編、

McGraw−

Inc．）が出版されてから約10年

を概略ながら紹介したいと考える。

ズム（以下、NU）論について以下

Urbanism）のホームページ（http：／／

視察をおこなったのは、NU先進地

のようにまとめている。

www．cnu．org／）によると、この

といわれるフロリダ州とカリフォル

「NU論は1980年代前半にアメリ

NU論に基づく開発事例は、2005年

ニア州であり、前者では、NUの聖

カの建築家、都市計画家たちが提起

12月時点で523件に及び、発祥地で

地であるリゾートコミュニティ開発

したコミュニティ・デザイン運動で、

ある米国にとどまらないヨーロッパ

のシーサイドとその近郊のローズマ

車社会が引き起こす自然破壊やコミ

やアジアなどのさまざまな国や地域

リービーチ、そしてオーランド市縁

ュニティ破壊を実際のデザイン事例

で、その理念や手法が受け入れられ

辺部の高級住宅地開発事例であるバ

の中で解決していくことをめざした

ている。1993年に設立したCNUは、

ルドウィンパークの3事例、後者で

ものである。その理論は、

現在、会員数も2，300を超え、毎年

は、市民参加型コミュニティ開発と

Neighborhood（＝近隣住区、日本

米国を含めた約20の国々が集まって

して世界的にも有名なサンフランシ

における1小学校区に相当）がコン

会議を開き、活動の輪を広げている。

スコ東湾岸のミッションベイ、およ

パクトにまとめられ、その中で土地

for

Urbanism」

New

告をした。そこではニューアーバニ

CNU（Congress

New

近年になって、日本においても

びサンフランシスコ近郊でバリエー

や建物の用途が混在し、歩行者に優

NUが注目されるようになり、多数

ションのある開発テーマで注目を集

しい道路を提供すること、District

の著書で紹介されるようになった

めているヘイワード、ラグナウエス

（機能的に特化された地区で商業集

（注1）。NUに造詣のない読者でも、

ト、コミュニケーションズヒル、ジ

積地や行政機能地区、大学キャンパ

近年、欧米を中心に持続可能な都市

ャクソンテイラー、クロッシングの

スなど）が適切に配置され明確な用

計画理論として注目されている「コ

計6事例である。これらからいくつ

途を持つこと、そしてCorridor

ンパクトシティ」の議論と重なる部

かを紹介したい。

（NeighborhoodとDistrictを結ぶ

分が多いと気づかれる方は多いであ

自然歩道や幹線道路など）が機能的

ろう。実際に、「コンパクトシティ」

に計画され景観的に美しいこと、こ

開発事例の一種として紹介されてい

の3つの条件を揃えることで、自然

る著書（注2）も散見される。

の生み出す環境とヒトの形成する環
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本稿では、NUが世に問われるバイ

