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　近年、少なくとも欧米先進諸国や日本では、

郊外の新規開発に対する逆風が強い。その最

大の理由が、1992年のブラジル、リオ・サミ

ットから始まった地球環境問題への世界的な

関心の高まりであり、温室化ガスの最大の排

出源である都市そのものの拡大に対する懸念

であることは、言うまでもなかろう。これら

の国々ではまた、多かれ少なかれ中心市街地

の空洞化の問題を抱えており、その要因とし

て郊外への拡散が集中的に批判されているこ

とも周知のとおりである。

　加えて日本では、人口が2007年にはピー

クを迎え（国立社会保障・人口問題研究所中

位推計）、その後は減少の一途を辿ることが予

測されている。全般的な地価下落とも相侯っ

て、高齢化社会の到来は、郊外よりはむしろ、

消費者の嗜好を都心に惹きつけようとするベ

クトルが強く働いているという状況がある。

都市計画としても、平成9年6月に発表された

建設省都市計画中央審議会の中間報告「今後

の都市政策のあり方について」では、「「都市

化社会」から「都市型社会」への移行に伴い、

都市の拡張への対応に追われるのでなく都市

の中へと目を向け直して「都市の再構築」を

推進すべき時期に立ち至っている」と述べ、

「都市型社会」の都市づくりの主たる関心が、

新市街地でなく既成市街地へ向けられるべき

ことを強調するに至った。

　しかしながら、政策の意図はこのように郊

外から既成市街地へとシフトしている一方で、

現実はそういった政策とあたかも無関係であ

るかのように、都市の拡散は続いている。都

市の拡がりを示す全国の人口集中地区面積は、
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調査開始以来少なくとも1995年までは、一貫

して増大しつづけており、人口集積の厚みを

示す人口集中地区の人口密度は、一貫して減

少しつづけているのである。

　このような現実を前にすれば、「20世紀は

郊外開発の時代」、「21世紀は既成市街地再編

の時代」といった二項対比的な考えが実際に

通用するものではなく、スローガンとして以

上の意味を持たないことは明らかである。政

策的意図としての郊外部をも含んだ既成市街

地の再生が重要であることは認めた上で、さ

らに今後の郊外の新規開発のあり方を今から

議論しておくことは、緊急の課題なのである。

　歴史的に見れば、本格的な郊外開発の始ま

りは19世紀後半のイギリスにある。20世紀の

郊外開発論に最大の影響を与えたハワードの

田園都市論が、1898年のイギリスで生まれた

のは決して偶然ではない。そしてそのイギリ

スで、それからちょうど100年後の1998年に、

われわれと同じような問題意識を有する1冊の

本が出版された。『ソーシャブル・シティ

（Soclable　Cltles）』と題されたその本を紹介

しながら、本稿ではわが国の将来の郊外開発

のあり方を議論してみたい。
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ハワードのソーシャル・シティ

　イギリス都市計画界の大御所であるピータ

ー・ zールとコリン・ウッドの共著である本

書は、副題にthe　Legacy　of　Ebenezer

Howard（ハワードの遺産）とあるように、

100年前にハワードが『Tomorrow：A
Peacehl　Path　to　the　Real　Refo㎜』で表し

た田園都市論が、20世紀の100年間にどのよ
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図1ハワードのソーシャル・シティ。中心都市の周囲に6
つの田園都市とそれらを繋ぐ公共交通ネットワークを理念

