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　私は建築の歴史を専攻していて、最初は住

宅建築に興味がありましたが、そのうち、住

宅地がどのように形成されていくかというこ

とに興味を持つようになりました。

　ここ十数年、それまでの初期の近代とは違

う時代がはじまっていると言われますが、基

本的にわれわれは、近代以降の社会の枠組み

のなかで暮らしていることは事実だろうと思

います。その近代というものが、どのように

生まれてきたのか。そのなかでとくに都市、

あるいはまちが、どのような変化を辿ってき

たのだろうか、そのような点に興味を持ちま

した。

　もうひとつは、日本の近代の都市やまちは丸

技術的な側面ではかなりイギリスの近代をお

手本にしています。ですから、イギリスの近

代化の歴史、あるいは日本との違いを見るこ

とによって、日本の近代がどのような特徴を

持っているのかがわかるのではないかと考え

てきました。

　一般的には、近代というと、大きく三つほ

どの出来事を指摘する人がいます。

　ひとつは、産業革命。これによってものの

つくり方、流通の仕方が大きく変わりました。

職住分離というのも、産業革命による生活形

態の変化といっていいのではないかと思いま

す。それまでは、大体仕事と生活は一体にな

っていました。一次産業従事者は大体仕事場

に住んでいます。ところが産業革命以後、生

産を集中したり、あるいは特別な場所で行な

うようになります。工場であったり、20世紀

になってからはオフィスが主流になっていき

ますが、職と住が分離をしていきました。わ

れわれはよく「独立専用住戸」、「庭付一戸建

て」といい、独立専用住居が住宅の原型であ

り建築の原型であるかのような考え方をしま

すが、独立専用住居というのは典型的な近代

の産物であって、高々淫心十年前の出来事な

のです。

　それまでの住宅というのは、中に仕事場を

持っていました。たとえば農家であれば作業

場のスペースが組み込まれる。職人や商人で

あれば、お店や仕事場が組み入れられる。貴

族や大地主の住宅であれば、接客の空間、あ

るいは、一種の役所的な機能を持っています。

ですから、家族が暮らすという住宅専門の建
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物というのは、近代の非常に特徴的な出来事

なのです。これは産業革命がもたらした建築

的表現だろうと考えられます。

　それから、近代のもうひとつの側面として

フランス革命があげられます。これによって

基本的な人権というものが主張される。フラ

ンスの場合は王様や貴族を殺して廃止してし

まいますが、人間が基本的には平等であると

いう考え方が近代を生んだという意味で、フ

ランス革命は近代のひとつのはじまりでもあ

ります。

　三つ目の近代のメルクマールには、しばし

ばアメリカの独立ということがあげられます。

アメリカの独立が近代にどうして関係するの

かというと、アメリカの独立宣言が出るのが

1776年ですが、それまではヨーロッパ世界が

膨脹していく過程として、大航海時代から18

世紀の絶対王政の時代でした。それまでの世

界観によれば、世界はヨーロッパであり、そ

れがインドやアフリカに広がり、アメリカに、

南米に、中国にも広がっていきました。とこ

ろが、人種的にも、その素性としても、ヨー

ロッパ人がつくった植民地であるアメリカが

独立するというのは、ヨーロッパ中心主義の

見方からすれば、世界というのが単一でなく

なり、ヨーロッパが中心ではなくなる。同じ

ような人間が別のことを主張して独立する、

いわば一種の自己相対化を促したということ

になります。アメリカの独立というのは、そ

の意味で、精神的に相対主義を促した出来事

であると考えられているわけです。

　以上の、産業革命、フランス革命、そして

　　　　　　　　　　　　　　　　ノアメリカの独立がヨーロッパに近代をもたら

してきたと考えられます。面白いのは、これ

はいずれも18世紀末のことです。蒸気機関が

実用化されたのは1770年代ぐらいから、フ

ランス革命も1789年にバスチューユの襲撃

があり、アメリカの独立宣言も1776年。つ

まり18世紀末に近代の元ができているので

す。
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　それに照らしてみると、19世紀という時代

は、そうした近代が実際に都市やまちを変え

はじめた時代であると見ることができると思

います。そこでイギリスを見てみると、イギ

リスはいまでも王様がいるからおわかりの通



ン

り、フランス革命のような革命はおきません

でした。王侯貴族がいるわけです。そこに産

業革命がのし上がってくるという構造になっ

ています。

　それはどういうことかというと、産業革命

以前の王侯貴族というのは、基本的には地主

貴族です。英語ではLanded　aristocratioとい

いますが、貴族の称号と同時に、広大な土地

を持っています。

　その地主貴族というのは、じつは地方の所

領を持っているだけでなく、イギリスの場合、

首都であるロンドンにも非常に大きな土地を

持っているのが特微です。いうまでもなく王

様が一番の貴族で、国の財産ではなく、王室

の財産として土地を持っています。ロンドン

の中で王室領というと宮殿になっている所だ

けかと思われるかもしれませんが、そうでは

なく住宅地にも王室領がかなりあります。そ

れはCrown　estateと言われますが、ロンドン

の中でも、立派な住宅地になっている例が多

くあります。

　それ以外にも、多くのまとまった土地を一

人の貴族が持っているというのが、ロンドン

の特徴です。たとえば、ロンドンのアメリカ

大使館はグロブナースクエアという広場に面

しています。そのすぐ脇にハイドパークとい

う公園があるのですが、このグロブナースク

エアを中心とする部分は、広場から通りから

すべてウェストミンスター公爵が持っている

土地です。

　それから大英博物館のほうに行くと、ベッ

ドフォードスクエアという広場がありますが、

ここもベッドフォード公爵が非常に広大な土

地を持っています。そうした広場を中心にし

た一画を19世紀中はかなり大きな貴族がまと

めて持っていたのです。彼らはその土地を開

発業者にまかせるのですが、たいへん大きな

区画ですから、その中に広場をつくり道路を

通して、そしてまちをつくる、建物も建てて
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グロブナースクエア。1800年頃の様子。