事例1＝シーサイド（Seaside）
いくつかの驚き

まず訪れたのがフロリダの北西、
メキシコ湾沿いに位置するシーサイ

妻鋤

撫

灘響撚灘

撒・

蜩蜩蜩蜩蜩蜩蜩蜩?Z騨瓢騰懸嶽騰
所在地 き
フロリダ州ウォルトン郡
計画面積 80acre
開発年 1981
開発形態 TND開発（Green fleld）

門

・騒

擁灘

︐鋤．欄

轟譲

0②③ ④⑤⑥⑦

幹線道路に面した住戸
3階の物見座敷（？）がトレードマーク
海岸線に建つコンドミニアム群の内側に走
るパス

タウンセンター中心のシンボル郵便局
25年が経ちフソトパスも樹のトンネルに
シーサイドは高級リソートタウン
すぐ西隣に建設中のウォーターカラー開発
地区

驚
繍灘
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ろうか。

ドである。タンパ市郊外のホテルか

の重要性を説いている。このコード

らレンタカーで向かうが、約500km

は創造性を妨げることなく建物に適

の道程は、米国のハイウェイ利用と

用させること、またコミュニティの

いえども気が遠くなるほど遠く、変

性格を与える調和を確実にする一方

人里はなれた海岸線の自然地に忽

わらぬ湿地帯の風景が延々と続い

で多様性を推進せねばならないと説

然と姿を現したシーサイド開発は、

た。ところが現地で聞いてみると、

明している。コードはNUのさまざ

バッファとなる土地を所有せず、当

最寄りの都市でも300kmほどあり、

まな事例の中で作成され、その理念

然ながらUGB（都市成長限界線）

シーサイドの住人（別荘所有者）は、

が受け継がれている。NUはこうし

を設定するような公的な都市計画も

それを平気で車を運転し、年に何度

た建物のデザインの創造性を高める

なく、地区の外側は手を出せない計

も通っているという。日本人とのス

多様性（variety）と町の個性を特徴

画対象外地域に過ぎない。事実、視

ケール感の違いに改めて驚かされ

付ける調和（harmony）という概念を

察時にもシーサイドの西に隣接（連

る。到着したNUの聖地は、まさに

非常に重要視しているのである。

続）して少し見劣りするウォーター

高級リゾート別荘都市であった。

シーサイドにおいては、このコー

まちづくりの視点

カラーと呼ばれる別のコミュニティ

さらに驚いたことに、2006年が開

ドが図解で分かりやすく規定されて

開発が進行中であった。さらに下層

発25周年となるまだ生まれたての街

いることから、どこに調和を促すか

には、こちらもあまり質が高いとは

で、ピーク季の人口でさえわずか3

という点が明確である。また、その

いえないスプロール的な宅地開発が

千人程度であるシーサイドの街の名

コードに周辺の伝統的な景観要素を

海岸に沿ってだらだらと続いていた

が、1枚におさまる手持ちの全国地

組み込むことで、参照した周辺の町

のにはかッカりした。このように、

図に記載されていた。成功したリゾ

とも調和した景観を生み出してい

当初は海岸沿いの湿地帯のなかにた

ートタウンとして、全米に認知され

る。一・般的な新規開発の際、周辺と

たずむ孤立型のリゾートコミュニテ

ている証である。

は関係なく、新たに一からつくるた

ィとして計画されたシーサイドであ

め、景観的に関連性のないまちが隣

ったが、計画の対象とならなかった

チは、日本では見ることのできない

り合うということもよく目にする

周辺部の自然は大きく改変されてし

ほぼ100％が石英（水晶）質の、真

が、その点においてシーサイドは古

まった。

っ白な砂浜であり、そのため陽に照

くから存在する周辺の町の景観との

らされた海はエメラルドグリーンに

連続性も実現している。

また、最大の自然資源であるビー

NU論が確立する以前に計画され
たシーサイドには、前述のように、

TOD（公共交通指向性開発）の概

輝き、非常に美しかった。この海を

また、シーサイドではこの地方の

いつでも臨めるよう、シーサイドの

伝統的な景観要素をいくつか取り入

念は全く導入されておらず、公共交

各住宅には3階部分にお茶が飲める

れ、独自に解釈をすることで新たな

通機関でのアクセスや周辺の近隣…住

程度のスペースを持ったタワーが設

シーサイドオリジナルの景観を生み

区とのネットワーク形成といった発

けられており、それらがシーサイド

出している。さまざまな建築家によ

想は前提になかったことを再確認し

型住宅であることのアイデンティテ

る多様なデザインも、一定の幅のな

た。

ィになっているのが印象的であった。

かで調和が保たれるように上手に誘

とはいえシーサイドが設立して26

導されている。この幅はコードによ

年を経た現在でも、計画当初の理念

りコントロールされるが、用いる要

は受け継がれ、現在でもシーサイド・

シーサイドの建築デザインコード

素を限定する一方、個性を発揮でき

インスティチュートなどの機関によ

を開発したDPZは、実際の建築設

るようにその意匠は規定していな

り、街の景観等は管理され、住む人、

計に携わらず、さまざまな建築家が

い。どこを調和させるか、あるいは

別荘を持つ人、訪れる人々など多く

コードをもとに設計することによる

どのように多様性を創出するか、と

の人々に愛される街となっている。

多様性の創出を意図している。この

いう点を明確にすることにより、さ

景観に限らず、多彩なイベントを開

ことについて、1994年に提唱された

まざまな建築家がデザインを行って

催し人々のアクティビティを促した

「New

も一定の調和と多様性のバランスを

り、シーサイドにしかないオリジナ

保つことができているのではないだ

ルの小売店舗を設けるなど、ソフト

デザインの多様性と調和

Urbanism憲章」（注3）にお

けるコード解説では、調和と多様性
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驚叢蘇羅1繋懸難甕灘灘灘懇灘一難三
所在地 フロリダ州ウォルトン群
計画面積．105acre