的に示した。なお、この図は初版にのみ掲載されている
（出典『Ha11』（1982），　p50）

うに実行に移され、さらにそれが21世紀のイ

ギリスのコンテクストにおいてどのような意

味をもつのか、新たな解釈を試みたものであ

る。

　新たな解釈の対象となっているのは、タイ

トルからも推察されるように、ハワードの示

した中心都市と田園都市群からなる都市圏の

構成コンセプト、「ソーシャル・シティ」であ

る。ハワードは、過密化した中心都市の周囲

に、グリーンベルトによってガードされた人

口30，000人程度の田園都市を建設し、そこが

満杯になればさらに新たな独立田園都市を

次々と建設することを提案した。そして、そ

れらの間に放射・環状の交通ネットワークを

整備することによって、都市圏全体としての

成長のあり方を示したのだった（図1）。

　EU全体がそうであるように、イギリスにお

いても地球環境問題は、現代都市政策の中心

に据えられている。有名な1994年のPPG13は、

都市計画（土地利用）と交通との統合政策を

うちだし、自動車によるトリップをできるだ

け減少させるような都市構造、いわゆるコン

パクト・シティを目標に掲げた。その後も政

府はPPGの中で、新規開発（greenfield

development）を抑制し、再開発を含めた既

成市街地内開発（bro㎜且eld　development）

を可能な限り促進する方針を確立するなど、

新規開発に対する逆風は、わが国とは比べも

のにならないほど強い。

　にもかかわらず、本書の著者達がハワード

の田園都市論を借りながら、新たな郊外開発

のコンセプトを提示するのは、大きくは次の

2っの理由によっている。

反都市化と住宅不足

　第1に、反都市化（counter－urbanization）

と呼ばれる新たな分散傾向による農村環境の

変容である。反都市化とは、大都市から、郊

外でなくそれを飛び越した伝統的な農村部集

落への積極的分散現象のことを指す。1960年

代頃から既にそのような傾向は見られていた

が、1990年代に入ってからは、イギリス全土

で反都市化が顕在化している。1991年のイギ

リス国勢調査によれば、およそ都市というと

ころは全て転出超過であるのに対し、転入超

過の最も多い地域は、他でもない最も辺鄙な

農村部集落なのである。

　反都市化は、ほぼ例外なく比較的裕福な層

に限定された現象である。彼らは都市部の犯

罪、教育環境を嫌い、自然環境に恵まれた農

村部集落内に住居（再生された古民家の場合

も少なくない）を構え、そこから新たな通信

手段を駆使した業務形態に携わるか、もしく

は大都市に通勤している。完全に自動車に依

存したエネルギー消費型の生活を営み、農村

集落に環境問題を持ち込むと同時に、集落内

の所得格差を拡大させ、一旦農村集落に定住

した後は、いわゆるNimbyismの中心的集団

となっている。

　第2に、国全体で予想される住宅不足であ

る。1995年の予測によれば、イングランド全

土で1991年からの25年間に、総人口はほとん

ど増加しないにもかかわらず、440万のネッ

トの世帯増、中でもロンドンを中心とする南

東部地方で173万世帯の増加が予測されてい

るという（うち約8割は単身世帯）。政府はこ

れらのうちの6割は既成市街地の再開発によ

る住宅供給が吸収するとしているが、著者た

ちは、都市内の緑の保護といった都市環境の

質を保ちながら住宅の密度を上昇させるには、

計画論的にも政治的にも問題があり、政府の

楽観的な目標設定に疑問を呈している。

　いずれにせよ、これだけの住宅を新たに供

給するためには、少なくともある程度の新規

開発も許容せざるを得ないことは明らかであ

る。こうした状況の中で、著者たちが最大の

サステイナビリティを保つ方策として主張す

るのは、

（1）既成市街地内においては、新たな公共交

　　通ネットワーク（特に環状交通）に対す

　　る選別的な投資によって、既存都市内に

　　拠点となる結節点を創り出し、そこでの

　　高密度開発を促進すること。

（2）都市の郊外では新たな都市概念に立脚し

　　　　　　　　　　家とまちなみ44　　2001．9
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図2　3つの磁石1998年。有名な「3つの磁石」のボールら

による現代的再解釈（出典『Hall　and　Ward』（1998），

P104）
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図3　ソーシャブル・シティの1例。□は既存都市の再生・

拡張を示し、○は新規開発を示す（出典『Hall　and　Ward』

（1998），　p167）
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図4　TDO。ピーター・カルソープによるサステイナブルな開発の概念図
（出典『Hall　and　Ward』（1998），　p148）