いくということをやるわけです。そうして、

一般的にはそれを99年のリースで貸しに出し

て、そこから家賃収入を得ます。

　そのような形態は戦後もかなり続いており、

少し前にサッチャー政権が持ち家政策を行な

い、フリーホールドといわれる土地全体を一

人ひとりが買うシステムが増えてはきました

が、それ以前の土地の持ち方はリースホール

ドといわれ、99年リースでした。その仕組み

は、99年冬ースで借りた人が20年ほどで出

て行ったりすると、そのリースは99から20

引くと79年残ります。ですからそのときは、

リースが79年残っている土地ということで次

の人に貸し出しされます。だんだんそれは下

がっていくわけですが、99年までくると上に

建っている建物ごと地主へ戻ってしまうとい

う、非常に地主に有利なつくり方がされてい

たわけです。99年経つと普通は、今度は21

年ぐらいのリースにして、再貸し出しをする

というようなやり方をしています。

　革命がなく、非常に大きな土地を持ってい

る地主が都市のなかにも存在しているという

のがロンドンの特徴です。ロンドンはテラス

ハウスのまちなみで有名ですが、それは通り

全体を一人の地主が持っているからあのよう

なものを建てられるわけで、土地が細切れに

なっていたら、テラスハウスは建ちようがあ

りません。

　そういうところがら、まちなみ、あるいは

住宅地というのは、土地の持ち方、その地主

のスケール、あるいは持ち方の種類によって、

かなり決まってくるのではないかということ

に興味を感じました。これについては、筑摩

新書から出した『ロンドン　　地主と都市デ

ザイン』（1996）という本の中に少し書いて

ありますので、ご興味のある方は是非お読み

いただきたいと思います。
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　そのようなまちのつくり方をしている一方

で、近代のはじまりとともに、新しいタイプ

のまちづくりが出てきたように思います。

　そのひとつは、インダストリアル・ビレッ

ジというものです。これは企業主が従業員の

ためにまちづくりをするもので、有名なもの

としては、ブーンビルやポートサンライトと

いうまちがあります。ポートサンライトは、

リバプールの近郊にあるいまでもたいへんき

れいなまちですが、博愛心に富んだ企業主が、

住宅だけでなく、教会、パブ、それから所蔵

していた美術コレクションを入れた美術館、

公園までつくった例です。

　要するに、産業資本家がつくった村ですが、

お手本になっているのは、先ほどの地主貴族

の地方の所領のまちづくり、一種の城下町と

いっていいのかもしれませんが、エステー

ト・ビレッジです。よい地主貴族であれば、

小作人たちのことを考えたきれいなまちをつ

くることが伝統としてあったのを、産業資本

家が真似たと考えることもできます。

　ですから、イギリスのまちづくりは、それ

までの所領の持ち方、あるいは支配のかたち

を伝統にしながら、それを新しい時代のなか

で、もう一回試みるかたちで出てきているよ

うに思われます。

リバプール近郊のポートサンライトのまちなみ
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田園都市レッチワース、アーウインパーカーのオフィス
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　そのような中で一番有名なものが、いわゆ