開発年

1995

開発形態。TND開発（Green

fleld）

．．夢警ち

遵
際こ
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⑤
0町並みの様子
②住宅と海に向かうオープンスペース
③ビーチ沿いのコテージ
④ビーチへと続くデッキ
⑤タウンセンターの建物
⑥マップ（現地看板写真）

⑦夕日の沈むビーチ

遡

1燃聖
ア

敷〜

齪灘

冠鶴
鴨

■プロジェクト概要＝DPZ HP■http／／www dpz com／prol㏄ts aspx
■ローズマリーヒーチHP■http ／／www rosemarybeach com／
家とまちなみ

55〈20073＞

17

の面でもさまざまにチャレンジをし
ており、現代に成功するまちづくり
として学ぶべき点は多かった。

宅地であることは否定できないが、
事例3＝バルドウィンパーク
（Baldwin

Park）

エクスクルージョナリー・ゾーニン
グ（最低敷地規模規制などの排他的

フロリダ半島中央部の中核都市オ

ゾーニングのこと）によって社会階

ーランドのダウンタウンから北東へ

層や年齢の特化した住宅地をつくり

約3km程の場所に位置する。計画

続けて失敗した米国の近代都市計画

シーサイドからメキシコ湾岸を東

地内には自然湖が2つあり、都心部

を批判するNUの真骨頂を示す開発

へ10kmほど走ったところに位置す

に近い場所に位置しながらも、水辺

と言えるだろう。

るこのまちなみも、シーサイド同様、

空間を生かした穏やかな雰囲気の漂

開発地区内にはいくつかモデルル

DPZが手がけた建築コードをもと

う一大住宅地が完成しつつあった。

ームが日本同様に公開されており、

に設計されている。シーサイドより

セール＆インフォメーションセン

各住戸タイプを見学できるようにな

も重厚な雰囲気づくりをめざしたま

ターには、建築家とプランナーが常

っていた。モデルルーム内から見て

ちなみで、より高級志向の住宅地と

駐し、設計室をオープンにして、購

はじめて分かったのだが、建物の前

いった印象を受ける。住宅地の中央

入希望者からの相談や質問に朗らか

面が道路に面し、駐車場は街区ブロ

には東西に湾岸道路が幹線として走

に対応し、また施工現場からの問い

ックの内部にまとめて設けられるな

り、その幹線沿いに配置されたタヴ．

合わせにリアルタイムに応えるため

どの配慮がなされていた。地区内道

ンセンターには、やはりオープンス

の設計作業をおこなっていたのが印

路は、ゆったりとした歩道を持つ2

ペースを囲むようにして、無国籍に

象深かった。また、PRルームの展

車線道路が十分な幅員でとられ、従

ヨーロッパの田舎町を意匠したよう

示パネルには、一瞬目を疑ったが、

来の郊外住宅地同様の車志向の空間

な商業施設やコミュニティ施設が集

TODやTNDについての概念の説

も垣問見え、快適な歩行環境と言う

中している。そこから南側に入り街

明や、都市コミュニティとしてのそ

にはややスケールアウトと感じる道

区道路を海に向かって進むと、3階

れらの必要性がしっかりと書き込ま

路設計も見られた。日本人と米国人

建のどこか懐かしい都市型の建築が

れ、それ自体を他の開発との差別化

のスケール感の誤差の範囲かも知れ

高密度に建ち並び、1階部分にはオ

に使っていた。案内をしている販促

ないが……。

ープンテラス、2、3回にはベランダ

の婦人に質問してみたが、NUとの

とはいえ商業施設やオープンスペ

を設け、やはりヨーロッパの地方都

関連を含めしっかりと説明してくれ

ース、公共施設やオフィスなどが徒

市的な賑やかな通りの雰囲気を演出

る。

歩10分程度の圏内に配置され、日常