　　　　　家とまちなみ44　　2001．9

　　た新規開発、すなわち新田園都市（図2

　　中のTown－in－Country。この図は有名な

　　ハワードの3つの磁石の図を、著者たち

　　が現代的コンテクストに置き換えて作成

　　したものである）とそれを構成要素とす

　　る都市圏、ソーシャブル・シティを建設

　　すること。

の2点である。

ソーシャブル・シティ

　彼らのソーシャブル・シティとは、要約す

れば次のような都市開発概念である。

（1）新規開発の位置は、一定程度の独立性を

　　保つため、既存の大都市中心から十分に

　　離れている。ロンドンの場合には、その

　　距離は80から140㎞程度

（2）開発は人口20，000から30，000人程度の

　　小単位を、公共交通（鉄道、LRT、ガイ

　　ドウエイバスなど）で連結させ、全体と

　　して分節型の都市を構成する。

（3）各開発小単位には、既存小都市の拡張や

　　新規開発、場合によってはニュータウン

　　など規模・性格ともに多様な開発が含ま

　　れる。

（4）開発小単位内の密度構成は、駅徒歩圏で

　　は集合住宅などの形態により高く、また

　　商業その他の近隣サービス用途は駅に隣

　　接している。

（5）開発を許容すべき地域以外の区域につい

　　ては、保全の原則を徹底する。ただし、

　　大都市の影響外にある地域では、既存集

　　落との整合性を保てる範囲内で分散を奨

　　励する。

　このようなコンセプトが具体的に適用され

た場合の例が、イングランドの数地域につい

て示されており、たとえば図3はロンドン北

東部ケンブリッジおよびピーターバラの2都

市を中核とするソーシャブル・シティである。

　著者たちも認めているように、公共交通機

関を中心としたクラスター開発の概念は、ニ

ューアーバニズムの旗手の1人であるピータ

ー・ Jルソープの提唱する公共交通指向型開

発（Transit－Oriented　Development：TOD）

に極めて近い（図4）。また歩行圏域で密度を

できるだけ高くし、結果として歩いて暮らせ

る街をめざすという各開発小単位内の密度構

成概念も、ニューアーバニズムの主張に一致

している。このような意味では、ソーシャブ

ル・シティはニューアーバニズムの強い影響

下にあるということもできるし、さらに踏み

、
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込めば、サステイナビリティを体現する開発

形態として、ニューアーバニズムは世界的な

スタンダードとして認められつつあるという

ことだろう。

　『ソーシャブル・シティ』は言うまでもな

く、現代イギリスのコンテクストを前提とし

て書かれている。したがって、わが国の郊外

開発の今後を議論するにあたって『ソーシャ

ブル・シティ』から何かを学び取ろうとする

のであれば、現代日本のコンテクストの吟味

から始めなければならない。

　『ソーシャブル・シティ』には、大きくは

3つの前提がある。以下、順にそれを吟味し

てみよう。

世帯増に伴う住宅不足

　わが国の人口は2007年にピークを迎え、

以降減少に転ずると予想されている。一方で、

世帯数で見ると、そのピークは2015年であり、

1995年からの20年間にやはり537万世帯の

増加が予想されている（国立社会保障・人口問

題研究所1998年10月推計）。世帯増は地域的

に大きな偏りがあり、2000年からの20年間

で世帯増加率が大きいのは宮城、茨城、千葉、

埼玉、山梨、奈良、滋賀など大都市の近郊県

である（同研究所2000年3月推計）。結局のと

ころ、大都市の近郊を中心に、まだしばらく

の間は世帯は増加し続けることになる。

　わが国では既に住宅は量的に充足され、質

の時代に転換したと言われて久しい。実際、

全国総数では、2000年から20年間の予想さ

れる世帯旧約250万世帯に対して、既に1998

年時点で全国には別荘を除く空家住宅が530

万戸以上存在しており、非現実的ではあるが、

世帯増は量的にはこれだけで十分賄える状況

にある。しかし、次の2点には注意せねばな

らない。

　第1に、これも地域的な偏りがあるという点

である。たとえば同期間に予想される世帯増

が最も多い埼玉県では58万世帯の増加に対し

て、1998年の空家ストックは25万戸しかな

い。大都市近郊県では、世帯増を全て県内で

吸収しようとすれば、新規の住宅供給を行わ

ざるを得ない。

　第2に、量的には充足された住宅であるが、

その全てが質的に満足できるものではなく、

消費者の住宅に対するニーズが向上するにつ

れて質的に満足できる住宅の量は減少し、結

果として、魅力のなくなった住宅の大量余り

現象と、消費者の求める住宅の不足現象が同

時に存在する可能性があることである。

　住宅に対する不満の割合が特に大都市およ

びその近郊で高いことを考慮すれば、程度の

差はあれ、少なくとも量的にはイギリスと同

様の傾向が観察されることになる可能性が高

い。問題は、イギリスとわが国で決定的に異

なるものとして、わが国の世帯増はほぼ例外

なく高齢者世帯の増加であって、むしろその

他の世帯は減少すると考えられている点であ

る。したがって、今後増加する高齢者世帯の

住宅要求が、わが国の郊外開発に対する新規

ボリュームと内容に大きな影響を与えること

はまちがいない。

