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髙津

　ハイライフ研究所は、東京圏の郊外居住のどのよう

な変化が迫っているかということを、過去 2年にわた

り研究してまいりました。1年目は、憂鬱感が募る郊外

居住にスポットを当てました。今まで郊外住宅地とい

うのは日本の高度成長時代の前線だったわけですけれ

ど、それが急激にその力が萎えて引き潮のように縮ん

でいく時代感というのを認識したのが 2年前でありま

した。

　そうした時に、東京圏 50 k m圏を代表する計画住宅

地には、一体どのような変化が出てきているのか。そ

こを主に購入した人たちは、今ではリタイアメント時

期を迎えてきているわけですから、急激な変化が起こ

るのではないだろうかという懸念がありまして、計画

住宅地を主に研究したのが 2年目の昨年でありました。

　2015年度の郊外居住研究報告の最終章では、「東京 50 km圏域―多拠点居住の可能性研究」に参加いただいた研

究員と顧問の方々に、研究を通して得られた知見、日々のライフワークの中で感じている郊外居住・郊外住宅地の課

題などを交えて座談会方式で語っていただくことにした。

写真：髙津伸司／ハイライフ研究所
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ただ、まだ実態としては縮退の気配というのはビジブ

ルには出てきてないのですが、ヒタヒタと高齢化、そ

れから入居世帯の縮小が進んできている様が読み取れ

ました。あと 10年、20年というタームの中では、計

画住宅地に、危機的な状況が訪れるかもしれないとい

う予感が走りました。計画住宅地以外でも、50 km圏

域（= 40～ 60 km圏）というのは高齢化と空き家率が

高まらざるを得ないという状況がありました。それに

対して、昨年はいくつかの処方箋を出したわけですけ

ど、今年は、今注目される二地域居住とか多拠点居住

という居住様式を、50 k m圏域に誘導できないかとい

うことの研究をしてみたいと思った次第です。

　といいますのは、私の周りをみると、50 k m圏で楽

しげに多拠点生活している人たちがいるんです。た

だ、マスコミは、現在の二地域居住の主流である田

舎暮らしであるとか、地方都市移住というところに

注目するのですが、50 k m圏に楽しげな多拠点居住が

あるというのは、なかなかメディアも注目しないん

ですね。ということで、私たちは、「新たな 50 k m圏

居住の担い手としての多拠点居住」というのを、少

し研究を深めてみたいと思い、今回取り組んだとい

うことであります。

　では初めに、渡會研究員から郊外居住研究 2015を

やってみたところでの新たな気付き、印象に残った事

象、この座談会で論点提供したいということがありま

したら振り出していただけますか。

渡會

　私は、今回の研究で再認識したのは、みなさんあま

りそういう自覚がないんだけれど、要するに東京圏が

過疎地化しているということです。多くの働き手が地

方の過疎地から東京に出てきて、60年経ったら、自分

の住んでいるところがまた過疎地になりつつあるとい

う、そういう世界に今たどり着いているということな

のかなというのを感じています。特に東京 40～ 50 k m

圏ぐらいの、かなり無理して東京の郊外に延びていっ

た先のところで、その無理が今、縮小というカタチで

起きているというのが基本的な認識です。

　時系列の中で見ていくと、一つは、ニーズ論という

のが変質してきている。もともと、東京の郊外に延び

てできた 40～ 50 k m圏というのは、単一ニーズ、要

するに住宅ニーズだけで広がっていったわけです。た

ぶん、普通の意味での住宅ニーズ自体は、もうピーク

を見ているから、そのままでいくと、要するに空き家

になって過疎化していく。そういう構造に陥っている

ことは確かなんですけど、もう一つの側面をみると一

人の人間が住宅とか住まいとか場所というものに持つ

ニーズが、どうも一つではなくなってきているという

のが今回の一連の研究の中で浮かび上がってきたわけ

です。

　なぜそうなってきているかというと、たぶん、ライ

フスタイルが、この 40～ 50年の中で相当変わってき

写真：渡會研究員
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れていくんじゃないかという感じをもっています。

そこを、うまく拾っていけると、50 k m圏の新しい可

能性に展開できるのではないかというのが、私の推

測です。

新時代の多拠点居住・移住の意識と行動

髙津

　二地域居住・多拠点居住に関連する専門雑誌の編集

部門に対するヒヤリングでは、いうところの「別荘生

活」というのはまだまだ市場は冷え込んでいるんです

が、「田舎暮らし」は、若い人たちのところにも広がっ

てきているという指摘があって、「田舎暮らしの本」は

月刊で公称 10万部の発行部数を誇っています。若い

世代の地方都市や田舎におけるなりわいづくりをテー

マにしている季刊誌「TURNS」は、若い人は、結構

自負を持っていてそれが今、現代の新しい生き方なん

だ、というような意識まであるということがありまし

た。そこでいうと、今、国土交通省あたりが、しきり

に二地域居住の宣伝をして、これから数百万という需

要が出てくるみたいな話があるのですが、ちょっと話

を継いでいただけますか。

渡會

　国交省の言っている話と数値そのものは、チョッと

眉唾だと私は思っているんです。要するに、まだ、80

年代とか 90年代に語られた二地域居住の思想から離れ

られないんじゃないか、という感じがするんです。

さっきも少し申し上げた、働くところ、居住という、

そういう二項対立というか、そういう組み立て方自体

が、たぶん成立していないから、今の若い人たちは、

新しいライフスタイルのほうを探して、自分なりの答

えをある場合には田舎暮らしだし、それは、でも、

て、その結果として住むところと働くところという、2

つの項で成立していた個人とか世帯の生活、ライフス

タイルというものが変わってきている。住むところ、

働くところも場合によっては複数になり得るし、それ

は必要に応じてそうなっているところもあるけど、意

識してそういうふうにしていってる事象もあると思い

ます。

　それから、住むところにおいても単一の住宅で

もってやりくりするという MONO の世界観が、こ

の 40～ 50年で相当変わってきたのかなと感じてい

ます。貧しい世代で育ってきた我々のような世代が

60、70代になって展開しようとしているライフスタ

イルとは全く違っていて、30代とかせいぜい 40前後

ぐらいまでの人たち、豊かな時代に育ってきた人た

ちが、たぶん、MONO ではなくてマルチの仕事で

あったり住まいであったり遊びで組み立てていくと

いうのができつつある、そういう人たちがどこに向

かうかという時の一つの受け皿として、40～ 50 k m

圏、あるいは、もうちょっとその外側、70 k m圏ぐら

いまでというところがあるのではないか。もうひと

つは、MONO な世界観で育ってきた今の 60代、70

代の人たちが、余生なり、最後のところを自分の趣

味なり新しい生活を開くという意味で、従来の別荘

的な感覚をもう少し手前のところに持ってきたとこ

ろで 40～ 50 k m圏で暮らす動きがあります。この 2

つが、両方、重なり合いながら、40～ 50 k m圏から

60 k m圏ぐらいで展開しているのではないかという、

そういう見立てをしています。

　これからの勢いは、目下、量的には団塊の世代と

かその世代のほうが、今のところは多いんですけど

も、勢いは、その下の世代の新しいライフスタイル

と新しいハビテーション、働き方、暮らし方という

のを模索していくほうにむしろ勢いがあって、そち

らに、60代、70代も、これから少なからず引きずら
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ちょっと時間が経つと、ひょっとしたら、また田舎暮