事例2＝ローズマリービーチ

（R◎semary

Beach）

またこの開発では、年齢や家族構

生活に必要な機能が適切に配された

成、生活環境の変化に伴い、開発地

空間が実現している。都市縁辺部に

頃、シーサイドから続く砂浜の彼方

区内で家の住み替えができるような

立地するため都心への公共交通アク

の海に夕日が沈みかけており、幻想

大胆な提案を行っている。単身用の

セスはよく、開発地区および周辺地

的なシーンを見せてくれた。シーサ

集合住宅、家族用の比較的簡易な住

区を校区とする小学校も計画されて

イドは、こうした大都市から隔絶し

宅、ステータスを示す邸宅、高齢者

おり、高級戸建て住宅がやや低密度

つつ自然資源に恵まれた高級リゾー

の夫婦向けのコンパクトで質の高い

な土地利用を引き起こしていること

トコミュニティを、近隣住区の単位

住宅など、11種類の住戸タイプと店

を除けば、NUの唱えるTNDをほ

で成り立たせることに成功した。ロ

舗併用住宅や事務所テナントなどが

ぼ理想的に実現している事例であっ

ーズマリーは、この成功に自信を得

用意され、さまざまな世代が混住す

た。

たデベロッパーが、「二匹目のドジ

るソーシャルミックスと同一コミュ

ョウ」ならぬ「二匹目はウナギ？」と

ニティ内での住み替えを可能にして

ばかりにさらにエスカレートしてい

いる。単身用アパートメントやコン

るようにも見えて少し滑稽であった。

ドミニアムが用意され、分譲住宅で

1970年代から始まったミッション

は、4，000万円台のタウンハウスか

ベイにおける大規模開発計画をめぐ

ら3億円程の邸宅まである。高級住

るサンフランシスコ市当局とデベロ

している。

筆者たちが海岸までたどり着く
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事例41ミッションベイ
（Mission

Bay）

糧毒

畔

塾．灘都踊慧難一

覇顛醗灘徽難醗

引
篤

所在地 フロリダ州オーランド
計画面積 1100acre（445，2ha）
オフィス用地139，500㎡
小売店舗用地32，550㎡
公園用地215acre（87ha）
戸数瑚3，200戸

開発年

2002

開発形態lUrban

InfllI，↑ND開発

選

、
騨
羅
0街区の表の表情
②湖の周辺
③街区内部（裏）に設けた駐車場
④設計作業を行っていた建築家

⑤Sales＆lnfomatlon内部の様子
⑥計画写真（現地Sales＆Infomatlonパネル写真）
⑦商業施設
■Baldwln
■Slte

Park

HP■http〃www．baldwlnpark

Map■http／／www

baldwlnpark

com／web／

com／web／lmages／sltemap

pdf
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疋

サ幌
4
立

・嘱掃

憂望躊

く

キ

増

，続癬購縣灘

聯

拘

旨

騨懸灘灘灘灘灘購難

所在地：カリフォルニア州サンフランシ
スコ拘

引画面積

303acre

開発形態：Urban

lnflll

、遡総

ゲ

︑耀綴唖

︐ みゆ
雛
勇ぱ躍脂
㌦

凸

灘響

聖類幽幽続囎鯛

》＼
ソ

．謹．撫

−レ運搬
輪講禽︑

㌔讐聖経
劉繊撚綱虻

繕

0タウンハウス
②実際に建設中のアフォーダブ
ル住宅を含む高級集合住宅
③ビジターセンターに展示され
ている計画模型
④川沿いに建つ複合機能をもつ
ヒル

0●

OUCSFキャンパス
⑥ぽつんと取り残されたミッ
ションベイの歴史を物語る建物
⑦敷地内からシャイアンツ本拠
地球場を臨む
③開発を待つ広大な敷地
■Mlsslon