る田園都市、ガーデンシティという試みだろ

うと思います。これは20世紀に入ってから実

現していきますが、先ほどのインダストリア

ル・ビレッジに対してガーデンシティは、住

宅はもちろん産業も呼んできて、その全体を

つくってしまおうという試みでした。

　一番最初につくられる田園都市がレッチワ

ース、そのあとウェルウィンがつくられ、い

までもたいへんきれいな住宅地になっていま

すが、このような試みは、インダストリア

ル・ビレッジを自前で全部つくっていこうと

するものです。田園都市というと、緑の豊か

な都市のようにだけ考えられがちですが、こ

れは企業も呼んでくるのです。

　そこで関係してくるのが、先ほどの近代の

もたらした生活形態が職住分離であるという

ことです。職住分離を極端にやると、そこか

ら当然通勤という問題が生まれてくるわけで、

交通問題がたいへん重要になります。けれど

も、職と住を接近させれば、それは大きなス

ケールでの交通になりません。インダストリ

アル・ビレッジは自分の会社のために住宅地

をつくるわけですから、工場に隣接していま

す。田園都市も、そうした意味で企業を呼ん

できて住宅地をつくることですから、生活が

田園都市のなかで完結し得るというかたちに

なるわけです。

　ですから、イギリスにおけるまちづくりの

伝統は、なるべく小さめなスケールで職住が

完結できれば、それにこしたことはないとい

う考え方になっているわけです。これをさか

のぼっていくと、田園都市の原型にはインダ

ストリアル・ビレッジがあり、さらにその原

型にはエステート・ビレッジがある。エステ

ート・ビレッジは地主貴族のまちですから、

基本的には中世の集落にたどりつくことにな

るのです。

　中世のスケールのまちづくりというのが、

イギリスでは非常に根強く理想として残って

いたのではないかと思います。近代のまちづ

くりが理想としたひとつが、中世的なもので

あると見ることができます。そこで、田園都

市とは少し違うまちのつくり方も、19世紀か

ら20世紀にかけて出てきます。それが、ガー



デンサバーブと呼ばれるものです。

　ガーデンサバーブというのは、「田園郊外住

宅地」と訳したりしますが、ガーデンシティ

が田園都市で職住近接しているまちだとする

と、ガーデンサバーブは、単純にいうと郊外

住宅地です。ベッドタウンというのもそれに

近いものです。つまり、ガーデンサバーブと

いうのは、住宅がもっぱらつくられる地域、

すなわち住宅地域で、それをできるだけ住み

やすくつくっていこうという試みだったと言

っていいのではないかと思います。

　この田園郊外住宅地の一番早い例としては、

ロンドンの西の方にベッドフォードパークと

いう住宅地があります。いまは地下鉄に乗っ

て行くとターナムグリーンという駅があり、

そのあたり一帯に広がっている住宅地がベッ

ドフォードパークです。

　ここがどのような住宅地なのかというと、

それまでのロンドンの住宅地というのは、

延々と建物がつながるテラスハウス形式が中

心になっていましたが、それに対して二軒で

一つになっている、あるいは、一戸建てもあ

るような、少しばらばらな、独立性の高い住

宅がまずつくられています。二軒で一戸は、

イギリス人は非常に好きで、ちょっと郊外に

出るといまでも左右対称で二軒で一つの建物

になっている住宅が延々とつながっています。

　もうひとつ、スタイルの上では、テラスハ

ウスは大体はレンガで、上に漆喰を塗って白

く仕上げるのが一般的なスタイルでした。そ

うでなければ、レンガが後側か一部だけ外へ

出ている場合でも、焦げ茶色か黄土色のレン

ガがよく使われます。これは18世紀に開発さ

れたものが多いのですが、18世紀のイギリス

はジョージ四世の時代でジョージアンと呼ん

でいますが、白いテラスハウス、あるいは焦

げ茶もしくは黄土色のレンガのテラスハウス

というのが、大体ジョージアン・スタイルの

住宅だということになっています。

　それに対して、このベッドフォードパーク

では赤レンガをかなり使っています。ですか

ら同時代には、ベッドフォードパークは新し

くできたまちで、茄でたエビのようだという

悪口が言われたりしていましたが、赤レンガ

がここのひとつの特微になっています。われ

われはよく明治の洋館のことを「赤レンガの

洋館」といいますが、19世紀のイギリスの建

築に非常によく使われるもので、19世紀のイ

ギリスはビクトリア女王の時代なのでビクト

ジョージアンテラスハウス。ロンドン、アレグザンダー通り

リチャード・ノーマン・ショウ設計タバード・イン。ロン

ドン、ベッドフォードパーク

リアンと呼んでいますが、このビクトリアン

の住宅地がベッドフォードパークであると考

えていいのではないかと思います。

　このようなガーデンサバーブができてくる

ことによって、都市は周辺に多くの人口を張

り付けることになっていきます。都市が、住

宅地を中心にしながらどんどん膨脹していく

時代がはじまっていくわけです。

　ベッドフォードパークのあと、20世紀にな

ってからつくられた有名なガーデンサバーブ

は、ハムステッド・ガーデンサバーブ、これ

はロンドンの北の方の郊外住宅地です。ここ

も道路をわざと湾曲させたりして、緑と変化

に富んだ住宅地になっています。現在でもハ

ムステッド・ガーデンサバーブはたいへんき

れいな住宅地として知られていて、日本人で

ロンドンに駐在している方の家族は、このあ

たりに密集しているという説がありますが、

日本人好みのたいへんきれいな、緑豊かな田

園郊外住宅地です。

薄

　このようなイギリスの住宅地の開発なりタ

イプを見てくると、日本も同様な考え方を取
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り入れて近代化に対処しながら、住宅地開発