らしから戻ってくるかもしれないですよね。

　非常にフットワークが軽いというか、フットルース

な感覚で住むところ、働くところを、その時点での自

分の最適化を求めて描いているから、一人の人間が一

つのニーズを持っているわけではたぶんないんだと思

います。そういう意味で、ニーズのボリュームも、従

来型のボリュームのカウントの仕方とはちょっと違う。

数は増えると思いますけれども、国交省がやっている

ように、ものすごく数値が増えるというのとも、また

ちょっと違うように思うんです。

髙津

　そのへんで、大月顧問、いろいろな研究会に参加し

ているなかで、二地域居住、多拠点居住における新し

い世代の誕生というか動きというものは感じるところ

はありますか。

大月

　昔から「リタイアしたら田舎に住みたい」という

話がありましたが、2011年の 3.11以降、特に若者が

田舎に行く動きが加速している。たぶん、大きく背

景にあるのは、防災とか、都心に住んでいたら危な

いというのがあるようです。西日本で話を聞きます

と、大阪あたりからでも、もっと西、岡山とか広島

あたりに、結構若い人が移住していて、そこで定住

して、子どもをもうけつつある。空き家なんかが、

ほぼタダに近い値段で貸し出されているのも後押し

していますね。

　そうすると、本当にある意味無一文でそこに住み始

めて、なんとか、そこで食えるようになったら嫁さん

呼んで、子どもを生んでそこに定住する、みたいな、

昔のわらしべ長者みたいなのが実際にある。そういう

新しい現代のわらしべ長者みたいな話を、今の若者は、

かなりシンパシーをもって感じていると思うんです。

新しい若者のわらしべ長者の対極にあるのは、いい大

学を出てエリートになって、いい年金もらいましょう、

みたいな昔ながらの目標像。それが、かなり限られた

人々であり、なおかつ、かなり嘘というか、その幻想

を突き破るいろんなリアリティーが目の前に周りに

いっぱい出てきている。それが結構ネットでやり取り

されていて、お父さん、お母さんとか、教室で先生か

ら聞いていた、「大看板の生きる価値」みたいなものと

は違う生きる価値が、リアルに目の前に展開してきて

いる。しかもハードルが低く、そこに飛び込める状態

にあるという、あとは踏ん切り次第みたいなところが

あったりする。

　そしてもう一つの大きな背景は、やはり人口が減っ

ていることだと思うんです。根本的には、一敷地に一

住宅建てて一家族が住むという、そういう計算の仕方

の時代は終わった。広い一敷地に二住宅建ててもいい

し、別々の分散した敷地に一戸ずつ住宅を建ててもい

写真：大月顧問
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いし、その分散の仕方が都会と田舎であってもいい。

でも、一つの家族で住むのには変わりない、みたいな、

そういう敷地と住宅と家族の数の対応関係を、われわ

れは、いまだに、「敷地：住宅：家族＝一：一：一」

でずっと計算してきていたんですね。だから、人口が

減ったら住宅の数も減らなきゃいけないし、家の数も

減らなきゃいけない、なんて勘違いしているわけです。

人口が減ったら土地が使えて、家がいっぱい使えるわ

けだから、例えば、税金の操作による誘導策にしろ、

そっちのほうに誘導することによって、さっき言った

若者の新しい生き方を応援するような手段がたくさん

あると思うし、ひょっとすると、都会で行き場を失っ

てしまった老人の生きる道というのも、そっちにある

かもしれないという気がします。

髙津

　高橋顧問は、子育て世代の二地域居住、多拠点居

住というところで、かなり接点があるということで

す。これまでのリタイアメント層、今紹介された単

身の人たちも含めた若い層、その間に位置する子育て

層の二地域居住、多拠点の動きで感じるところはあり

ますか。

高橋

　若年層だけでなく、子育ての団塊ジュニア層でも、

子どもは土に触れる場所で育てたいというニーズは増

えてきているなと感じますし、裏付けするデータもあ

りますよね。自分は町で育ったけれども、子どもが生

まれて、同じように子どもを町の中で育てるのかとい

うときに、少し自然が多いところが良いんじゃないか

と、ふと思う。その指向は震災以降、特に強くなって

いる気がするんです。

　もちろん、都市の中でのハイクラスな仕事に就いて

いる場合、やはり、息子や娘にも同じような教育を施

したいというかたちで、意識的に都市生活を選ぶ人も

同じようにいるんですが、都市生活を幻想として感じ

る人達も出てきているように思います。

　実は、ちょうど今日、遠野で農水省と総務省の『田

舎で働き隊』の研修会に顔を出していたんですが、20

代の若者たちが目立ちました。また、大学生で、休学

して研修生として地方で働くという選択をしていると

いう人も目に留まりました。制度自体がいいかどうか

というのは、いろんな議論があると思うんですけど、

大月顧問のお話しにもあるように、彼ら彼女らは田舎

で働くということに対して気負ってないというか、か

つての都市の魅力と同様に、田舎を魅力的に捉えて、

普通にナチュラルに選んでいる世代なんだなと感じま

した。

髙津

　高鍋研究員、中川研究員、二地域多拠点居住をめ

ぐる環境変化、動向という渡會研究員の発表の中で

写真：高橋顧問
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感じたことがありましたら、意見を披露していただ

けますか。

高鍋

　私の調査（WEB調査）で言うと、サンプルの取り

方を世代別で若い世代から 60代まで取ったというこ

ともありますけど、意外と若い実践者が多いのだなと

いうのを感じたのと、多拠点居住をする動機を具体的

に書いてもらいましたけどやはり多様でした。

　想定としては、週末、自然の中で趣味を楽しむとい

うような動機の方が圧倒的多数かと思ったらそうでも

なくて、仕事の都合、家族の相続をしたとか介護とかい

う家族の事情、それから子どもの教育環境というふうに

結構分かれていて、趣味で多拠点居住するという層が必

ずしもマジョリティーではないということが窺えました。

多世代が、多目的で、多拠点居住している状況がある

ことがはっきり思い浮かべることができます。

中川

　私は、東京 50 k m圏域で多拠点居住を実践している

方へのインタビュー調査を行いました。16名と対象者

は少ないのですが、半分は高齢者です。年代別にだい

ぶ違いますが、ひとつ言えることは、全体的に、居住

地選択の多様性が出てきています。住み方や働き方が、

渡會研究員がさっきおっしゃったような相対の関係で

はなくなってきているということもあると思うのです。

　高齢者の方はセミリタイアかリタイアということな

ので、ある程度、別荘地選択など自分の個人的な志向

で動くというケースが多いですが、年代的にもう少し

若くなればなるほど、個人の都合で動くというよりは

家族の都合で動く。例えば、子どもを自然の中で育て

たいというような動機の動き方がメインになってきま

す。暮らし方、生活の仕方、働き方の多様性によって、

居住地選択も多様になっているというのは大きく出て

きていました。

　もうひとつ、高橋顧問から紹介された事例で面白

かったのは、セルフビルドで何かやるとか、トレー

ラーハウスで何かやるとか、かなり特殊なのではない

かと思うぐらいの面白い暮らし方をしているな、とい

うのがあって、16名の少数の中で、そういういろいろ

な動きが見えてきたというのは印象深かった点です。

若い人の田舎暮らしの動きに一言

大月

　昨年私のところの研究室の修士を修了した院生は、

岩手県住田町（すみたちょう）役場に勤めました。行

こうと思えば国家公務員だってなれるのに、県にも行

かずに盛岡市にも行かずに仙台市にも行かずに、住田

町役場。

写真：中川研究員
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　昔は大きい会社で、いい車に乗って、いい家に住む