Bay

A

ordable

Houslng

■http〃www sfgov org／slte／uploaded les／sfra／Prqects／MB％20BMR％201nfo％20June％202006（3）．pdf
■プロジェクト概要■h廿p〃www tndwest com／mlsslonbay htm1
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難二二朧購二二灘鑛・難灘欝雛二二

騰灘倦一欝叢罐螺

撚難麟懸羅・

Hoywor↓（川FORMA
所在地：カリフォルニア州ヘイワード市
計画面積二10．5acre

1992
開発形態＝TOD開発

0コミュニティ・ゲート
②コミュニティ内の駐車場
③コミュニティ内の様子
④塀で囲まれたコミュニティ

⑤バス停とBART駅
⑥BART駅につながるシティホール
⑦再開発されたショッピングモール
⑤駅周辺の既存の店舗

家とまちなみ
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ッパーそして市民とのせめぎ合いと

トファニチュアの細部に至るまでの

まちづくりの経緯は世界的にも有名

さまざまな段階にかかわるスケッチ

であるが、1990年にまとまった最終

やエスキス図面、シャレット（専門

案以降、すぐさま開発が進んだとい

家や住民等関係者の協働ワークショ

うわけではなさそうである。現在、

ップ）の写真などが詳細に展示され

たり、古くからの住宅地としてビク

着工してはいるものの、ビジターセ

ていた。こうした計画過程を誰もが

トリア調をはじめとするさまざまな

ンターや当該計画を担う学科を有す

いつでも容易に見られる施設のあり

様式の住宅建築が集中する歴史的町

るUCSF（University

方をみて、計画の透明性確保が重要

並みの保存地区や、日本人街、スペ

と位置づけられていることを強く感

イン人口など多様な文化が混在する

じた。

街々に隣接する、鉄道用地や旧倉庫

San

of

California，

Francisco）大学の建物以外に

はまだ目立つ建物は少なく、計画地
は二二とした荒れ地のままであった。

ミッションベイ地区には6，000程
の住宅のユニットが建てられる予定

事例6＝ジャクソンテイラー

（Jackson−T繍ybr）
この地区はサンノゼ市の北部に当

街を再開発した事例である。公共交
事例5＝ヘイワード

（Hayward）

通として新しい路面電車が導入され

ており、その駅周辺にNUによる高

だが、そのうち1，700がアフォーダ

この地区は郊外のショッピングモ

密度な集合住宅が数街区にわたって

ブル住宅（民間供給の低所得者向け

ールに客足をとられ、またBART

開発されている。街区ごとに集合住

住宅）に予定されている。市役所都

（サンフランシスコと結ぶ鉄道シス

宅のデザイン・コンセプトは異なり、

市計画局の話では、計画地北辺の川

テム）のパーク・アンド・ライド用

なかには使われなくなった赤煉瓦の

沿いに建てられている6階建ての単

の駐車場をつくるため、ダウンタウ

倉庫を棟割り住宅としてモダンに再

調なファサードが連続する建物の内

ンの建物を壊して用地を確保するな

生し利用しているものもあった。い

部にも、アフォーダブル住宅が組み

ど、歴史的な中心部の衰退が続いて

ずれの街区もその中心には、表情の

込まれているが、入居者のプライバ

いた。これに歯止めをかけるため、

異なるコモンスペースが配され、駐

シーに配慮して、一般人にはどの住

NUによる駅周辺の再開発に乗り出

車場は地下につくるなどの工夫が施

戸がそれか分からないように配慮さ

した事例である。