を続けてきたように見えてきます。しかし、

実際の日本の住宅地のつくり方、あるいはそ

の形態は、先進国のモデルを勉強しながら取

り入れていったというほど単純ではないよう

な気がしてきます。

　ひとつは、先ほどの田園都市という考え方

は非常に早い時期に、内務省の有志が翻訳を

して日本に紹介しています。その意味では、

日本の官僚たちは、世界のいろいろな都市の

動向について、たいへん感度のよいアンテナ

を張りめぐらせていたことがわかるのですが、

ただ、彼らは、田園都市といってみたり、花

園農村と呼んでみたりして、本来の意味の田

園都市というよりも、農村的性格の住宅、ま

ちが重要と理解したふしがあります。つまり、

近代化を進めていくと都市は無産階級が集ま

ってアナーキーになり、政治的に危険な場所

になりがちであるという視点が内務省的な発

想のなかにあったのではないかと思われます。

　また、一種の農本主義的な国土安定の発想

に引き寄せながら、田園都市を解釈していた

ふしが、どことなく見られます。同時に日本

では、どうもガーデンシティ的な職住を一体

にするという考え方は、一貫してとっていま

せん。ガーデンサバーブ的な住宅地の形成と

いうことに意を注いだのではないでしょうか。

ですから、仕事場というのは都心にあり、通

勤を前提とした住宅地供給、まちなみづくり

を行なってきたように思われます。これはど

うやら、小さな企業があり、住宅があるとい

う分散型のまちづくりをねらう発想は、意識

的に切り捨てていたのではないかというよう

な感じがします。

　では、そういうなかで、日本のまちづくり、

住宅地開発は、どのような形態をもってなさ

れてきたのでしょうか。

　日本にとっての近代のはじまりは、明治維

新以降のことです。日本が鎖国を解くのが

1854年ですが、1868年に明治維新が起こり

ます。明治維新は、フランス革命のような革

命ではありませんから、天皇親政になる維新

で、身分上で全員が平等になるという変化は

ありませんでした。ただし、武士階級にとっ

ては非常に大きな変化が起きます。明治4年

差廃藩置県があって、最終的に大名の持って

いた藩もなくして県にするわけですが、大政

奉還によって徳川幕府が70万石の大名として

静岡に移された後の江戸は、一番大きな変化

まちなみ大学［第3期講義録1

を被ることになるわけです。

　それはどういうことかというと、都市を全

体的に占拠していた幕府が抜けてしまい、空

き家や空き地だらけになってしまいます。そ

れを江戸に入ってきた明治政府の役人たちが

占拠していくかたちで、近代を迎えることに

なるのです。同じように京都も、いろいろな

藩が京都屋敷を構えていましたが、取り上げ

られてしまいます。これを「上地（じょうち）」

と言いますが、土地の没収です。ですから、

名目上、維新政府は非常に多くの土地を手に

入れますが、とても使い切れるものではなく、

都市の変革が起きるのです。

　江戸は、土地が大きく三種類に分かれてい

ました。ひとつは、侍たちが住んでいた武家

地、そして神社や仏閣が使っている寺社地、

そして残りが町人たちが住んでいた町人地で

す。その割合は、6割強が武家地、2割弱が寺

社、そして同じように2割弱が町人地だった

といわれています。

　当時の江戸は、山手線よりもう少し内側の

範囲ですが、よく大江戸八百八町といって町

人が闊歩していたような江戸時代のイメージ

がありますが、2割弱ぐらいしか町人の住め

るまちはなかったのです。これら武家地、寺

社地、町人地の区別はいまで言うところの住

宅地域、工業地域のようなものではなく、全

然支配関係も違っていました。江戸の南町奉

行や北町奉行が交替で支配をしているのは、

町人地だけです。神社仏閣は寺社奉行がいて、

別の管理になっています。そして武家地は、

奉行ではなくて目付が支配していました。

　ですから時代劇などでよく、悪い坊主がお

寺の境内で博打をやらせたりしていますが、

あれは意味があることで、まちなかは町奉行

が追いかけてきますが、お寺の境内は町奉行

の支配が及ばない寺社奉行の世界ですから、

そう機動力がなかったのです。鼠小僧のよう

な泥々が、大きな町人の家に押し入って物を

盗んで逃げて、捕り方が追いかけたりします

が、その泥棒が武家屋敷なり大名屋敷の塀を

乗り越えてその中に逃げ込んだりすると、追

手は中へは踏み込めず、その主人に掛け合っ

て引き渡してもらうしがなかったわけです。

　ちょうど、外国の大使館に逃げ込めば亡命

になるのに近い話で、つまり、日本中そうで

したが、武家地と町人地と寺社地、あとそれ

以外は田畑になって年貢を納める土地に種類

が分かれていて、それぞれが税金の体系も違



えば、刑事事件の捜査、管理も違う体系にな

っていたのです。別の国だったと考えてもい

いぐらいに分かれていたのです。その6割強

の武家地が空っぽになるのが明治維新だった

と考えていいでしょう。

　旗本の類は、実際には屋敷一つだけは持っ

ていいことになりますが、かなり上地されま

す。上地とは、政府による土地の没収と考え

てよいものです。

　寺社についても、境内のうち一・部を貸家に

したりいろいろなことをやっているところは

かなり上地されてしまいます。けれども、明

治維新は、共産主義革命でも社会主義革命で

もないので、町人の土地を明治政府が没収す

ることはありませんでした。町人地としての

町人のまちは変化はないという不思議な経緯

をたどって明治維新を迎えていくのです。

　ですから、日本の近代は、どのように土地

を再配分するのか、というなかで起きてきた

と考えられます。江戸や京都はがらがらにな

りますが、たとえば東北のほうは、かなりの

大名が官軍に楯突いて戦いましたから、城明

け渡しを強いられ、ほかの小さい藩に移され

ます。たとえば盛岡藩は白石という小さい城

下町へ移るように命令される。白石藩のほう

は北海道の開拓へ行かされ、玉突式に動かさ

れていきます。そうすると、盛岡は江戸と同

じようにがらんどうになりますが、白石は小

さい藩だったところに十倍ぐらいの石高の藩

が移住させられるわけですから、そこはたい

へんな騒ぎになります。幕府が移った駿府や

沼津も、超過密状態になってしまいます。

　結局は、明治もしばらくすると、その超過

密のところへやられていた人たちも江戸へ戻

って来たり、明治政府に仕え直して移り住ん

で来ますが、超過密とがらんどうのなかで、

近代が迎えられるということになるのです。

　そうなると、江戸改め東京は大体どういう

感じだったのかというと、明治10年ごろまで

は、まだがらんどうの状態が続いていました。

明治10年の西南戦争後、有名な松方デフレ政

策があって、戦争の後の財政を超緊縮財政で

立て直します。それが終わるあたり、明治中

期以降になって、土地のあり方はどうやら落

ち着いてくることになるようです。ですから

その間に、目端の利く人はいろいろなことを

やったようです。

　たとえば江戸ががらんどうになってしまっ

たので一番最初に明治政府の役人たちが考え

たのは、明らかに自分たちの器に合わせた発

想だと思うのですが、そこを畑にし． 謔､とい

う政策です。これが非常に有名な桑茶政策と

か桑茶令といわれるものです。武家地といっ

ても大体はお庭ですから、庭を掘り返して桑

の木と茶の木を植えなさい。これにはいろい

ろな意見があったようですが、本当は田んぼ

にすれば一番いいのですが、田んぼはなかな

か技能が必要で素人にはできません。桑とお

茶なら、両方とも輸出の品物でもあるので、

苗を貸し付けたり、開拓を申し出る者には土

地を斡旋することまで行ないます。

　しかし、これはすぐに撤回されます。これ

をやった大木喬任という知事は「一大失敗で

ござった」といってますが、もともとが地方

の武士が江戸に出てきて、その生活感覚で江

戸をつくろうとして生まれた政策ではないか

と思います。政治、商業の中心になるべき一

国の首都を、農業都市にしょうという発想自

体が、ちょっと変だったわけで、すぐにこれ

は撤回されます。

　この過程で面白いのは、がらんどうに近か

った武家地に開墾する願いを出せば土地の権

利が得られたので、資力のある町人たちが、

桑茶植え付けということで、武家地に対して

利用権、そして最終的には払い下げてもらう

権利を得ていった可能性が非常に強い点です。

ですから、一種の払い下げ政策の前提になっ

ていった感じがします。

　それからもうひとつの特徴として、桑畑茶

畑にするのではなく、明治政府の官員たちが

官舎として屋敷を与えてもらうというかたち

で配分を受けます。非常に大きな屋敷を取得

できたりした例も多く知られています。ただ

し、当時の大名屋敷とはいわないまでも、何

千石クラスの旗本屋敷でも、屋敷も庭も大き

いので、とても明治の中下級の官員たちには

住みこなせなかったらしいです。

　土方久元という後に宮内大臣も務める土佐

出身の人がいて彼の回想録が残っていますが、

彼は最初のころ東京市の判事という都の次長

か副知事ぐらいの役をしたときに、ほとんど

選り取り見取りで自分の屋敷を手に入れるこ

とができたと書いています。彼は、駿河台の

あたりにあった開明派旗本の小栗上野介の屋

敷が気に入ったので、それを手に入れます。

しかし、非常に大きい屋敷なので住みにくい。

隣にナンブ某という、同じような大尽の旗本

の屋敷が空き家のままなので余計怖いので知
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り合いをそこに住まわすのですが、飯炊き婆