のがカッコ良かったのが、今、田舎に行って、デジタ

ルを駆使して情報を発信して、事業を起こすのがカッ

コいい。そういう流行も若干あるように感じます。そ

れでも、人の為に何かをしたいという思いが増えてい

るのは素晴らしいことだと思います。

　また、我々も含めて団塊ジュニア以降は、スマホと

かパソコンとかコンピューターゲームが当たり前に

あって、バーチャルにずっと囲まれてきた年代だから、

体を動かす現実感というか、リアルなものに触れた時

の衝撃が大きい。自然の中で、手を動かしたり体を動

かしたりする様々なことに対して新鮮さと改めてのリ

アリティーを感じるように思います。

渡會

　都会でいろいろやっていて、それはそれでリアルな

んだけど、被災地みたいなところで被災者の人たちと

やってるほうのリアルさには負けるんです、明らかに。

そういうことに惹かれるというのは、20代とか 30前

後ぐらいまでって、ある種、通過していく部分のよう

な感じでもあるんだけど、その落差が大きいですよね。

　僕らくらいの年代は、要するに、ほんとに単一教育

みたいなものだから、今みたいに、いろんな情報がた

くさん入ってくるわけじゃないし、特に、今、ネット

で自分のほうからいろいろなものを、面白そうだと

思ったら探していけるというふうになっていないから、

そうやって育ってきた世代感とは、相当違うでしょう

ね。やっぱり、僕らとか、もうちょっと下の高鍋研究

員ぐらいもそうだけど、地方対中央とか、そういうヒ

エラルキーみたいなものが 刷りこまれてるところが

やっぱりどこかにあるけれども、たぶん、それがない

じゃないですか。

　昨年、MITと一緒に住田町で仮設住宅向けのワーク

ショップをやって、結構地元の人とまみれながら、町

長も出てきて一緒に飲む、みたいな、そういうのがた

ぶん気に入ってくれたのと、本人が秋田出身だったか

らというのもあるんですけれど、よく決断したな、と。

われわれの世代だと気違い扱いですけれど、そういう

人、普通にいるようになったようです。東北大震災復

興の支援で向こうに行ったり来たりしている若い人っ

て結構いらっしゃって、ものすごく田舎の良さに惹か

れている。「向こうに住んじゃおうかしら」と言ってい

る一方で、「向こうに住んじゃったら負けだ」、みたい

な部分も少しあったりして、逆に言うと、都会でずっ

と育って教育された人間からすると、それほど魅力的

に見える。

　きっと、彼らにとっては子どもの頃から、V6とか

TOKIOみたいな人気者がテレビでなんとなく「田舎

もイイゾ」みたいなことを言い続けてきた環境がある。

しかし、世の中の大人は、圧倒的に都会で住むシステ

ムに乗っかれということを言い続けている。逆に若者

は実際、ふたを開いて生のそういう体験をしてみて、

「田舎でも住めるじゃん」みたいなことを、相当エクス

ポージャーというか、暴露されているわけです。田舎

のリアルなところに身を置いてみると、チョッとした

きっかけがあるだけで、相当素直に行けちゃう。

高橋

　25歳前後の人に話を聞くと、就職する時期には社会

起業の NPOとかが注目されていた頃で、大きい会社

に勤めるよりも、社会的に価値のある仕事をする人の

ほうがカッコいい。企業でお金を追い求めることは

ちょっとカッコ悪い、みたいな価値観を持つ人達も居

ると。今は同じように地方に行って、活躍をしていて、

魅せ方も上手な 30代の人が各地にいるのが、大きい

かなと。
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大月

　ないですね。田舎のなんたるかを知らない。ほんと

の田舎。つまり、田舎は、みんなニコニコしてるけど、

実はドロドロしてるんだよ、陰じゃ悪口ばっかりやっ

てるんだよ、とか。みんな、餅つきとか団子を丸めて

るのを見て、すごく「いいコミュニティーですね」と

か言っているけど、よく耳を傾けてみると人の悪口し

か言ってなかったりする。あそこの嫁はどうだとか、

あいつの息子はどこの大学に行ったんだとか、リアル

にそういうことしかしゃべってないんです。だけど、

そういうことを、われわれの年代はかろうじて知って

いるけど、今の若い衆は知らないから、夢を持ってい

られる。

渡會

　ある種、美化して伝えられてるところもあるんです

よね。

髙津

　若い人の「田舎暮らし指向」は世の中的にはおおむ

ね肯定的にとらえられており、場合によっては美化さ

れやすい傾向があります。私が業界誌メディアヒアリ

ングを通じて印象的だった点を紹介したいと思います。

先程、大月顧問から若い人たちが田舎暮らしに傾斜し

ていくのは、2011年の 3.11が節目ではないかとの指

摘があったのですが、「田舎暮らしの本」の編集部は

「変化は 2008年のリーマンショックあたり」にあっ

たと指摘していました。リーマンショックはご存知の

ように世界同時不況を招来し、就職環境も極寒となり

ました。雇用調整にあたって企業は中高年の雇用を調

整するのではなく、新規・通年採用を絞ったのです。

若い人たちは行き場を失い「田舎に行けば食べられ

る」という意識に吸い寄せられていったとみているわ

けです。このような視点も若い世代の田舎暮らし指向

のリアルとして視界の一部に置いておきたいと思うわ

けです。

大月

　今の若い人は、テレビの影響も大きいですよね。自

分が子どもの頃から、V6とか TOKIOが田舎に住む訓

練を教えてくれているわけだから、普通に、オレやろ

うとみんな思っていると思います。

高鍋

　確かに TOKIOの貢献は大きいと思います。究極の

サバイバルチーム。

渡會

　さっきの防災ということの話と共通していると思う

んです。ある種のサバイバル的な意味合い、意識があ

ると思います。

髙津

　農指向には志のある若者もいれば、サバイバルで田

舎・農村に向かう若者も、実はいるんでしょうね。

渡會

　いると思います。どの程度長続きするのかという点

は、別の問題ですが。若い世代はフットルースだと見

立てるのも場合によっては必要です。その状況が変わ

ればまた移っていくという。

セルフリノベーション、
空き家に若い世代を引き込む秘策かも

高鍋

　最近、空き家対策でセルフビルドを支援するという
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中川

　最近、建築の学生も、そういうリノベ系の就職先を

希望するというのがすごく増えていると。

大月

　そうそう。だから、有名な建築家のところに行って、

ただ働き同然で、どうせ生涯賃金がすごく安いのであ

れば、リノベで 1対 1に目の見える関係で感謝されな

がら、同じ低い生涯賃金のほうがいいんじゃないか、

みたいな、手ごたえ感をつかみたいという感じが、若

い人たちに相当浸透しています。

高橋

　池袋のメゾン青樹のケースが結構イイですね。古い、

いわゆる普通のマンションだったところを受け継いだ

孫のオーナーさんが、「居住者が好きに壁紙変更してい

いよ」と。しかも、「それ、手伝うよ。リノベーション

も ok」みたいな感じでやっていたら、満室になって、

今では順番待ちになっているとか。

　あと、松戸でやっているMAD Cityという、まちづ

くりクリエイティブという会社は、逆に、古くなった

ラブホテルなどの物件を借りてそれをまたさらに、自

分たちでリノベーションして付加価値を付けて、アー

ティストにさらに再賃貸してその分の差額でビジネス

を回すとか、再活性化策でもリノベーションはローコ

ストでやるというのがキモになっています。建築家の

方にしてみると、なかなか利益が取れないので大変だ

という話も聞きますが。

渡會

　既成のものではないものを自分たちで作るという

ムーブメントはどんどん加速されると思います。

動きがありますよね。

大月

　明らかに、セルフビルドは広がっていますよね。

渡會

　リノベーションスクール的な動きが相当影響してい

ますね。

髙津

　先週、大月顧問が司会進行をおやりになった「賃貸

住宅再考」というセミナー中で、尾道の空き家再生プ

ロジェクトの発表事例が面白かったんです。旧市街地

を活性化する時に、セルフ・リノベで若い人たちを

募って、その人たちがリノベをやって、その人たちに

安く賃貸を出すという仕組みなんです。入居者募集の

前にリノベーションするところから想定入居者を巻き

込んでいるんですね。リノベには若い人たちを巻き込

みやすいというか乗せやすい。しかも、それで工務店

に頼むよりローコストに仕上がり賃料にあまり跳ね返