されている。開発地区の中には廃線

れているという。米国では一般的に、

BARTの駅周辺にこのヘイワー

となった軌道が遺されているが、そ

アフォーダブル住宅と家賃補助住宅

ドの住宅地が計画されている。駅裏

（subsidized

housing）の2本立てで

に隣接している一昔前の住宅地は、

れを復活させ、路面電車による
TODの計画もあるということであ

住宅福祉を実施しており、集合住宅

広い道路沿いに戸建て住戸がガレー

った。工場系の土地利用がなされて

（日本でいう民間マンション）を新

ジを介して散漫に点在する典型的な

いた時代のインフラである道路を付

築する際に、計画的に低所得者に入

米国・車指向型開発となっていた。

け替えずに巧みに利用したり、給水

居させる住戸を挿入しておくという

それと差別化するように道路向かい

塔をランドマークに活用するなど、

点がアフォーダブル住宅の特長であ

に新規開発された住宅地区は、地区

土地の歴史性を現代の新たな用途に

る。NUではこのアフォーダブル住

全体が柵や塀に囲われるなかに、多

転換する手法が秀逸な事例であっ

宅を住宅地に適切に配置し、多様な

様な種類の戸建て住宅が建ち並ぶ、

た。

人々が居住できる環境を提案してい

いわゆるゲーテッド・コミュニティ

るのである。

であった。地区ゲート内のコミュニ

事例71コミュニケイシ調ンズヒル
（Communications

Hill）

ミッションベイのビジターセンタ

ティは緑豊かで質の高い環境が確保

ーでは、広いホールにミッションベ

されているが、あまりに外に対して

小高いこんもりとした丘上の新規

イ開発に関する計画過程の模型やボ

閉鎖的であることに驚いた。しかし

開発であり、訪れたときはまだ一部

ードが展示されていた。計画の背景

BARTとバスの乗換えを円滑に行

の区画で住宅が完成しているだけで

となるサンフランシスコの都市史を

えるようセンターを計画し、徒歩圏

あった。麓から等高線に沿うように

古い資料からひもとき、将来ビジョ

内に公共交通を配置、その利用を促

曲がりくねってのぼっていく地区内

ンからマスタープラン、街区・街路

進するシステムがよく考えられてい

道路とは対照的に、敷地割りはグリ

計画、個別の建築、そしてストリー

るTODの好事例であった。

ッド状である。しかし土の移動を極

22
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所在地．カリフォルニア州サンノゼ市
計画面積 75acre
開発年．1991
開発形態

不明
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回国肝
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0タウンハウス
②玄関側のオープンスペース
③ガレージ側のサービススペース
④倉庫を転用した棟割り住宅
0保存されている給水塔のモニュメント
⑥歴史的建築物保存地区の建物
⑦歴史的建築物保存地区の建物

0街なかを走るLRT

⑤

灘

や珊
もの
サ五
ガ
サ

霧 墓︒一
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擾

毎

尊

輯唇

塒

鯉野

軸

聾．

匪灘難灘灘灘羅醗灘灘畿翻蕪、蹴、

r

所在地1カリフォルニア州サンノセ市
計画面積．500acre
開発年 1991
開発形態

Urban

lnfllI

声

0高密度に建てられた住宅
②建物と歩道の様子
③住戸間のフットパス
④植栽の様子
⑤道路脇につくられている花壇
⑥造成中の計画地
⑦駐車場入口
0航空写真（現地案内所のパネル写真）