さんと書生一人ぐらいで乗り込んできたので

はとても住みこなせないので、二人ぐらい斡

旋したがみんな怖くて逃げてしまったという

ことを書いています。

　なんで土方が小栗上野介の屋敷だけでなく、

隣の屋敷まで取ったかというと、両方の屋敷

に馬場があり、合わせると大きな馬場になり

そうなので隣の屋敷をまず取り上げて、自分

は馬場だけを使い、屋敷はだれかに住まわせ

ることを考えたようです。それから察するに、

江戸から東京に変わった直後は、選り取り見

取りで官員たちが武家屋敷を使いはじめたが、

とても使いこなせなかったぐらいの大きさだ

ったということがわかります。

　余談ですが、小栗上野介は自分の屋敷のな

かに、アメリカで見てきた石造りの蔵をつく

ったり、西洋造りの家を建てていたといわれ

ています。それを土方久元はなかなか大事に

して、やがて明治中期に巣鴨の近くに屋敷を

移すのですが、そこへ小栗の洋館を移築しま

す。そして彼の孫が土方与志という人物で、

大正時代の築地小劇場という新劇運動を起こ

す人物ですが、その最初の劇の練習を、祖父

のところの洋館の蔵の中でやったという話が

あって、江戸時代からの因縁というのは大正

デモクラシー的なところまで続いていたりし

ているのです。

　さて、このように、広大な武家地を桑茶政

策であるいは官員の官舎として再利用してい

こうとしますが、そうした過程で、明治政府

の役人や町人たちのうちで余裕のある人たち

が、土地を再配分しながら自分たちのものに

していったわけです。西南戦争が終わり、デ

フレが過ぎるころになるとほぽかたちが決ま

ってきます。そのときに、どのような、ある

いはどれほどの規模の土地所有者であるかに

よって、その後の東京のまちのあり方が、か

なり決まってきています。そしてそれは、大

袈裟に言えば、いまに尾を引いていくことに

なるのです。

　維新の動乱がどうやら収まってきた明治末、

東京の大地主ランキングが調べられており、

それの上位の人たちを見ると非常に面白いこ

とがわかってきます。

まちなみ大学［第3期コ講義録1

　大地主のベスト5は、ひとつが岩崎家の一

族、それから、ll家ある三井関係の一族。三

番目に入っているのが峰島茂兵衛という方で、

この方は養子で峰島コウさんとキヨさんとい

うお母さんとお嬢さんが当主だったようです

が、峰島一族がいます。そして、あと、阿部

家という旧大名の名前が出てきます。それか

ら、渡辺治右衛門という名前が出てきます。

　三井、三菱はなんとなくわかります。阿部

家も大名ならそうかなというところがありま

すが、この内訳を見ると非常に面白いところ

があります。

　まず最初の岩崎一族は、ご承知の通り土佐

出身で、江戸時代には江戸のまちにはなんの

ゆかりもなく、明治政府とともに大きくなっ

た一族です。明治の末には、すでに丸の内の

一回目手に入れていたり、払い下げを受けて

います。それ以外にも、大きいところでは神

田三崎町にたいへん大きな土地を払い下げて

もらっています。それが主力の土地です。

　その後、当時の東京からいえば周辺になる

駒込のあたりを所有していきます。駒込に六

義園という、江戸時代には柳沢吉保の屋敷だ

った名園がありますが、これも一時期は岩崎

家が個人で持っていた庭です。

　ちなみに、丸の内のあたりは、いまでもあ

りますが、幕末には大名小路といって大名屋

敷が並んでいました。維新後、江戸城が皇居

になったので兵隊を置いていました。そこに

竹橋陣営というのがあったのですが、給料の

遅配などで兵隊が騒いで竹橋事件が起きます。

その後で明治政府は、皇居のすぐそばに兵隊

を置いておくのは善し悪しで、騒ぐとかえっ

て危ないので麻布のほうに移そうとします。

そのとき、資金源にするために丸の内一帯を

岩崎一族、三菱が払い下げを受けることにな

るわけです。ですから現在、防衛庁が六本木

にありますが、そこに移るのが丸の内に三菱

ケ原ができるのと連動した出来事ということ

になります。

　つまり三菱、岩崎一族は、丸の内、三崎町

というような非常に広大な土地を、基本的に

は払い下げによって手に入れて大地主になっ

たのです。

　それに対して三井の一族は、大地主ではあ

るのですが、形態が多少違います。三井は江

戸時代以来の商人の生き残りなので、江戸時

代からかなり土地を集積していた形跡があり

ます。もちろん京都にも土地を持っています



が、江戸のなかでも方々の町屋敷を手に入れ

ています。というのも、江戸時代にも商売を

するときには、その地元に町屋敷を持ってい

ることが商人としての信用と発言権に関係し

たところがあり、ですから方々に土地を持っ

ていました。

　それから、抵当流れで手に入れた土地もか

なりあります。これは明治以降も、土地を担

保にして金を貸し、それが流れてしまうと土

地が取得されていったようですから全体では

非常な大地主なのですが、土地の持ち方は三

菱と三井では対照的なところがあり、大きく

まとまって持っているのと細かくいっぱい持

っているという差になってきます。

　峰島一族というのは、幕末に質屋からはじ

まった商人で、一時は尾張屋銀行という銀行

もやりますが、基本的には質金融業からやが

ては地主業になっていきます。そして、西南

戦争以降のデフレ期に非常に多くの土地を集

積したといわれています。西南戦争直後に明

治政府のお金が信用をなくして額面割れもい

いところになってしまいますが、それを非常

な信念のもとに買い集め、やがて価格がだん

だん戻ってきたので、たいへん儲けたという

話が残っていますが、その利潤を土地投資に

振り向けたというのが峰島家のようです。で

すから、町場に売りに出ている土地をどんど

ん買っていくという買い方です。多く持って

いた地域は、下町方面が多く、浅草の鳥越の

あたりはほとんど、べた一面につながるぐら

い土地を持っていました。ただし、基本的に

それも、細かい敷地を無数に持っていたとい

う持ち方だったようです。

　峰島コウさんという方の話によると、土地

の出物があると現場も見ずに、「いくらなら買

っておき」という感じで、どんどん土地を買

い集めたといわれています。かなりあとにな

ってからは田無の方にも土地を買って住宅地

をつくったりします。戦後新宿に歌舞伎町が

できますが、あれは文化センターをつくって

文化的なまちをつくろうという区画整理事業

だったのですが、その区画整理組合の役員に

も峰島家の一族の名前は出ており、戦後まで

いろいろなかたちで土地経営に関係していた

一族でした。

　大名の阿部家は、本郷の西片町という現在

の東大本郷のキャンパスの斜向かい側に元の

上屋敷をまるまる持っていました。大きくひ

とまとまりの土地を持っているタイプですが、

ランキングがもう少し下がってくるとそのよ

うなタイプの旧大名が数多く出てきます。

　最後の渡辺治右衛門という人は、やはり江

戸時代以来の商人で、海産物問屋などをやっ

ていたようで、アカシ屋という屋号の家だっ

たといわれています。小型の三井といっても

いいのかもしれません。ただ、日暮里、谷中

にかなりまとまった土地を持っており、少し

前までは、日暮里に渡辺町というまちがあっ

て、それに名を残している人です。また、

1930年代の昭和恐慌の発端となった取り付け

騒ぎが起きたのが、この渡辺治右衛門がオー

ナーだった渡辺銀行です。

翻

　大地主というのは、後にいろいろなドラマ

を経ていきますが、このような人たちが屈指

の大地主になったのが明治末でした。さらに、

これをタイプ分けしてみると大きく二つに分

けられます。

　ひとつは、阿部家や岩崎一族、渡辺治右衛

門もそうですが、大きくつながったひとまと

まりの土地を持っていて大地主になるという

タイプです。これを私は「集中型の大土地所

有者」と考えています。それに対して、三井

一族や峰島一族のように細かい土地をばらば

ら持っているタイプを「集積型の大土地所有

者」と考えています。

　この集中型の大土地所有者と集積型の大土

地所有者は、土地の使い方や土地経営の仕方

に対照的な差が出てくるように思えます。集

中型の大土地所有者は、いわゆるまちづくり

を行ないます。住宅地ではありませんが、丸

の内が「一丁ロンドン」といわれるようなオ

フィス街になっていったのは、土地がまとま

っていたからこそできることでした。壊され

ましたが丸ビルの裏側の皇居側の通りは中通

りと呼んでいますが、戦後しばらくまでは公

道ではなく三菱地所が持っている私道だった

のです。要するに全部三菱村なので、自分で

区画整理をしてまちをつくれたのです。

　同じように、岩崎一族は神田三崎町にもま

ちづくりをしています。これは、割にまちな

かに近いので中程度の住宅地にしょうと、レ

ンガ造の住宅を並べたまちをつくったと言わ

れています。現在でも、水道橋から飯田橋に

かけて皇居側の地図を見ると、区画があると
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本郷区駒込西片町の様子（昭和16年）