　内閣総理大臣官房広報室が全国20歳以上の

者に対して高齢期に住みたい場所を聞いた調

査（1994年）によれば、大都市圏、地方圏と

も「住み慣れたところに引き続き住みたい」

が最大であるものの、大都市圏では特に「自

然環境の良い所」（18％）、「生活上便利なとこ

ろ」（12％）に移り住みたいが相対的に多くな

っている。前者は郊外、後者は都心指向と考

えていいだろう。また、住宅・都市整備公団

が現在都心から約30分の郊外に居住するプレ

高齢者（45歳～64歳）に対して行った調査

（1999年）では、高齢時の居住地として、現

在の場所6割、都心1割、都心から1時間2割、

都心から1．5時間1割という結果が出ている。

確かに都心は高齢者にとって便利ではあるが、

だからといって必ずしも高齢者の都心回帰指

向が進んでいるわけではなく、夫婦のいずれ

かが要介護になった場合は別として、郊外指

向は根強い低流として存在しつづけると考え

る方がよさそうだ。

都市からの分散傾向の継続

　『ソーシャブル・シティ』では、都市から

の分散傾向として、（1）金融や文化産業といっ

た一部を除く業務全般の分散傾向、（2）住宅

の分散傾向としての「反都市化」、その背景に

ある人々の根元的な郊外指向と自動車指向を

前提としている。

　（1）については、業務核都市のような分散政

策をもってしても、わが国の場合、必ずしも

イギリスほどの分散は進んでいない。また今

後とも業務全般が大きく都市から分散すると

いうことは考えにくい状況にある。だとすれ

　　　　　　　　　家とまちなみ44　　20019 23
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ば、業務機能は少なくとも大都市およびその

直近に留まり続けるという前提で、郊外新規

開発も考えていくことになる。

　（2）については、後半部分の人々の根元的

な郊外指向、自動車指向に関しては、ほぼわ

が国でも同様であると言ってよかろう。既に

見たように、高齢者でさえ一定の郊外指向を

示している。どんなに都心部の住宅が整備さ

れようが、戸建て指向がなくならない限り、

人々の郊外指向がなくなることはない。自動

車についても、自動車の動力が内燃機関から

電気に変わるようなことはあるかもしれない

が、人々の個人的移動手段（private　trans－

portation）に対する要求が小さくなるような

ことは今後もないと思われる。

　前半部分の「反都市化」については、わが

国ではイギリスで見られるような顕在化はま

だ生じていない。しかし、その背景にある脱

大都市指向という点では、たとえば1ターン現

象やマルチ・ハビテーションというような形

で、その萌芽は感じられつつある。

　業務機能は大都市およびその直近に留まる

としても、雇用者の就業形態や就労形態は多

様化してきている。一方で、人々の価値観の

多様化も進む中、脱大都市指向のような動き

が顕在化してくるとすれば、戦後日本を通し

て観察された分散指向ベクトルは、その一部

を都心回帰指向ベクトルに取って代わられつ

つも、もう一方では新たな分散指向ベクトル

を生み出すことで、都市の拡散と集中に複雑

な力学を生成させていると理解すべきだろう。

都市計画システム

　ソーシャブル・シティの実現には、都市計

画システムが必要である。そしてこの都市計

画システムとその結果生じているイギリスの

国土利用の現況こそが、『ソーシャブル・シテ

ィ』の第3の暗黙の前提である。

　1947年法によって確立された戦後イギリス

都市計画システムの最大の目標は「市街地の

封じ込め」にあった。その結果、大都市は例

外なくグリーンベルトによって物理的な拡張

限度が設けられ、その他の都市にあっても、

一般に市街地と非市街地の境界は極めて明確

に設定されている。

　わが国の1968年都市計画法の最大の目標の

1つは、イギリス流の市街地の囲い込みであり、

そのために導入されたのが「線引き」制度で

あることはよく知られている。しかし、線引

き制度が市街化区域の過大設定、市街化区域
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内小規模開発に対する開発規制の不徹底、調

整区域内スプロールなどによって期待通りに

機能してこなかったのはもはや共通の認識と

いってもよい。その結果、わが国の大都市縁

辺部は、市街地と非市街地の境界が極めてあ

いまいで、広大なスプロールが既に形成され

てしまっている。

　ホールらの提示するソーシャブル・シティ

をマクロに見れば、公共交通機関によってネ

ットワークされたクラスター状都市群である。

一方でわが国の都市は、明治以来鉄道を中心

に発達してきた歴史があり、そこだけをとれ

ば、ソーシャブル・シティは、おそらくはわ

が国の郊外開発の原型に近いものがあるとい

うべきだろう。しかしその原型が、強い都市

計画システムをもたないまま、民間鉄道会社

のイニシアティブによる市場経済に委ねられ

た日本とでは、結果のもつ意味は決定的に異

なっている。イギリスのソーシャブル・シテ

ィは、囲い込みという強い原則の元での分散

であるのに対して、日本ではそのような原則

がないままの分散だったからである。
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　まだしばらくは続く世帯増と人々の分散指

