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1. 序　ブロードエーカー・シティ ( 以下 BC) は F.L. ライト ( 以下ライト )
が提唱した都市構想であり、当時の社会情勢や科学技術
の発達を踏まえ自動車や航空機の普及を前提とした、集
中化により形成された大都市に対する郊外に分散化した
都市提案である ( 図 1,2)。既往研究 1) では、BC に関する
ライトの思想がそれ以降の建築設計活動の主題 2) として
位置付けられているが、具体的にどのように建築作品に
展開されているかの検証は十分に行われていない。そこ
で本研究ではﾗｲﾄの著書や作品、BC の資料と既往論文を
併せて分析し ( 表 1,2)、BC の特徴と建築作品におけるそ
の実践的展開の関係を明らかにすることを目的とする。
2. ブロードエーカー・シティの概要　都市思想に関する
ライトの著書は「消えゆく都市」(1932 年 )「デモクラシイの真
髄」(1945 年 )「ライトの都市論」(1958 年 )（以下 LC）の 3 つが
出版されており、LC はその集大成として位置付けられ
ている 3)。ﾗｲﾄは LC の中で、大都市での生活を批判する
論点として「土地の賃貸」「金銭の賃貸」「生きていくこ
との賃貸」といった「３重の賃貸」を挙げている。これ
らを解消する手段として「地主制度の廃止と 1 人あたり
1 エーカーの土地所有」「生産者と消費者間の直接取引」「農
機具等の集団所有」を提案している 4)。さらにライトは集
中化した大都市の生活スタイルに対抗するための「新たな
力」として 「電化」「機械的な機動性」「有機的建築」を
提示している。そこで３つの「新たな力」という観点か
ら BC の特徴と建築作品における実践を分析する。
3. ブロードエーカー・シティの特徴
3-1.「電化」　電気通信技術の発達により、通信から距離
の概念を消すことを可能にする力が「電化」である 5)。自
動車や航空機は上空からラジオによって統制され、テレビや
ラジオでは文化的な番組が放送される。また電力は地下に

施されたパイプを通り、消費者へと供給されるほか、電源
として水力が用いられ将来的には原子力も利用されると
いった電力供給に関する提案もなされている [L4]6)。
3-2.「機械的な機動性」　機械的移動手段の発達によって
人間の移動範囲を飛躍的に拡張させる力であり、さらに
個別の冷暖房器具等によるサービスの個別化を促進させる
力が「機械的な機動性」である 7)。ライトは自動車や航空
機などの交通手段に加えて、道路の設計も手掛けており

［D1］、渋滞の解消を意図した道路の立体交差を提案して
いる［D2-4］。またガソリンスタンドやマーケット、郡庁舎などの
中心的なプログラムは主要道路脇や交差点に設けられる

［L4］。さらに土地の耕作を行うトラクターを共有しヒーティン
グ設備や給水・排水設備、下水浄化槽といった機械設備
を個別に導入することを促進している［L4］。
3-3.「有機的建築」　新しい建設材料の使用と部材・工法
の標準化によって推進され、「敷地と建物を 1 つの単位
にする」力が「有機的建築」である 8)。1 つの計画の中
でユニットは長方形、六角形、円形といったフォームに統一
され平地にも丘の斜面にも合うように計画されている。
さらにその土地の材料や薄いシートメタル、スティールなどを
組み合わせ建てられることで住宅はプレファブ化される。
また、住宅は陸屋根とすることで建設コストを抑える［L4］。
4. 建築作品における実践
4-1.「電化」の実践　マリン郡庁舎 (1957 年 ) やアリゾナ州会
議事堂 (1957年) などの公共建築においては通信塔やテレビ
塔が設置されるなど電気通信技術の発展が建築計画に影
響を与えている［D5-6］。また、ライトが生活拠点としてい
たタリアセンイースト (1911-25 年 ) では水力が電源として用い
られ 9)［D7］、マイル・ハイ・イリノイ (1956 年 ) では、原子力を
電源としたエレベーターが構想された［L17,D8］。