らないで済む、入居テナントの収益性を有利にしてい

くわけです。というのが旧市街の活性化手法としては、

一つのビジネスモデルとして確立していきそうだなと

いう気がします。

大月

　思いますよね。われわれみたいなバブルを経験した

世代は、絶対に乗っかっていけないけど、彼らはヒョ

イと乗っかっていく。大学の演習で、建築の学生と一

緒に小さな小屋を建てるというのが、今、大ハヤリ。

小さな何かを建てるというのがすごくはやっていて、

学生もノリノリでやってきます。私は大変いいことだ

と思います。
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中高年世代の多拠点居住のリアルとは？

大月

　今回の調査研究で面白いと思えるのは、WEB調査ア

ンケートをマジマジと見ていると、20～ 49歳と 50歳

以上に分けて集計しているんだけど、実は、バラケ方

にあんまり差がない。せっかく若い世代と中高年で分

けて、その差はどこだって聞こうとしているのに見事

に裏切らて、実は、片寄りは多少あるけどバラつき具

合にあんまり差はないっていうことになっている。逆

に言うと、メチャクチャ若いオジサンもいれば、メ

チャクチャ年寄りな感じの若い人もいるっていうこと

かもしれない。それをわれわれは、単に多様性って

言ってるけど、あんまり、若いとか年寄りっていうの

は、ここのレベルでは議論できない、差がないな、っと

いうのが実感ですね。昭和の大人が作った社会システ

ムにだまされてない本物の何かを追及しようという気

持ちと、昭和という時代を作ってきたけど、やっぱり

そこには間尺が合わずに田舎に帰ろうとするおじさん

の気持ちが図らずしも一致しているということがバレ

ちゃったという気がします。

渡會

　デュアルライフで検索した中高年女性の意識は、も

うちょっと普段の身近な生活の中で旦那と別のところ

にいたいとか、自分の時間を作れる場所が欲しい、と。

そういう感じだったんですけど、多拠点居住に関する

男女差というものはどうなんでしょうか。

髙津

　これは明確に、多拠点居住と移住の差がありますよ

ね。移住となると、夫婦でお互いの価値観が一致しな

いと移住できないらしいんです。多拠点というのは、

本拠地は残しておくわけだから、そこにだいたい奥さ

んが自分の領域として陣取ってるわけです。結果、旦

那は逃避するかのように非日常空間を求めて 50 k m圏

に行くというか。こういうことって結構あるんじゃな

いかという気がします。

渡會

　女性は地元に根を張ってるから。

髙津

　もうリタイアメントして四六時中、旦那がいると気

が変になるから、さっさと行って、みたいな。それは

ちょっと冗談として、多拠点居住の際の本拠地という

のは、奥さんかお子さんが継いでいくというイメージ

を持っているらしいです。

高鍋

　それはそうみたいですね。

渡會

　確かにね。

髙津

　多拠点居住した時に、なかなか本拠地は貸し出さな

いって言うもんね。賃貸に出さない。最終的に戻って

来る場所だとか、子どもに住ませる場所だとか、自分

が死んだら奥さんがそこに住めるようにとかいうこと

で考えてるみたいなんです。

高鍋

　それが、空き家問題のひとつの土壌でもありますよ

ね。とりあえず持っておきたいから。団地の集合住宅

も、普通の戸建てにも共通していますね。
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大月

　3.11の仮設住宅で問題になっているように、月に 1

回しか仮設に来ない人の家は空き家かどうか、という

問題があります。毎日同じ家で居住するリアリティは

薄いのかもしれない。そうすると、先ほどの家族の話

で面白いなと思うのは、本来の多拠点はどういうもの

かなと考えると、オヤジはオヤジで自分の拠点を持っ

ていて、嫁さんは嫁さんで、近所でいいから嫁さんな

りの拠点を 3軒先にもっていて、子どもは子どもで、

部活か何かと関連がある拠点を持っている、みたいな

住み方のほうにリアリティがあるじゃないかと思えて

きます。

　それでみんなで自慢し合って楽しんで、「じゃあ、今

度の週末は誰々ちゃんの拠点へ」みたいな、そういう

のがみんな組んず解れつでやっていると結構おもしろ

いな、と。この場合、モビリティーの問題が、たぶん

最大の問題になると思うんですけど、それぐらい気軽

に、何千万単位ではなく、何百万、場合によっては何

十万単位で第二の拠点が持てるような、そういう世の

中になっていけば、楽しい気がします。家族、一人ひ

とりが多拠点、みたいな感じで。

東京 50km圏での多拠点居住の魅力と課題

髙津

　この調査研究始める時から、私は 50 k m圏の多拠

点居住はポテンシャルがあると直感していたんです。

それは鉄道に乗っていますと、50 k m圏ぐらいまでは

住宅街が途切れないんです。ところが圏央道に乗って

みると、そのほとんどは田園地帯を走っているという

ことがわかるんです。埼玉県西部、都下に入りますと

山間が接近してきます。田園地帯の中に流通団地が出

てきたり、イオンモールが出てきたりするわけですけ

髙津

　高鍋研究員、WEB調査では多拠点居住を利用するスタ

イルって、一人で利用するのが一番多かったんですよね。

高鍋

　そうでしたね。

渡會

　大月顧問が言われたようなのを旦那だけがやってい

るという世界なんですよね。今のところは。

髙津

　もちろんファミリーもいるんですが、一人の次に友

人過ごすというのが入ります。

中川

　友人と過ごす、多かったですね。

渡會

　それは、旦那が自分の友人と遊ぶ、ゴルフをやるとか。

髙津

　奥さん、地元で何をしてる？

大月

　奥さんは、すでに地元で多拠点化してるんです。半

径 500mぐらいのところで。（笑）

高鍋

　居場所の多拠点化ね。

渡會

　自宅は、そこは、要するに大家である奥さんが占拠

してるんだ。

11



ど、圧倒的に、50 km圏は、市街地と田園で言えば田

園地帯がものすごく広いということを感じていたわけ

です。多拠点居住・移住の形態として伝統的な「別荘

生活」、近年注目が高まっている「田舎暮らし」です

が、この両者は残念ながら週末利用が困難なロケー

ションが多いんです。ところが、東京圏 10～ 30 k m

圏に住んでいる都市生活者は、週末利用をしたいんで

す。移動時間、移動コストもリーズナブルにしたい。

国土交通省が提唱している二地域居住の最大の難点は、

移動コストが高すぎるということです。東京 50 k m

圏域の不動産価格はこの 20年間でものすごく価格が

こなれてきました。この圏域で空き家率が上がってき

ているというのは、リーズナブルに多拠点居住を行え

るチャンスというか機会を創造してくれているんじゃ

ないかと感じたんです。

高鍋

　どこに行くって言ったって、50 k m圏ぐらいはいい

んじゃないの、っていうのが調査では相当リアルに出て

ましたね。

中川

　WEB調査と、私の担当した 16人の東京 50 k m圏

域多拠点居住実践者カルテとの違いで、カルテでは埼

玉県の人がいなかった。また、動き方で誰も埼玉に

行ってないんです。WEB調査では埼玉県内実践者もい

らっしゃって県内移動が多いという傾向が出ているん

ですが、ある種、多拠点を首都圏 50 k m圏で選ぶ選択

肢として、房総とか湘南など海があるとか農ある暮ら

しができるなどの地域のほうが優位性があるんじゃな

いかと個人的にどうしても思っちゃうんですけど、そ

のへんはどうなんですかね。

高鍋

　そうですね。これが、やっぱり一番面白かったです。

ちょっとまたお見せすると、実践者を都道府県別に図

を作ってるんですけど、僕らが想定したのはこういう

イメージですよね。東京に家があって、このへんに二

地域居住。東京だと、こういうバランス感覚になるん

だけど、他の県は、自分の県内の近いところに二地域

居住地を持っていることが多いんです。この棒が短く

なってくるということですよね。これが千葉。千葉か

ら神奈川も結構いるだけど、これはアクアラインがで

きたりして結構行きやすくなったということも影響し

ている、と。湾岸通ってもアクアライン通ってもどっ

ちでも変わらないんです。

大月

　千葉と神奈川ってイメージが湧くんでしょうね。

写真：高鍋研究員
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寄っている。千葉寄り、埼玉寄り、山梨寄り、神奈川