向の結果、当然大都市郊外の新規開発は必要

となる。しかしこれでは、これまでのわが国

の都市計画システムや開発の理念を前提とす

れば、郊外の新規開発はただの必要悪でしか

ない。『ソーシャブル・シティ』が、わが国の

今後の新規郊外開発を、必要悪から求められ

る開発に転換させるために贈るメ、ッセージを

読み取るとすれば、それは、（1）マクロに見

た場合の既成の郊外市街地の再編とそのため

の都市計画、（2）ミクロに見た場合の新規郊

外開発の理念、の2点である。

既成の郊外市街地の再編とそのための都市計

画

　都市構造としてのサステイナビリティを維

持しようとすれば、新規郊外開発め前提とし

て、既成の郊外（特に通勤限界に近い遠郊外）

市街地の再編とそのための都市計画の問題を

避けて通るわけにはいかない。

　イギリスと異なり、わが国の大都市には幸

い、稠密に整備された公共交通機関が既に存

在している。この意味で、郊外の駅前をでき

るだけ高密度に再整備し、駅徒歩圏の再生を
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行うことは最優先の課題である。一方で、駅

から離れ分散した既住宅地の中には、ひょっ

とすると住宅地の役割を終え、自然に近いよ

うな土地利用を考えねばならないような場合

も出てくるかもしれない。「建築」ではなく

「減築」の発想である。そこまでは行かなくと

も、少なくともこれまでのような市場経済に

委ねた分散のこれ以上の拡大は厳しく規制す

る必要がある。イギリスのような厳格な開発

規制のシステムをわが国で期待することは当

面難しいと言わざるを得ないが、線引きの運

用に自治体独自の条例による土地利用規制を

組み合わせるなど、まだまだ工夫の余地はあ

ろう。神戸市の里づくり条例などは、そうい

った工夫の1つとして参考になる。

　こういつた土地利用規制の強化は、しばし

ば郊外の新規開発を全否定するものとして捉

えられがちである。しかし、イギリスでまさ

にグリーンベルトという開発規制の強化と、

計画的新規開発であるニュータウンが表裏一

体であったように、郊外の新規開発にとって

土地利用規制の強化は、それが計画的開発で

ある限りは、新規開発をより一層生かすため

のパッケージなのである。

　さらにこのようなパッケージにとって重要

なものは、マスタープラン、特に大都市圏に

あっては都道府県をも越えるようなリージョ

ンのマスタープランである。

　『ソーシャブル・シティ』においても、そ

の実現に最も決定的な役割を果たすのは、リ

ージョンレベルの戦略的空間計画であること

が強調されている。イギリスにおけるリージ

ョンの計画は、有名なアバークロンビー卿の

グレーダーロンドンプランを最後に、最近ま

で存在さえしなかった。サステイナブルな都

市構造の形成という大目標の前に、ようやく

その重要性が再認識されたばかりである。

　わが国では首都圏計画を始め、各リージョ

ンで何回にもわたって計画が作られてはいる

が、それらが不遇の存在であることは周知の

とおりである。2000年の都市計画法改正に

おいて、新たに都道府県に対して都市計画区

域のマスタープラン策定が義務付けられたが、

生活圏としての都市圏と都市計画区域が全く

一致していない大都市の現状では、広域マス

タープランとしての役割は果たせない。必要

なものは、大都市圏に対して、公共交通ネッ

トワークを中心とする広域都市施設の計画と、

拡散を抑制もしくは縮小しながら高密度への

再編を図るべき既成市街地、新規開発の量と’