繭
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力抑えるように微地形に合わせ敷地

るため高密度にデザインされたとい

の中間領域を創出するなどの設計が

を小刻みに階段造成するなど、遠方

う。しかし実際には結構な坂道で、

多くの事例で共通に見られた。

から見た家並みが丘の形を反映する

結局多くの人は歩かずに駅まで車で

オープンスペースについても、街

ような地形を生かした設計になって

行って乗りi換えるパーク・アンド・

区毎のコモンとしての静かなグリー

いる。完成した区画の中に入ると、

ライドになるような印象を受けた。

ンや、サッカーなどさまざまな活動

平面図では退屈な方形2列の宅地割

街区の中心に共同のコモンスペース

が行える広いオープンスペース、噴

りも、実際には全ての敷地が地形に

があり、裏側には共同の駐車場が配

水があるような公園など、さまざま

沿って少しずつ段差を持ち、そこに

置されている。まだオープンスペー

なタイプが空間ボキャブラリーとし

肩を並べるように同規模の住戸が連

スや公共施設などはこれから建設さ

て用意され、魅力的に配置されてい

続して建つため、空がリズミカルに

れるということでもう少し経過を見

た。

切り取られておもしろい。2列の住

たい地区であった。

しかしその一方で、日本の戸建て

戸はそれぞれ玄関を向かい合わせ、
その間を人だけが通れるフットパス

分譲住宅団地と各戸の規模もさほど

視察を終えて

変わらないコミュニケイションズヒ

が100mほど緩やかに下っていき、

NU初期の事例であるシーサイド

ルのような建売分譲型の住宅地開発

家ごとに個性的な形の小さな前庭が

は孤立型のTNDであったのに対

もNU開発とされており、工業化住

次々に目に飛び込んでくる演出にな

し、カリフォルニア州ではTODを
意識した事例が多く見られた。NU

宅へ向かいつつある一・面も垣間見え

この開発は基本的に建売であり、

の最大の目的ともいえる、車への依

いるということであろう。

価格帯は180㎡、9，000万円台からで、

存を軽減し歩行による生活圏の移動

他のNV開発よりは安価であるが、

や公共交通利用を促進することが、

いい値段である。建築中の現場を見

まさに実現しているといえる。

っている。

た。NUの名自体がブランド化して

注1：戸谷英世／成瀬大冶『アメリカの住宅

地開発ガーデンシティからサスティナ

ると、日本の在来軸組木造を見慣れ

しかし、NUは決して車利用を否

ブルコミュニティへ』学芸出版社、

ているせいか、2x4の構造がいかに

定しているわけではなく、一定量の

も頼りなげである。しかし外装を巧

車の存在を開発の中で上手に処理し

みに仕上げたファサードは、ちゃん

ている点が興味深い。歩道やオープ

とNUらしい、どこか懐かしさや人

ンスペースに面した建物の表と、駐

川村健一／小門裕幸『サスティナブル
コミュニティ』学芸出版社、1995
松永安光『まちづくりの新潮流コンパ
クトシティ／ニューアーバニズム／ア
ーバンビレッジ』彰国社、2005他

なつっこさを感じさせるデザインと

車場に面する裏の使い分け、すなわ

なっているのが不思議である。

ち駐車場はまとめて裏のサービス道

インフォメーションセンターでの

人々の交流の場として前庭や玄関ポ

路面電車の駅まで、遠い住戸からで

ーチを適切なサイズで配置すること

州

表今回の視察で訪れた事例地の開発概要（CNU
名称
Baldwin

FL

Park

Rosemary
Seaside

Beach

Communications

CA

都市
Orlando

Hi睡

infilI

Country Tradi士ional neighborhQod（Greenfield）

Wa！ton

Country

Jose

Traditional
Urban

neighborhood（Greenfield）

infiIl

Hayward

Hayward

Transit−oriented

Jackson−Taylor

San

不明

Laguna

West

Sacramento

Mission

Bay

San Francisco
Mountain View

The

Crossings

Jose

Traditional
Urban

注3：ニューアーバニズム憲章CNU

HP

http：／／www．cnu．org／charter

Michael

Leccese，

Kathleen

McCormick

編「0舳r亡θrof亡ゐθム碓w醗わa刀ゴ5エη」

McGraw・Hill

l999年

HPより筆者作成）

Walton
San

能な社会の都市像を求めて』学芸出版
社、2001他

により、パブリックとプライベート

プロジェクトの形態
Urban

注2：海道清信『コンパクトシティー持続可

路側に設置し、一方で表通り側は

説明よると、唯一の公共交通である
も歩いて10分以内で行けるようにす

1999

development

neighborhood（Greenfield）

開発年代 敷地面積㈲

2002
1995
1981
1991

1992

10．5

1991

75
1033
303

City

of

AKT

Development

18

TPG

1990

infill

Transit−oriented

develQpment

主な開発主体

1100
105
80
500

1994

OrIand

NTC

Bienvenue，

Arcadia
Dairy

Patrick

Land

Hill

Barlett，

Fulien，

Partners

Limited

Marit
San

Le〔」cadia

Financial

Corporation

Company
Partner

City

of

ship

Hayward

Redevelopment

Jose

Gale

Corp，

Catellus

Devebpment

Seattle

Housing

Authority

Development

Corp
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