寄りに住んでいて、それでもほぼ同心円状に交通が、

電車も高速も発達してるもんだから、やっぱりなじ

みってそっちの方向に引きずられやすい。近居の実態

を調べていても、やっぱり、そういうふうに近居をす

るんです。この沿線に近居してます、みたいに。だか

らきっと、郊外の 50 k m圏への移転の仕方というのも、

たまたま東京のどっちかに住んでいるかということに、

方向性に規定される部分があると思われますね。

高鍋

　それはウェブ調査もそうです。最終的に、やっぱり

なじみがある土地柄であるというのが一番。実践して

いる人の第 1位なんです。価格とか、車で移動しやす

いとか、公共交通とか、趣味を生かしやすいとか、医

療施設とかいろいろあるんですけど、土地のなじみが

一番なんです。これは結構はっきり出ました。

高橋

　昨日遠野（岩手県）で、20代で遠野を選択した移住

者に会ったんですね。「なんで遠野にしたの？」って聞

いたら、最初は三陸というか岩手のほうの復興支援で

来ていて、海沿いは泊まる場所がないので、結局遠野

に泊まっていて、そのうち、人のつながりも出来て、

住みやすそうなのでそこにしました、という流れで、

すごい強いニーズがあったわけじゃなくて、ちょっと

の馴染みとか少しの縁でも移住には繋がるんだなと。

渡會

　その時に、居住という概念を、解体してもう一度組

み立て直すというのに近くて、ローコストというのは

移動コストもそうですけど、居住コストも同じように

下げておかないといけないので、そういう意味では、

シェアみたいなのとか、いろいろなバリエーションが

高鍋

　埼玉は埼玉県の中での移動が中心です。30分で行け

るところに別宅がある、みたいな感覚だと思うんです。

茨城県の方もちょっといる。だから 50 k m圏うんぬん

というよりは、自分のなじみのあるところで行きやす

いところで望みの住宅を見つけているということかな

と思いますね。

大月

　そう、動き方が、なじみ感というのを表してます。

高鍋

　でも、全体で見ると、やっぱり 50 km圏内にだいぶ

収まるので、この圏域の中側というのは、すごく可能

性があるということですね。

大月

　高鍋研究員の発表を見せてもらった時に、ハタと

思ったのは、東京圏、日本全国もそうなんだけど、日

本って豊かなんだな、ということです。ほんとに。

たった 50 k mの円を描いただけで、山あり谷あり、川

あり海あり、島あり。実は、日本の都市圏、大都市が

形成されているところというのは、そんなところだら

けですよね。例えば、アメリカなんかで、アリゾナに

行ったって、50 k m、端っこから端っこまで砂漠だから、

どこに住むのもないもんだ、みたいな話だけど。やっ

ぱり、同じ 50 k mでも方向性によって全然違うものが

得られる。その多様性と豊かさを、改めてわれわれ日

本人は認識したほうがいいんじゃないのかな、と思う

んです。

　だから、50 k m圏と言っても、非常に多様な可能性

を秘めた 50 k m圏があるということです。それと、

やっぱり、ど真ん中に住んでる人は天皇しかいないわ

けで、みんな、ちょっとずつ中心からどっかの方向へ
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あって、初めてそういうものが顕在化していくんだろ

うと思うんですね。従来の単一の住宅を提供するとい

うシステムだけでは、たぶん限界がある感じがするん

です。そこを移動コストも住宅のコストも、それから、

改修、改造のコスト、メンテナンスのコストも、いろ

んなところのコストを下げていくということが結果的

に 40～ 50 k m圏の可能性をものすごく大きくしてい

くんです。

中川

　多拠点居住を実践した人たちが共通して言うのは、

借りたり買ったりするのはそんなに苦ではなかったん

だけれども、実際に住んでみた時の維持管理の手間と

コストがものすごくかかると言っているんです。そう

いう意味では、オペレーションの部分でなんらかの支

援の手が入ることは必要ではないかと思います。今回、

16人の実践者を見ると、必ずしも計画住宅地に行って

るんじゃなくて、その地域に対して魅力を感じて行っ

ているという人が多いので、計画住宅地だけではなく

て、地域のある種の不動産の流通とか維持管理オペ

レーションをするようなことが求められてくるんじゃ

ないかという気がします。

東京 50km圏域のセカンドハウスは「別荘」？

髙津

　ちょっと話は変わりますが、中川研究員の定性的な

調査に参加した時に、セカンドハウスを持って多拠点

居住している人は、そこの地をなんて呼ぶかというと、

「別荘」って呼ぶんです。別荘っていうと、通常、風光

明媚だとか避暑避寒とか、そういう感じでしょ。とこ

ろが、彼らは、「別荘」だ、と。だから、あえて日常的

な風景と違う、非日常的なインテリアをしつらえたり

するわけ。同じ住宅地の 3軒先に買った中古住宅を奥

さんがぜひやりたいと言って、外観をベンガラ色に塗

るんです。それでカフェができるようにアレンジして、

趣味の本を飾ってるわけ。非日常空間を作りたかった

というわけ。

　一方、親の家を相続して建て直した人は暖炉を作る。

奥さんが「暖炉を作るんだったら建て替えていい」って

言うわけ。それから、セカンドハウスに 1億円もつぎ

込んじゃった友達がいるんだけど、その人は、3階建て

の最上階に水場を作ってプールに入れるようにした。

要するに、別荘っていうのは、その人にとっての非日

常空間だというふうに思って、その重要さというか、

その価値を感じる人がセカンドハウスを持つところも

あるんです。周りから見たら「アレ、別荘か？」とい

うかもしれないが、住んでる人は、真面目に別荘と

思ってるんですね。何でこんな話をするかというと、

昨年成田市の地元不動産会社に 50 k m圏域の住宅の別

荘需要の可能性を聞いたところ、『50 k m圏は別荘に

は中途半端な距離ですね』とバッサリ。しかし近くの

光葉団地や季美の森には別荘需要あったわけです。

中川

　これも年齢層で極端に分かれていて、カルテの中で

多拠点居住の比較検討物件を例示しそれに丸させるよ

うになっていて、今おっしゃったような人たちは、別

荘に丸してるんです。だから、比較物件として別荘を

探しつつ、そういうところに行きついているわけなん

ですけど、若い世代は、別荘に丸付けてないんです。

だから、完全に別荘概念というのは、ある世代層から

下はないという感じなんです。

大月

　言葉のイメージするものが相当違いますよね。
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逆転しちゃったというようなケースもあるので、子ど

もを成長させながら動いている中で、ある時点から、

多拠点側が本拠地になっているというケースもあれば、

逆に多拠点先を畳んで戻っていくようなケースもある。

いろんなバリエーションはあると思うんですけど、そ

の関係性が、時間軸の中で変わっていくというのが非

常に面白かったという気がします。

高鍋

　なるほど。それは、そっちの調査じゃないとわから

ないですね。

渡會

　ネットで見ていると、デュアルライフという言葉が、

今、結構流通してるんです。デュアルライフといった

時には、ある種、等価になるのでしょう。本宅と別荘

とかメインとサブとか、そういうのとはたぶん違って、

実態としてはメインとサブなんだけど、本人の意識と

しては、たぶん、等価に近いという。

中川

　違うと思います。そこは、ものすごい面白い傾向が

出たな、というのがあります。

大月

　非日常をやる別荘という概念がある世代と、その下

の層は、いったいどっちが本拠地かって言われても困

るっていうか、どっちも等しかったり重みは違うんだ

けど、非日常の拠点というよりは、使い分けみたいな

位置付けで 2つの拠点を持っているという感じでした

よね。

中川

　WEBアンケートでも、実践者カルテでもそうです

けど、若い人は仕事を持って動きますから、ホームオ

フィスとして利用することがあって、別荘的な感覚で

はないんだと思うんです。それと、もう一つは、時間

概念というか、時間軸の中で動く中で、高橋顧問にご

紹介いただいた方は、生活しながら多拠点と本拠地が
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大月

　たぶん、ハイブリッド車を運転している時に、今エ

ンジンで駆動してるのかモーターで駆動してるのか、

みたいな、最初はすごい気になってるけど、運転して

ると気にならなくなるみたいね。そういう風にハイブ

リッド化していくんでしょうね。

渡會

　たぶん、そうなってるんじゃないかと思うんです。

もちろん、すべての人がそうなるわけではないんだけ

ども、相変わらず、メインとサブという概念の中に、

頭も実際の行動もかなり捉われてると思うんだけど、

実際にやろうとしている世界観は、どっちかというと

そっちに移っていっている。

　だから、例えば仕事と趣味というものがあったとし

て、昔は、仕事がメインで、余った時間、余暇って

いってたわけですけど、今は、それはたぶん、余った

時間ではなくなってるわけです。むしろ、趣味をやる

ために働くあるいは趣味と仕事が重なっているという

人たちもいる。たぶん、そういうのに近いライフスタ

イルというのが結構、普通に意識しないでもやれるよ

うになってるんじゃないかと。

大月

　まさに、時間で言うと、別荘とか別っていう時は、

こっちが土日なんです。今、デュアルライフの人たち

は、月曜日と火曜日が違う家というか、週末だけそっ

ちに行くというわけではないケースもきっとあって、

単に仕事の内容で使い分けてるということもあると。

時間の捉え方自体も違ってきてるのかな。

高鍋

　年のうち半分以上、多拠点側（別宅）で過ごす人も

結構いますからね。東京 50 k m圏の多拠点居住者は、

年間で 2か月滞在するという人が最多で、思ったより

長いな、という感じです。2か月以上利用する人で半分

以上になります。

渡會

　そういう意味では、40～ 50 k m圏の位置付けという

のは、相当変わり得るんだと思うんです。

東京 50 k m圏域で多拠点居住の不動産情報を
得るのにはコツがいる

渡會

　東京 40～ 50 k m圏は、今ここで話題にしているよ

うな意味で不動産情報が出されてるわけじゃないんで

すね。房総とか湘南は、明らかにそういうものとして

出されてるんだけども、40～ 50 k m圏のは、普通の今

までの不動産情報としての枠組みで出てるから、普通

の今までのような住宅ニーズで探す人には合ってるけ

ど、新しい、今日話されているような（別荘的、非日

常性住宅）として探そうとしても、なかなかアクセス

できないんじゃないでしょうか。

大月

　だから、今までの不動産屋さん物件、移り住む、居

を構えるための不動産屋さん物件とリゾート物件はあ

るけど、その間は、たぶんいっぱいあるだろうに、ナ

イっていうことなんでしょう。

渡會

そうなんです。そこはナイ。

大月

　それは、全国の空き家バンクのニーズとか、ああい
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ある都市から選んでるからでしょうね。