ころに45度の道が走っているのが確かめられ

ます。あれはその当時の神田三崎町に計画し

たまちづくりの痕跡です。いまではほとんど

中小のオフィスビルになっていますが、そう

したまちづくりをしたのです。

　阿部家の場合は西片町を住宅地として開発

します。ここは、本郷の東大が近いので学者

が多く住むまちになり、現在でも住宅地全体

の真ん中あたりに阿部公園という小さな公園

があります。それから、幼稚園や町内会の会

館をつくるようなこともやっています。

　計画的につくられた住宅地では、日本の場

合、公園が一応取られています。それから町

会の施設、幼稚園あるいは私立の小中学校の

場合もありますが、学校が誘致されます。そ

のようなセットができると、理想主義的な住

宅地がつくられた感じがするわけですが、西

方町ではそのようなまちづくりが行なわれま

した。

　渡辺治右衛門が日暮里につくった渡辺町も

かなりインテリが住んだことで有名ですし、

幼稚園もつくっています。そのようにある程

度理想的なまちづくりができるのが、この集

中型の大土地所有者の土地経営の醍醐味とい

うことになるわけです。

　それに対して集積型の大土地所有者はどの

ような土地経営をしているかというと、これ

まちなみ大学［第3期コ講義録1

本郷西片町の小出邸

は三井も峰島も、それから他の例もそうです

が、基本的には地貸しをやっています。要す

るに、土地を貸すわけです。その借地の上に

人は家を建てて住んでいるのです。戦前は、

持ち家でも土地は借りている人が非常に多か

ったのですが、それはこのような地主が大勢

いたからです。それから土地の値段が、そう

急激には上がらなかったので、土地を買って

しまうのはつまらないという判断がむしろ戦

前は多かったのです。地主さんとしては、土

地を貸して、そこから地代を徴収する。地代

を徴収する差配のような人を何人も雇ってい

て、それが地代を集めていたのです。

　それ以外の土地所有者はどういう人たちか

というと、そのようなベスト10に入るような

大地主ではなくとも、地主さんは何人もいて

貸家経営をしています。つまり、長屋であれ、

貸家普請の独立住宅であれ、そういうものを

建てて家賃を取るというやり方です。1，000

坪ほどの土地を持っていたり、門戸所かに分

かれてそういう土地を持っている人たちは、

貸家経営をやっていたのです。

　むろん、土地を貸すより貸家経営の方が利

回りはいいのですが、集積型の大土地所有者

はどうして地貸しをして地代だけしか取らな

いのか聞いたことがありますが、とても貸家

経営はできないというのが、そのときの答え

でした。つまり2、3カ所しか土地を持ってい

なければ十分貸家経営はできるが、何十カ所、

何百カ所になってしまうととても目が回らな

い。貸家の最大の弱点は、夜逃げなのです。

地貸しなら夜逃げをされても家まで担いで逃

げることはできないから、家を押さえられる。

だから、率は悪いがある程度の規模を超える

と、貸家経営は難しかったといわれています。

　それから、地代もそうですが、家賃も徴収

する差配といわれる人たちがだいたいくすね

ていました。今月はだめだったというと、2、

3カ月はどうやってもばれません。だから家



賃を集める人がドロンする危険もあり、なに

か世の中あまり信用できなくなってくるので

すが、持てる者の悩みというのはどうもそう

いうところにあるらしく、率は悪くてもなる

べく固定したところで経営せざるを得ないと

ころがあったのです。

　ですから明瞭に分かれてきて、大きな土地

がある場合はまちづくりが行なわれ、集積型

の大土地所有者の場合は地貸しになる。そし

て、小規模な土地所有者は家貸しになるわけ

です。

　これを考えると、じつは江戸時代の町人地

のあり方にも思いが至ります。これについて

は、都市史の玉井哲雄さんが昔、「表地借り・

裏店借り」という言い方をしたことがありま

す。表地借りというのは、表通りに面してい

るところは地借りの商人、要するに土地を借

りて、そこに自分で家を建てて商いをする商

人たちがいます。江戸時代にも実質上土地は

売買されていますが、本当の意味での私有権

はなかったので地借りといっても結局土地を

専有して家を自分で建てます。裏店借りとい

うのは、いわゆる裏長屋がつき、そこには店

借りの店子たちが住んでいるという形式です。

　江戸時代には町役というまちの負担金はあ

るわけですが、店子たちにはそんなものを払

う義務はありません。そのかわりまちの寄り

合いなり決めごとに参加する権利もありませ

ん。だから江戸時代の店子は、選挙権とかそ

ういう一切はないけれど、無税だという非常

に気楽な暮らしだったわけで、落語に出てく

る裏長屋の八つあんや熊さんはそういう世界

の住人だったのです。表地借り・裏店借り的

な、ある意味では江戸的構造が、明治以降の

東京のなかに拡散的に拡大していったと考え

ることができるのではないかと思うわけです。

このような構造が、基本的には戦前の東京の

中心部を構成していました。

　小地主には、もちろん商人もいれば、明治

時代の役人あがりの地主もかなりいます。明

治政府の中枢にいた人たちは、かなりが都市

地主化しているのではないかという気がして

います。たとえば名前は挙げませんが、鳥居

坂のあたりにいま非常に高級なマンションが

建設中ですが、その持ち主は明治政府の技術

官僚として非常に有名だった家の方です。明

治以来ずっとあそこに住み続けて、いま新し

い土地活用をしておられます。その一家は、

別の所にも大きな土地を持っていたようです

が、このような例は他でもときどき見ること

ができます。そういうかたちで東京の旧市内

は再配分されていくのです。

　江戸から東京へと移ったときに、江戸城が

皇居、紀州屋敷が赤坂離宮、それから前田藩

の屋敷が東大に、尾張藩の屋敷が市ヶ谷の士

官学校になったというように、江戸の大きな

土地が読み替えられて、東京になっていった

というように話がなされますが、あれは大大

名の土地を国家施設に転用したもので、いわ

ぼまち全体のなかに浮かぶ大きな島のような

もので、その周囲を埋めている土地は、商売

で頑張ったとか、役人でなんとかしたという

ような人たちがさまざまな規模で手に入れて、

地貸しをしたり店貸しをしながら開発して埋

めていったと考えられます。

　明治の末ころから、東京は徐々に外側、と

くに西南の方向に延びていきます。江戸時代

と明治以降の住居観で大きな差があるのは、

下町の人気が長期低落していくということだ

と思います。江戸時代には深川あたりは掘割

が多く潮入の庭園が好まれて風情のある地帯

になっていました。しかし明治以降、非常に

よく出てくる言葉に、「高燥の地」があります。

高くて乾燥している所が健康にいいというこ

とが、盛んに言われます。これはお雇い外国

人だったベルッや医者が勧めたところがら広

がったようですが、下町よりは台地、台地よ

りは西郊の方へという住居観が出てくること

とつながりがあると思います。そうしたかた

ちで、新しい市街地が拡大していきます。

　ひとつは、耕地整理組合による住宅地化が

あります。農地山林の宅地化ですが、いわゆ

る区画整理組合ができる前で、農地の耕地整

理組合をつくり、それによって住宅地になり

得るようなロットにまちを分けていきます。

農地ですが、それを宅地化可能にしていくと

いうものです。大きい耕地整理組合としては、

井荻の耕地整理組合が中央線沿線にありまし

た。それから玉川田園耕地整理組合というも

のができて、これは世田谷のあたりを大きく

変えていくことになります。ただし、この耕

地整理組合でできる宅地化は公共的なスペー

スが少ないということが言えます。

　西方町や渡辺町では理想を持って公園や幼
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稚園、学校などが計画されましたが、耕地整

