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源頼朝 の幕府開設 に よって政治 ･宗教 都市 として成立 した鎌倉が ,その後観 光保養都市 ,別荘地 ,
そ して首都圏の 1ベ ッドタウン‑ と変 貌 してい った過程 を,人 間生活 の根拠地 た る集落 にスポ ットを
あてて考察 してみ よ うとい うのが ,本論 のテー マで あるo
鎌倉が都市 として史上に登場 す るのは 1 2世 紀末 ,今 を去 る 8 0 0年 の昔 で ある｡ 当時 ｢鎌倉｣ と
呼 ばれた ところは ,滑川 沿岸 の低地 と北条氏の私領 であ った山 ノ内の あた bK限 られていて,外部 と
の連絡は切通 しと和賀江 の港 (現存す る 日本最古の港湾施設 )を経 て夜されていた｡ 東 ,北,西 を標
高 10 0m前後 の′
ト高い丘 陵 に囲 まれた この′
｣
､さを町が ,一国の政治 の中心地 とを 9,ここで養 われ
た文化が 日本文化 史上 に画期的 な一時期 を もた らしたので ある｡ しか し,鎌倉は奈良や京都の ように,
最 初 か ら都市 として建設 されたのでは ない｡･
源氏 ゆか りの地 で, しか も要害 で ある とい うので頼朝が
居 を構 えた｡ それが事の在 りゆきで時の政権 の所在地 とを 少,そ して 自然発生的 に都市‑ と成長 して
い った と考え られ るので ある｡
しか し,幕府滅亡 とともに鎌倉は衰退 の道 を辿 り,再 びか っての半農半 漁村 と帰 して しま った｡ そ
の鎌倉 を現在 の姿 に導 いた きっかけは ,明治 2 2年の横須賀線 の開通 で ある｡ この鉄道路線 の進 出は
鎌倉に近代文明 を送 りこむ と同時 に ,別荘地 ,高級住宅地 とい う全 く新 しい形 の都市‑ と変 貌させ た｡
これを私は鎌倉 におけ る ｢第 2の都市化｣ と名 付けた｡ 鎌倉時代 の鎌倉が八幡宮付近 を核 として市街
を拡大 してい ったの とは反対 に, この時期 の市街化は南部の海岸地域 か ら北 上す るかた ちで進 め られ ,
バ ラバ ラ に存在

していた村 々を連帯化 してい った○

そ して第 2次世 界大戦後 ,一時企業進 出の時期 を経 て,今 や鎌倉は戦前 の ｢高級｣ イメー ジを うけ
つ ぎなが らも, より庶民的 を住宅都市‑ と変 貌 しつつ ある｡ 昭和 35年以降 ,鎌倉の宅地造成は破
竹のい きおいで進 め られ ,ブル ドーザーの響 きは旧市街周辺 の丘 陵地 を著 し く変容 させた｡
無謀 を宅地造 成 に よって古都の 自然が失 われてい くことは誠 に痛 々 しい忌むべ き事態で ある｡ しか
し,鎌倉におけ る宅地化その ものについて,私 はそれほ ど否定的 を考 えを もってはいをい｡京浜地 区
に隣接 し,しか も気候風土に恵 まれてい る鎌倉 の地 を,中世 のままの姿 に とどめて箱庭的存在 に して
しま うのは, この狭い 日本に とってむ しろ重大 を損失 では 夜かろ うか｡ 鎌倉は今 や新 しい都市‑ と生
まれ変 ろ うとしてい る｡住宅 にせ よ,公共建造 物 にせ よ,格調 の高い エ9良 き もの をつ くれば,自ず
と古い もの との調 和が生 まれ る｡ 宅地化 に よって ここに移 り来 た人 々に緑 を愛 す る心が あれば, 1 0
午 , 2 0年の後 には荒 れ果 てた山肌 も再 び緑 で覆 われ るであろ う｡ 自然 の風宋 とは,元来 常に変化 し,
ひ とつ ところに止 ま らない もの なので ある○
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