髙津

　東京 50 k m圏ですと、結構、検索で不動産情報は網

羅されているんです。

高鍋

　出ますよね。

渡會

　出くる不動産情報と、提供される不動産物件が、お

そらく従来型のニーズ対応なんだと思うんです。だか

ら、ある種の今のデュアルライフ的なニーズを一生懸

命探す人たちが、そっちのサイトになかなかアクセス

しないんじゃないか、という感じですよね。

中川

　昨年度の調査で、光葉団地が平屋でヒットして広域

的需要者を集めていたという事例がありましたよね。

今回、カルテで、やっぱり圧倒的に平屋とか、敷地は

大きいけど家は小さくといったニーズの傾向が見える

んです。そういう人たちは、検索した時に、平屋って

いうキーワードでヒットしてピピッときてバッと行く

という感じがあるのかもしれない。それから、季美の

森の洋風住宅、フェアウェイフロント住宅、ガーデン

シティ湖南。虫の気配もない美しい住宅地などもそれ

はそれで、結構、横浜から買いに来たりするわけです。

大月

　それは結構大事だと思います。要は、リアルな田

舎って、星も出ればヘビも出ればクモの巣だらけだっ

たりするわけで、クモの巣を触ったことのない人が買

いにくるわけです。だから、僕が思ってるのは、50 k m

圏のある既成市街地的な、計画住宅地で、そこそこま

うニッチなビジネスが成り立ち得るということと同様

に、50 k m圏でも、相当いろんなものが成り立ち得る

ということでしょうか。

中川

　この研究の当初の段階で、50 k m圏で実施している

空き家バンクを調べたら、そんなになかったんですけ

ど、70 k m圏にいくと空き家バンクの仕組みを導入し

ている市町村が増えてくるという状況がありました。

50 k m圏域ではそこまでのことはまだやってないとい

うのがありました。

大月

　でも、今おっしゃる空き家バンクって、行政主導の

空き家バンクがほとんどじゃないですか。行政が

70 k m圏だともう空き家ヤバイから空き家バンクだ !

と手を出すんですが、はっきり言って、結局そこでは

ビジネスは成立しない。

高鍋

　探す人は、空き家バンクなんか絶対見ない。情報量

が少ないから頼らない。例えば、〓館山〓で住みたい

なと思ったら、たぶん、〈館山〉〈中古住宅〉物件みた

いな検索をするんです。その時に別荘物件が出てきた

りマンションが出てきたり、古民家みたいなのが出て

きたりするんだけど、これもイイナ、これもイイナ、

ちょっと駅から遠いな、とかやりながら探してるん

じゃないかと思うんです。

　それで、それを扱ってるのはどこだろう、みたいな

かたちでアクセスしてると思うので、エリアを決めて、

とりあえず、住宅の形はあまりこだわらずにバーッと

眺めてみる、みたいな。アンケートを見ると、そんな

感じの検索をしているようです。ただし、エリアはな

んとなくイメージがある。おそらく。結局、なじみの
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だインフラも使える、要は整った空き家というのが結