位置、長期にわたって保全すべき農地や貴重

な自然環境などをおおまかに、しかし即地的

に示したマスタープランなのである。

新規郊外開発の理念

　角野は著書『郊外の20世紀』の中で、戦前

の郊外住宅地を貫くテーマは「健康」であり、

近い将来考えられる住宅地のテーマとして、

第1に「農村文化や中山聞地域の自然と生活文

化を見据えた、多自然居住型郊外住宅地」、第

2に「海浜居住をテーマとした住宅地開発」、

第3に「環境共生というテーマを、よりわか

りやすく具体的に展開した住宅地」の3つを

あげ、またもっと小さなテーマ設定の例とし

て、「趣味やコミュニティビジネスの活動の場

となるようなテーマ設定」をあげている。大

川のいう「癒し」や、まちなみも当然そのよ

うなテーマの1つとなろう。

　ただし、テーマの設定は、郊外住宅地が置

かれた場（歴史、文化、風土など）との関係

を意識して行われるべきである。なんの脈絡

もなく、ただアメリカのまちなみを日本に作

り出しても、筆者にはほとんど意味がないよ

うに思われる。逆にまちなみと自然との調和

をテーマに掲げ、北海道の自然と風土を北欧

に見立てた北海道当別町のスウェーデンヒル

ズなどは、うまいテーマ設定例の1つといえよ

う。

　しかし、さらに重要なことはテーマが何な

のかではない。どのようなテーマであれ、デ

ベロッパーが仕立て上げただけのものであれ

ば、それは所詮一過性のものにすぎないから

である。重要なことは、角野が正しく指摘す

るように「どのようなテーマであれ、住民が

主体的に参加できるような仕掛け」であり、

住民がそのテーマとどのように継続的に関わ

れるかである。ハワードの田園都市は都市経

営にその接点を見出し、国家が計画・経営す

るのでなく、当初は株式会社が、その後会社

法人、現在では財団が経営している。『ソーシ

ャブル・シティ』は、イギリスでは極めて珍

しいセルフ・ビルドの住宅地を紹介し、志あ

る人々がサステイナブルな街づくりにおいて

果たす自発の役割こそ、ハワードの描いた世

界そのものであると述べている。

　アメリカ、カリフォルニア州デービスの一

画に、ビレッジホームズという住宅地がある。

マイケル・コルベットによるニューアーバニ

ズムの先駆けともいえる開発であり、環境共

生をテーマとした住宅地である。
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写真1　ビレッジホームズのコモン（共同広場）。共同で所有され、共同で管理

されている

．驚

写真2ビレッジホームズの住宅。豊かな緑と省エネルギーのためのソーラーパ

ネルが特徴
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　住宅地内には自転車道が整備され、住宅に

備えられたソーラーシステムや雨水利用によ

って省エネルギーを目指している。共同の菜

園からは野菜が、住宅地内の木々からはさま

ざまな果物が収穫iされ、これらは住宅地内で

の消費の一部となる。この意味で、ここでは

具体的な、目に見えるわかりやすい仕掛けと

しての環境共生のテーマが強調されている

（写真1、2）。また、デービスは農学部で有名

なカリフォルニア大学デービス校のある都市

でもあり、農学と環境共生というテーマ設定

は無関係に行われたわけではない。

　しかし、それよりも重要に思われることは、

この住宅地が住民の出入り’を経験しつつも、

1976年の開発以来25年にわたってこういつ

た環境共生の理念と仕組みを修正しながらも

維持しつづけてきた点にある。その背景にあ

るのは、コミュニティの繋がりであり、住民

自らが納得して定めている共同の菜園管理と

いったテーマに関わるルールの存在である。

　ルールは、頻繁に行われる住民の会合によ

って常に議論されている。もちろん、契約社

会のアメリカでは、共同の菜園の権利も、そ

の管理のルールも細かく契約に定められてい

る。しかしそれは、当初はコルベットによっ

て仕立て上げられたものだったかもしれない

が、やがては住民自身が志をもって決めたも

のに昇華し、住民の意志と同化しているよう

に見える。

　ビレッジホームズは「社会実験」であり、

「特殊な例」であることは事実だろうが、その

中に、ソーシャブル・シティに通じる郊外開

発の新潮流の一端を見るような気がするのは

筆者のみであろうか。それは環境共生であれ

まちなみであれSOHOであれ、あるいはハワ
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一ドが田園都市で想い描いた菜園住宅であれ、

その場との関連をもちながら人々を惹きつけ

るようなテーマを有し、そのテーマが空間に

わかりやすく示されている開発である。そし

て、そのテーマを理解した人々が、おのずと

志を高めながら、テーマを具現化するルール

や時にはテーマ自身の修正を自発的に試み、

コミュニティを形成しながら住民自身のもの

としていくようなプロセス・デザインを内包

した開発であり、そしてそういったプロセス

の熟成とともに、当初の計画者や設計者が

徐々に退場していく開発ということができよ

う。
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