図 2 ライトと社会情勢
図 2, 表 1 凡例　　　  ライト自身の出来事 , 著書

出来事年代
1801 ジェファーソン政権
1867

エジソン電球発明
ライト誕生
ライト兄弟の有人飛行

1879
T 型フォードの生産開始
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T 型フォードの量産開始

1908
世界初のラジオ放送

1913
共和党政権

1920
世界恐慌

1921
1929

『消えゆく都市』出版
1933
1932

ニューディール政策
1934 ブロードエーカー・シティ模型製作開始
1935 ブロードエーカー・シティ模型初公開
1945『デモクラシイの真髄』出版
1958『ライトの都市論』出版
1959 ライト死去

図 1 ブロードエーカー・シティの概要
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表 2  図面資料一覧
No 図面資料

Perspective,Marin County

Plot Plan,Taliesin

D2
D3
D4
D5

Plan of Major Highway Intersection and Overpass 

D6

Plan of Minor Highway

D7

Section of Overpass

D8
D9

D10
D11

New Motor Car Design Sketches

D12
D13
D14
D15
D16
D17

Frank Lloyd Wright The Houses 2005
F.L. ライトの都市思想における「民主主義の」概念 2004

Frank Lloyd Wright A Bio-Bibliography 2003

ﾗｲﾄ、ｱｰﾙﾄへの旅 1997
A History Of Housing In New York City 1995
知られざるﾌﾗﾝｸ・ﾛｲﾄ ・゙ﾗｲﾄ 1992
Frank Lloyd Wright Retrospective 1991

1990
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表 1  文献・論文資料一覧
No 文献・論文名 年代

デモクラシイの真髄 When Democracy Builds
自然の家 The Natural House
ライトの都市論 The Living City

L2
L3
L4
L5
L6 Frank Lloyd Wright/Architect
L7

Frank Lloyd Wright Usonian Houses

L8

Frank Lloyd Wright Unpacking The Archive

フランクロイドライト建築図面集

環境としての建築

L9
L10
L11

消えゆく都市 The Disapperaring City 1932
1945
1954
1958

2002

2017

1976

2013

2004
L12
L13
L14
L15
L16
L17



4-2.「機械的な機動性」の実践　グッゲンハイム美術館 (1956
年 ) のスロープとその構造の着想は、自動車目標地の役割を
果たし、BC の模型にも配置されているゴードン・ストロング・
プラネタリウム (1925 年 ) の計画案まで溯る［L6-7］。そのうえ
リンドホルム・オイル・カンパニー・サーヴィス・ステーション (1956 年 )
やダニエル・ウィーランド・モーター・ホテル (1957 年 ) は車道に接
しており、車道と建築の関係性を重視した計画である