構重要で。彼らのために誰かがクモの巣を取ってあげ

ないといけないんです。タヌキぐらいだったら出てき

ていいけど、キョンとかシカとかイノシシとか出てき

ちゃいけないんです。でも、リアルにいる、出るんで

すから。50 k m圏で。虫が容易に出ないというのは、

それ、結構重要だと思います。

東京 50 km圏居住の未来のミッション

髙津

　このへんで、50 k m圏の今後を見通すということで、

少し夢のある長期ビジョンをお聞きしたいですね。

大月

　結局、多拠点を 50 k m圏ぐらいで考えるということ

が、一体どういう作業なのだろうと思った時に、われ

われは 20世紀を通して、あのあたりまでニュータウ

ンを作ってきちゃってるわけですが、それはもちろん、

20 k m、30 k mぐらいのニュータウンはそこそこ定住し

て、そこそこお店ができたりしながら、なんとなく

回っている感じもするけれど、結局、50 k mはちょっ

と行き過ぎたネ、みたいな感じがあるのは、それは

やっぱりベッドタウンだったからだろう、と。

　我々が今、そこのベッドタウンとして作られた

50 k m圏が次なる多拠点時代のひょっとすると中核を

担う可能性がありはしないか、という議論をしている

時に、やっぱり、ハワードが 100年前に言っていた田

園都市に描かれていた THE THREE MAGNETSって

いうのが思い起こされる。ハワードの田園都市のダイ

アグラムの一番先に何が出てくるかというと、THE 

THREE MAGNETSって書いてあって、左側に Town

があって、右側に Countryがあって、下に Town –

Countryがあって Townと Countryがくっついたやつ

があるんです。そしてその真ん中に THE PEOPLEっ

ていうのがあって、Where will they go？って書いてあ

るんです。人々はどこに行くんだ、と。

　ある人は都会暮らしがいいと思ってるし、ある人は

田舎暮らしがいいと思っているけれど、そこで私は、

都会から電車でちょこっと行ったところに Town –

Countryという田舎の磁石と都会の磁石の両方の磁石

を持っている町を作ります、ということで、食住一体、

医職住を完備したような自立的な田園都市というのを

作ったんです。日本は、職住一致みたいなタウンを結

局作らずに、ベッドタウンだけを作ってきて、敷地の

上に住宅を建てて家族を容れて、それが過不足なく充

実したら住宅不足を解消、みたいな、そういうロジッ

クを 20世紀中に追いかけてきたんだけど、その夢が、

今、解体に直面しているんですね。

　本当の自分の身の回りに、先ほどおっしゃってた好き

なことが実現できる空間、うまい空気吸いたいなとか、

うまいもの食いたいな、というのが、実は田舎のニーズ

であり都会のニーズであるんだけど、両方を満たすこと

ができるような環境ができないかな、という欲張りな気

持ちが、日本でもバブルがあったりはじけたり、小さな

バブルがあったりして、100年を経てようやく出てきた。

逆に本気で豊かになる時がきたのではないかと考えた時

に、日本で「作ろう、作ろう」と言って作り損ねていた

田園都市、つまり、Town–Countryみたいなやつを作る

チャンスがやっと来たんじゃないのかな。

　それは、昭和な時代とか 20世紀に考えていた、畑

と田んぼを潰して全部ブルドージングして、ニュータ

ウンです、素晴らしいです、という作り方ではなく、

50年ぐらい前にブルドージングして、そこはかとなく

人が住んでるけど、結構空き地も空き家もあって使い

手があって、整った空き家がそこそこあって、なかな

か虫とか動物がやってこなさそうな。そこをでかい投
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髙津

　どうもありがとうございます。

東京 50 km圏の多拠点居住の促進策を考える

髙津

　それでは、皆さんに最後の質問をしたいのですが。す

でに定量的な調査でも、多拠点居住に関心がある人、既

に実践している人にとって、50km圏というのは、言わ

れてみれば結構魅力があるね、となっているわけです。

多拠点居住の潜在需要はあるという中で、50km圏の居

住をより注目させる、ないしはそこに誘導してくる、な

いしはそれを活性化させる、そういう促進補助策として、

こういうことをやればもっと注目されるんじゃないか、

「別荘生活」や「田舎暮らし」と比べて 50km圏の多拠

点居住はこれが結構バランスいいから、もうちょっとア

ピールしたら、結構、ここに多拠点居住地として選ぶ人

が出てくるんじゃないの、みたいなことがあると思うん

です。どういう働きかけをすれば、そういう動きを支援、

サポートすることができるでしょうか。

高鍋

　修善寺温泉なんだけど、観光客がすごく減っていて、

ちょっと持ち返したんだけど人口もまた減少していて、

子育て世代がどうしようかと悩んでいる状況があるん

ですけど、そういう中で、駅前をどうしようかといっ

た時に、地元の人と話していて「何が欲しい？」と

言ったら「パン屋と本屋とカフェが欲しい」って返っ

てきたきたんです。「それはなんで？」と聞いたら、

彼らは田舎の生活で満足しているんだけども、その 3

つというのは、都会的な時間を過ごせる象徴的なもの

だと言うんです。美味いパンとカフェとイイ本屋とい

うのが。そういう、自分の余暇の時間を豊かにすると

資じゃなくて、少しずつ追加投資することによって、

それを Town – Country的なものに作り換えるという

チャンスが、今、いっぱい転がっているのが、実は

50 k m圏なのではないかというふうに考えた時の

50 k m圏というのは、また新たな価値をまとうんじゃ

ないかと思うんです。

　そうした時に、たぶんネックになるであろうと思う

のは、移動。モビリティーをどうするかということで、

みんながみんな車で行ってガソリンも今ぐらい安かっ

たり、あるいは、電気がものすごく安くなって電気

カーが利用できたりすれば別ですけど、たぶん、そう

はならない。そうした時に、可能性があると思うのは

BRT。東北で鉄道の代わりに住民に反対されながら導

入されたんだけど、結構、『バスでもいいじゃん』と意

外と使われていたりする。日本人は鉄道じゃないと公

共の交通じゃないという意識がすごく強いんだけど、

アメリカでは、それはまったくないわけでほぼ全部バ

スですよね。そういう小さな公共交通みたいなものが、

もうひとふりかけあると、50 k m圏でも相当可能性が

出てくるんじゃないかと思いますね。

　それから今、せっせと、終の棲家になるかと思って

移住したり二拠点したりしている人が、本当にそこで

死ねるかというのももう片一方で考えなきゃいけない。

地方都市では、今、病院の再統合、再編成が行われて

いて、やはり、地域包括ケアの号令のもと、新たな医

療拠点をどう整理し直すのか、位置付け直すのかとい

うのが出てきている中で、50 k m圏の住宅地のちょっ

とした改修、再生とうまいかたちで統合されていくと

可能性があるんじゃないか。医療と交通が考えられて

さえいれば、たぶん、いろんなサービスが民間で編み

出されていきます。昨年、50 k m圏の団地が地元の不

動産屋さんにリ・ブロックされて新しい価値を生み出

しつつあるような感じで、おのずと価値が発見されて

いくんじゃないかという気がしています。
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か、知的好奇心を刺激するとか、酒飲みだけじゃなく

て、友達とちょっと〓会話〓をする、みたいなものが

あれば、さらに「ここで一生いいもの食って楽しく仕

事して、仲間と働いていれば全然文句ない」と、極端

に言えばそんなことがあるという話をしていたんです。

　50 k m圏ではっきりしたことは、生活を送るための

基本的なインフラとかサービスというのも移動インフ

ラも含めてかなり整備されていて、自然も豊かで生活

コストもそこそこ安く、プラス何が欲しいかと言われ

たら、やっぱり現代人なので、彼らが望む都市的好奇

心を刺激するちょっとした要素、それは、「スタバも結

構いいよ」と言ったら、「いや、スタバじゃいかん」み

たいに言ってましたけど。

大月

　でも、都会に住んでるからといって、パン屋と本屋と

カフェがそろってるところって、かなり限定的ですよね。

髙津

　田園都市線の駅前の本屋でさえ、昨年閉店に追い込

まれましたよ。

渡會

　逆にそこが魅力的なマーケットだと思うと、そうい

うところに出ていく人はあり得るわけですよね。そう

いう意味では、僕は、たぶん、去年からの延長ですけ

ど、地元に貼り付く不動産屋さん。東京 R不動産まで

飛びぬけていなくてもよいですが、ちょっと地元にベ

タで、そこで面白いアイディアとか企画を事業化して

いくという不動産屋さんがいるといいのですが。

高鍋

　不動産の価値を、ちょっと転換できる人・事業者で

すね。

髙津

　昨年フィールドワークした際の、光葉団地に支店を

構える「アルファホーム」、成田に数店舗構える「東海

住宅」、季美の森の「東急リバブル」とか、それから、

湖南ガーデンシティはまかせなさいという「一誠商事」、

ああいう地元に根を張った不動産会社が連携して、

「50 km圏多拠点居住ライフ〈仮称〉」というのをア

ピールするサイトかなんかを作ったらいいんじゃない

かと思いますね。

渡會

　そこは最低限必要。彼らに、もうちょっとセンス

アップしてもらいたいところです。そこをインスパイ

アするような人たちがいてくれると、もっと面白いプ

ロジェクトが成り立ち得ると思います。

大月

　そうそう。欠けてるのはデザインです、デザイン !

高鍋

　月刊圏央道ライフみたいな。

髙津

　先週、大月顧問が登壇する洋光台の老朽化した団地

の活性化プロジェクトセミナーに行ったら、佐藤可士

和っていう有名なデザイナーがそのプロジェクトに参

加していたんです。そのデザイナーが団地の活性化の

シンボルをデザイン化して掲げるわけ。

大月

　そうね。圏央道というのは、今、流通業務都市みた

いな話しか出てこないけど、ほんとはそうかもわから

ないですね。圏央道で何が変わるんだ、ぐらいのこと

を、ほんとはアライアンスを組んで。市町村がやらな
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大月

　たぶん、両方にからんでくることだと思うんですけ

ど、私なんかは、多様化させることが大事だと思いま

す。郊外の 50 k m圏の住宅地と言われると、屋敷林が

あって、ドデカイ北関東風の屋敷が建っている家が

点々と街路沿いに並んでいる風景か、あるいは団地の

風景か、二者択一じゃないですか。せめて、団地の風

景を変えていくとするならば、団地の同じような 130

平米のがガーっと並んでいて、同じ屋根がずらーっと

並んでいる中に、セルフビルドの住宅があったり、平

屋が挿入されたり、それこそおしゃれなカフェが挿入

されたりというふうに、50 k m圏の新しい風景という

のを作り変えていく。風景が変わるだけじゃなくて、

その住宅が持ってる機能が地域に刺激を与えていく。

　例えば、小さな住宅が提供されたほうが安いわけで、

そうすると若い人も来る。あるいはお店なんかができ

たら商売をやろうという人も来る。そういう見かけの

多様性が中身の多様性を誘発する。そうした中で、地

元の人も、そこに団地デビューするかもわからないし、

東京の人がその団地にデビューしてくるかもしれない。

3LDK、110平米、2 ,000万みたいに、あまりにもマー

ケットとしての品ぞろえがモノトーンすぎちゃってい

る。もっといろんな出っ張り引っ込みのバリエーショ

ンがあってよい。そういうのを、特に地元の不動産屋

さんなんかがデザインをかませてやってくれると、そ

こから多様化していくんですよね。

高橋

　最初に、その地域で魅力的に発信できる要素が

あって、それをキーに人が集まってくれば、人が人

を呼び始めるので、一定数を超えるまでに何を軸に

して集めるかですよね。私の住む、旧藤野町地域は、

芸術振興の様々活動とか、パーマカルチャーという

永続可能な農業とシステムを教える拠点とか、シュ

いんだったら、地元の不動産協会がやるとか。

渡會

　昔、国土庁はそういうことを一生懸命やってたんだ

けど、そういうのがなくなっちゃったからね。

高鍋

　自動車専用道は湾岸があって放射があって圏央道が

あるから、すごく動きやすいんですよね。2時間でぐ

るっと 1周できる。

大月

　圏央道って、一番端っこの外側の郊外ですよね。そ

こから先はみんなリゾートなわけだから、リゾート最

前線でもあるわけですよね。そこの魅力というのは相

当ありそうです。

渡會

　国際空港もあって。ちょっと海外に行こうと思った

らすぐ行けるし。

高鍋

　羽田だって、行こうと思えばすぐですよね。

中川

　そういう環状ネットワーク視点はひとつにはあるん

ですけれども、去年の議論の中では、地方それぞれが

自立化していくという中で、例えば、八王子なんかだ

と地元のドン・キホーテに行くと地元の Tシャツも

いっぱい売っていたり、地元のマイルドヤンキー層を

受け止めています。違う重層的な仕組みがあってもい

いのか、と思いますね。
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タイナー教育の学校とか、いろいろな特色があって、