理組合では、できるだけそれぞれの土地の目

減りや減歩が少ないようにするため、学校用

地や公園用地、道路幅員も最小限というよう

なところに決まりかねないところがあります。

耕地整理組合によって非常に大きな面積が宅

地化されますが、そこでできる宅地は最小限

の要求を満たした宅地化になりがちなのです。

　それ以外は、土地会社あるいは鉄道会社に

よる土地の取得や開発ですが、これには箱根

土地株式会社や東急などが沿線開発を試みる

というようなことがなされていくわけです。

　そのようなかで、もちろん個人で土地の取

得をしながら、地価の上昇と宅地化をにらん

でいた人もいなかったわけではありません。

そのような人の例として本多静六という東京

帝大の林学者がいます。日比谷公園の設計に

も関係をしていた林学の大家ですが、彼は蓄

財の大家でもあって、自慢話を書いているの

ですが、それによると明治末から大正にかけ

て自分は東京郊外の南向きの山林を片端から

買ったというのです。山林学者ですから、土

地を見たり山を見たりするのが専門なのです

が、これからは東京は西のほうに広がってい

くので、南向きの山林になっているような斜

面、なぜなら斜面だと大体帳簿の面積より底

面積のほうが多いので得であるというような

法則を立てて盛んに買ったようです。当時の

西の郊外というのはまだ目黒あたりだったよ

うですが、実際にどの辺だったのか、その後

どうなったのか知りませんが、たぶんそれで

また儲けたようで、このようなことをやる人

も現われてきます。

　そうして、都市が広がっていくとともに江

戸的な構造の地貸し・店貸しという対比は、

だんだん薄まってくるわけですが、拡大しな

がら徐々に薄まって、さらに拡大していくよ

うに東京の住宅は広がっていったと思われま

す。こう考えると、区画整理組合をつくった

りするのではなく、集中型の大土地所有者が

現われて、一人だけでまちづくりをする方が

理想的なまちが生み出されると思われるかも

しれません。貸家経営をされている土地は、

権利が重なっており、ある場合には地主がい

て、家主がいて、店子がいるようなこともあ

るわけで、一般的には、土地が細かく分かれ

ていて権利が錯綜しているとまちはなかなか

動かない。悪い意味でもいい意味でも。

　そうした所は、小さなごたごたした住宅地

まちなみ大学［第3期］講義録1

だと思われるかもしれませんが、まちが安定

しているケースも多いのです。権利関係が明

快だと、あっという間に効率のよい開発が進

んでしまうという可能性もあります。ですか

ら、ある意味では私は、人間が住むところは、

いろいろな権利が錯綜していたほうが、安定

していられるのではないかと思っています。

　関西の住宅地についてもちょっと触れてお

きましょう。

　よく京阪神という言い方がされますが、京

都・大阪・神戸のあたりですが、たいへん見

事な住宅地が特に阪神地域に広がっており、

今度の地震で被害を受けたところも多いです

が、非常に豪壮な邸宅が並んでいる地域があ

ることで知られています。それを考えていく

ときに、私は明治から大正にかけて阪神間の

まちにとってターニングポイントがあったよ

うな気がして仕方がありませんでした。

　それは何かというと、明治時代に内国勧業

博覧会というのが開かれます。勧業博覧会と

いうのはいまでいう見本市や産業フェアみた

いなものですが、明治10年の1回目から3回

目までは東京の上野公園で開催され、明治28

年の第4回になって京都のいまの岡崎公園、

そして明治36年の5回目がいよいよ大阪で開

催ということになり、大阪ではいわゆる産業

フェアより、もう少しエンターテイメントが

強くなってきて、「新世界」と呼ばれるテーマ

パークをつくります。

　これがいま通天閣が立っているあたりで、

新世界と呼ばれている場所になっていますが、

すぐ線路を越えると昔釜ケ崎といった愛隣地

区があり、なかなか難しい場所のようですが、

すぐ脇に天王寺公園があり、美術館が建って

いたりします。

阪神間、御影の小住宅



　じつは、天王寺公園と美術館の場所は、住

友家の本邸があったところなのです。住友家

は江戸時代からの豪商で、鰻谷というところ

に屋敷を構えていたのですが、明治になって

から天王寺の茶臼山というところにたいへん

豪壮な屋敷を構えます。そして、その当時た

いへん有名だった庭師の小川治兵衛一彼は

山県有朋に気に入られて山県邸の庭をつくり、

その後、平安神宮や円山公園の庭の修理を手

がけた人ですが　　に命じてたいへん豪壮な

庭園もつくります。ところが、その邸宅がで

きてすぐに勧業博が大阪に来る、それから周

辺が盛り場としてにぎやかになってくる、時

代は景気が悪くなってくる、そうすると、す

ぐそばに非常に大きな住友の本邸が構えてい

るのは世間を刺激すると住友では考えたよう

で、建てて数年も経たないうちに邸宅は解体

して阪神地区の住吉に移し、庭と土地は大阪

市に寄付してしまいます。大阪ではその寄付

を受けて、そこに美術館をつくり、庭の一部

を慶沢園として非常に見事な日本庭園は残さ

れています。

　けれども、どうもそれがひとつのきっかけ

となり、住友は、大阪を見捨てたのではない

かという感じがします。仕事は大阪だが、住

むのは阪神地区というパターンが、そこで出

来上がってしまったように思います。むろん

阪急電鉄による神戸付近の開発はそれ以前か

らはじまっていますが、大阪がビジネス、そ

して神戸に至る御影、住吉が邸宅地域という

見事な棲み分け形式が、京阪神では起きてい

るような気がします。

　これについては、1、2年前に阪神間の住宅

地の展覧会が兵庫県立美術館であり、非常に

すぐれた近代の住宅地がここに生み出された

と書いたカタログもつくられましたが、それ

に対しては、たいへんなお屋敷が並んでいる

が、それはある意味できれいに場所を棲み分

けてしまった結果であって、そうした阪神の

住宅地が理想の住宅地だと持ち上げて考える

のはおかしいのではないかという批判もあり

ました。

　私自身も、京阪神は非常に大きなエリアで、

京都の伝統、大阪の商業、そして神戸のハイ

カラな文化というように見事な個性が出てい

るように思いますが、でもそれもじつは善し

悪しで、本当はどこにでも人間は住めなけれ

ばいけないのではないかという気もします。