［L6,D10-11］。アーサー・ピーパー邸 (1952 年 ) では、住居と倉庫
の間にカーポートを設けることで住居にカーポートを組み込
んだ平面計画がおこなわれている［D12］。ジェイコブス邸
(1936 年 ) では、床暖房・照明・衛生というシステムを統合
し［L3］、台所と水回りを一体的に計画することでエネルギー
を効率的に使用できる。［L3］。またサントップ・ホームズ (1938
年 ) では重力暖房 10) による断面的な空調計画がなされて
いる。床暖房は維持費が高くないうえ、複数の住戸で１
つの空調設備を共同で利用していることから、室内を経
済的に暖めることが可能となっている［L3,D13］。
4-3.「有機的建築」の実践　ライトは共通のディテールと工
法である文法について、スタンダードディテールシートとしてま
とめ、多くのユーソニアンハウスに適用した［D14］。スチュアート・
リチャードソン邸 (1951 年 ) は、正六角形のグリッドを用いた平
面計画がなされている［D15］。そして、ミラード邸 (1923 年 )
やアーサー・ピーパー邸 (1952 年 ) では、新たな建設材料であ
るコンクリートブロックを積み上げるという工法の標準化が
みられる［L3,D16］。ジョンソン・ワックス本社ビル (1939 年 ) や
グッゲンハイム美術館 (1956 年 ) では鉄筋コンクリートやガラスを
使用することで、特徴的な造形を創り出している［D17］。
5. 結　以上本研究では、ライトの著書と作品群に着目し
特にブロードエーカー・シティに関する資料と既往論文
を併せて検討した上で、その特徴と建築作品における実
践方法を分析し ( 表 3)、ブロードエーカー・シティにお
ける「電化」「機械的機動性」「有機的建築」という３つ
の「新たな力」に関する特徴が、公共建築から住宅建築
についてのインフラやエネルギーシステム、建築計画か
らディテールに至るまで様々なスケールで建築作品に展
開されていることを明らかにした。
註
1)　既往の研究には、主に水上優氏や竹内孝治氏による研究がある。
2)　[L13] で、「晩年の設計活動は、ブロードエーカー・シティ構想の実践的展開に他ならなかっ
　　た。」と述べており、ﾌﾞﾛｰﾄﾞｴｰｶｰ・シティはﾗｲﾄの晩年の設計活動の主題であると言える。
3)　[L13] で、「これら 3 著作の間には…( 中略 )…これらはそれぞれ前著を増強改訂する
　　かたちで著されているのである。」と述べられている。
4)　[L13] で、「3 重の賃貸 」を解消する手段として、これら具体的な事柄を述べている。
5)　[L13] で、「電化」を以上のように定義している。
6)    ( 表 1,2) をもとに文献・論文資料を L、図面資料を D として今後出典を明記する。
7)　[L13] で、「機械的な機動性」を以上のように定義している。
8)　[L13] で、「有機的建築」を以上のように定義している。
9)　[L8] で、「公共の電力がまだなかった最初のころ、電気はタリアセンの下のダムで起こ
　　す水力式のものであった。」と述べられている。
10) ［L3］で、暖められた空気が自ずと上昇する作用を利用した床暖房を重力暖房と呼
　　んでいる。
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ブロードエーカー・シティ 建築作品例「新たな力」
BC と建築作品例

表 3 ブロードエーカー・シティの特徴と建築作品における実践例

・テレビ、ラジオによる
    文化的番組の放送

・上空から
    ラジオによる
    航空機の統制

・通信機関発達による    
     都市の拡大

・地下に施された
   パイプからの
   電力供給

・主要電源として     
   水力の利用

・将来的な
   原子力の利用

・渋滞を解消する   
   立体交差

・交通手段の設計

・都市の
   静動脈となる
   道路網

・ゆったりとした   
    高速道路

・ガレージと住居の近接

・交差点や
   主要道路脇への   
   中心的なプログラム 
   の配置

・共同トラクターによる
   土地の耕作

・ヒーティング設備
   給排水設備
   下水浄化槽の
   個別導入

・防火、防虫の
   プレファブ住宅

・幾何学的に
   統一された
      ユニットの組合せ

・最も経済的な
   陸屋根

・内部空間に空気を
    包含する為や
    スクリーンやシェイド
    として使用される  
      ガラス

・圧縮に使う
   高圧コンクリート

・応張材としての
    繊維性のスティール

・大きなベニヤ板

・薄いシートメタル

・合成スラブ

・プラスチック

・パイレックス・ガラス・チューブの利用

・原子力の活用

・自動車の目標物となる建物 ・車道に接するガソリンスタンドやモテル

・ガレージと住居の近接

・重力暖房による断面的な空調計画

・スタンダードディテールシートの作成
・部材の標準化による簡単な施工

・コンクリートブロックを積み上げる工法

・鉄筋コンクリートによる特徴的な造形

・幾何学的グリッドによる平面計画

・通信塔、テレビ塔の設置
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