それに惹かれて移住する人や、関心を持つ人たちが

集まってきて重層的に人がどんどん移住してきてい

ます。その要素は、地域によってもちろん異なるん

でしょうけど、他の 50 k m圏と違う何かを魅力とし

て発信したいですよね。

高鍋

　よさこいチームがあるというのは、ひとつのコミュ

ニティーを図るバロメーターのような気がする。よさ

こい的なもの、若い人が引き付けられるお祭りという

かイベントのチームがあるとよい。

大月

　移住はしてくるんですけど、一方でもともとの地元

の子は出て行っちゃうという傾向があって、そういう

子たちが地元に魅力を感じて残ってくれるのかどうか、

出て行ってもいつか戻ってくる、そういう場所である

ためには、いろんなフックが必要だと思うんです。

中川

　今おっしゃった通りなんですけど。やっぱり、いろん

な選択肢、住むだけじゃなくて暮らしとか、いろんな多

様性を入れ込む。計画的なものだけじゃなくて、自然発

生的なものも含めて、そういうものを作り出していくと

いうことが必要で、そのためには、仕組みが先なのかど

うなのかというのは別だと思うんですけども、まずは、

先進的に人が入ってそういうことを実践したものが後付

け的にかたちになって仕組みになって動いていくのかも

しれないし、地場の不動産屋さんが、それを実践的にま

ず先導して動かしていって、というようなことかもしれ

ないんですけど、やはり、そういうのを動かしていくエ

ンジンになるようなものが必要なのかな、と思っていい

ます。

　そういう意味では、やっぱり地場の不動産屋さんは一

つのきっかけになると思うんですけど、今のままでは、

旧態依然としている部分があって、やはりセンシティブ

にデザイン化されていくような違う要素を入れ込んでい

くということは必要だと思います。それと、戻ってくる、

戻ってこないという中で、地元を大事にしているような

マイルドヤンキー的な地場の人たちというのは、担い手

になりえるので、こうした人たちをうまく引き込んで

いくみたいなこともあってもいいのかな、と。

髙津

　限界集落ナポレオンのなんとか、テレビ番組みたい

だね。

渡會

　最後に、ちょっとひとつ。聞いてて思ったんだけど、

結局、そういう話を地元でやり出す人がいればもちろ

んいいんですけど、地方の過疎地のほとんどは、やっ

ぱり、行政の中にそういう意識を持った人が、頑張る

人がいると思うんですよね。

　そういう人と地場の人が手を組んでやり出すんだけ

ど、たぶん、今の 50 k m圏って、自分の町がそうい

う状況になるという自覚が非常に弱いんだと思います

けど。

大月

　もっともっと田舎だと、さっき言ったような「飛び

込んでいこう」みたいなやつが出てきたりするんだけ

ど、そういう意味では中途半端すぎて…。

渡會

　そうなんですよ。「困った、困った」っていうのは言

うんですけど。

　ひとつあるのは、空き家特措法ができて、条例化を
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どんどん白人が外に出て行って開拓したんだけど、80

年代から 90年代ぐらいに『サバービアの憂鬱』って

いう本が出たりして、そこがヘタっていくわけです。

あまりにも単一的だし、同じ民族しか住んでいない

し、一挙に都会からやってきた人たちがみんなじい

ちゃん、ばあちゃんになっていく。

　そういうことをすでに 1980年代に経験していって、

今ようやく、2000年前後ぐらいから、例えばニュー

ヨークももう一回、北区からのハーレムも含めてジュ

リアーニが頑張って、都心居住いいよ、みたいなこと

をやって、雑多な都心というのを形成しているし、ア

メリカみたいな全然歴史のない国ですら、歴史のある

都心というのがいくつか出てきている。日本を見てみ

ると、京都とか金沢、要するに戦争で焼けなかった都

市はともかく、戦争で焼けちゃった都市、東京も大阪

も仙台も福島も、みんなそうですけど、みんな同じか

たちで今あって、全然魅力のない都市になっている。

　都心部が魅力的でなければ、郊外もまた魅力的でなく、

結局、都心から逃げていこうというだけで。先ほど、高

鍋研究員が、パン屋と本屋とカフェって言ったけど、そ

の 3つが、都会の中で満足できるようなところって、

実は自由が丘近辺とか吉祥寺とか、あのへんぐらいしか

ないですよ。僕、今湯島に住んでますけど、湯島でもそ

の 3つそろってるところはない。それぐらい、実は、

都心居住の世界レベルでの貧困さというのがすごくあっ

て、京都と金沢は相当自立してるかもしれないけれど、

東京って、まったくのスカンピンなんです。だいたい戦

争で焼けてる都市っていうのはそうです。

　だから、本当は 50 k m圏を多拠点にするためのも

う一個の秘策は、東京近辺に住んでて良かったね、

みたいな、そういうことを、ちゃんと東京都心でや

るという工夫がないと。問題は、東京都心をどう

やって谷根千化していくかです。みんなマンハッタ

ン化しつつあるけど、あのマンハッタンですらマン

して、そういうものを動かさなきゃいけないというの

で自治体がいろいろ動き始めてるじゃないですか。そ

ういうのは、ネガティブな意味でそういうのを排除し

ていくということではなくて、地域資源としてそうい

うのを活用するというような、その思いがあって、そ

れが箱物だけを何かするのでは限界があるのだから、

やっぱり来住するような動きをかき回すみたいな、そ

ういう意味で、もう少しソフトな部分を詰めてマネジ

メントを大事にしなきゃいけないとか、そういうふう

に自治体の人が思ってくれるきっかけを、空き家の話

に引っ掛けるというのはないですかね。

大月

　アリだと思います。この間、特措法で壊された空き

家第一号が横須賀にあったでしょう。テレビで見ると、

あれは戦前に建ったようなものだと思うんです。横須

賀が海軍基地になって、あの辺り、海軍に勤めなきゃ

いけない人のためにいっぱい建ててるわけです。例え

ばあの建物を、その貴重な遺産だと考えれば、あれは

ちょっと実測して、ちゃんと残しておかなきゃいけな

いぐらいの価値がありそうな建物ですよ。

　しかし現実は、ボロな家ははみんなで税金で壊そう、

みたいな、そういう雰囲気になって行くとすると怖い。

「テレビであそこ壊してたけど、うちも壊そうぜ」みた

いな。そうではなく、テレビでは壊そうと言ってたけ

ど、一瞬ためらいながら一回価値を見直してみるとい

うクセを常に付けていかないと、あっという間に日本

の古いストックって、ガ―ッと絶滅していっちゃうよ

うな気がしています。ヨーロッパとかアメリカの古い

町で面白いのは、たぶん、そういう歴史の重層性が、

ワシントンでもニューヨークでもカリフォルニアでも、

見えるじゃないですか。

　今日話を聞いていて思ったのは、アメリカではサ

バービアというのが 1960年代を中心に、都会から
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ハッタンなのはごく一部でしかなくて、あとは百何

十年前に作った古いアパートを改修しながらやって

いってるだけなんです。だから例えば、マンハッタ

ン化するのは森ビル地区だけにして、あとは、いか

に谷根千化していくかというぐらいの大胆な戦略を

もたないと東京は魅力的な居住都市にはならないの

ではないかと思います。

髙津

　ありがとうございました。「東京 50 k m圏域に多拠

点居住の需要を引き込む」というテーマですが、昨年

度（2014年度）の東京 50 k m圏域の居住研究では、

それぞれの市町村、住宅地が人を引きつける策をそれ

ぞれが固有の地域資源と向かい合って真剣に考える時

代が既に到来してきているという認識を示しましたが、

本年度（2015年度）の研究では、加えて 50 k m圏に

位置する市町村の連携、地域に根を張った不動産会社

のネットワーク形成もまた望まれることの認識を示し

ました。そしてその 50 k m圏域の居住の多様性の希求

の一方で、東京都心部の在り様について思いを巡らせ

ようではないか、というところまで議論は辿り着きま

した。

　本日はありがとうございました。ハイライフ研究所

は今後とも都市居住の新陳代謝と都市の持続可能性に

関する調査研究を続けていきたいと考えておりますの

で、今後ともよろしくお願いいたします。
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