　その意味で、やはり東京はずるずると江戸

的構造が拡大していった部分もあるし、それ

が薄まりながらさらに広がっていった部分も

あるが、それらの持っている歴史的な背景と、

安定性はどうしょうもないと思うしかないの

ですが、そうしたものを見ておく必要がある

し、その意味をもう少し積極的に考えてもい

いのではないかという気がしています。

　最後に少しだけ戦後のことを言っておくと、

戦後になって日本では新都市建設法というも

のができて、千里、高蔵寺、多摩というニュ

ータウンが、大阪圏、中京圏、東京圏につく

られていきます。これはイギリスでも、ニュ

ータウン法が戦後すぐにつくられ、ニュータ

ウンがいくつもつくられていくのと、ちょう

ど似ているような気がします。

　けれども、イギリスにおけるニュータウン

法は、やはりガーデンシティを下敷きにした

部分があって、企業の誘致と住宅地の開発を

ワンセットで行なわれてきました。それに対

して日本の千里、高蔵寺、多摩は、最近でこ

そ徐々に業務地区が出てきていますが、基本

的性格としては、ニュータウンとはいいなが

らベッドタウンであって、大阪、名古屋、東

京への通勤の交通網に依拠した住宅地づくり

であったような気がします。そのことでも、

日本の大きな政策、それから小さなレベルで

の土地経営の仕方は、イギリスと似ているよ

うで、似ていないという感じがします。

　いま、東京がどうなっているのか、あるい

は日本の住宅地がどうなっているのか、それ

を次の時代にどのよう伝えていったらいいの

かということは、私よりもむしろ皆さん方の

ほうがご専門でいらっしゃると思うので、是

非よいまちをつくるようにお願いして終わり

にします。

【質疑応答】

　　ひとつは、近代以降のイギリスでは郊外

型の住宅で二戸一がけっこう人気があるとい

うお話でしたが、その点についてもう少しお

伺いしたい。

　それからもうひとつ、日光の江戸村などで

江戸の裏長屋のモデルを見て、その狭さに驚

きましたが、武家のほうの、たとえば藩の中

堅家臣さんたちの屋敷は大体どれぐらいの広
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さだったのでしょうか。

鈴木　まず最初のほうからいきますと、二戸

一のセミデタッチドハウスがイギリスの郊外

の標準型の住居になっていることについて、

なんでかはじつはイギリス人もよくわからな

いようですが、単純に考えれば壁一枚得をす

るわけです。テラスハウスのような連続では

ないが、意識としてはほとんど独立住宅とし

て住めるので、だからその辺がイギリス人の

ケチくささと合理主義の微妙なバランスなの

かなという気がします。大体は左右対称で真

ん中で半分に分かれていますが、メンテナン

スは自分のところでやるから、よく右半分は

塗直したばかりなのに左半分はいいかげんだ

ったり、庭の手入れが明らかに違ったりしま

すが、なぜ二戸一なのかはあまりょくわかり

ません。

　それから江戸の住居のことですが、九尺二

間の裏長屋で前土間があるという感じは、ひ

とつにはきちんとした家族構成が江戸には意

外に少なかったということに繋がると思いま

す。要するに、出稼ぎが多く、いまの東京も

ワンルームマンションが多いですが、不完全

家族に近い、たまたま奥さんがいるかもしれ

ないが、なんかはっきりしないような家族構

成だったので無理して住んでいたのではない

かと思います。

　明治初年ですが、いまの松坂屋デパートの

番頭さんだった人の回想記を読んだら、丁稚

の時代は雑魚寝に近い状態で店の上と裏に住

んでいて、番頭クラスになってから家族を持

って家から通えるようになったそうですが、

その意味で階層差はあったのではないでしょ

うか。いま風に言えば、核家族を形成して子

供が何人かいるような家族構成で仕事をする

というのは、功あり名を遂げたとは言いませ

んが、かなり安定しないとできなかったと思

います。

　武士の場合は、石高とその屋敷規模にはか

なり厳密な序列があったようです。武家屋敷

の周囲に門長屋があったりして中間・小者の

類が住むわけですが、そこはやはりすし詰め

に近いもので、奥に母屋があるという形式だ

ったと思います。

　長屋にはいろいろな説があり、裏につくっ

た裏長屋だという説がひとつあるのですが、

じつは武家屋敷などでは築地塀だけで周りを

囲っておくと不用心であるので、塀代わりに
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敷地の境界にびしつと家を建てたり、まちら

しいかたちで区切る必要があって、長屋のよ

うなものを境界沿いに建てることもあったの

ではないかと言っている人もいます。

　　最後の方でおっしゃった権利が錯綜して

いたほうがまちは安定するということについ

て、もう少しご説明いただけませんか。

鈴木　たとえば鉄道会社による沿線開発とか、

土地会社による計画的な土地取得に基づいた

まちづくりなど、周辺部に集中型大土地所有

者がいれば、理想的なまちがもう少しできた

だろうとは思います。成城学園、桜新町、大

泉学園、国立、常盤台など戦前の名前が残っ

ているような住宅地開発は、そうした郊外地

域における集中型大土地所有のうえに立った

まちづくりだったので、確かにもう少しそう

いうものが計画的に多く生まれてくれば、も

っといいまちがつながっていっただろうとい

う気がします。

　権利が錯綜していた方がまちが安定すると

いうのは、むしろ旧都心とか、下町的なとこ

ろのことを念頭に置いて言ったのですが、ま

ちが全面的に再開発されるというのは、私に

はあまり好ましいこととは思えません。連続

的に変わるべきであって、次々にスーパーブ

ロックのようなかたちでワンブロック全体が

高層の住宅とオフィス棟と何々棟に変えられ

ていってしまうのが好ましいとは思っていな

いのです。非常に小さいスケールの木造の2、

3階の町家がペンシルビルに建て替わるのは、

都市の混乱を助長しているようにも見えるの

ですが、そのほうが住民なり、地場産業、商

業なりの安定性が守られるのではないか。一

挙に変えれば住みよくなるというが、住んで

いる人もそこで行なわれている商売も、総取

っ替えになってしまいはしないだろうかとい

う不安がひとつあるのです。

　いまでも地上げの痕跡みたいなところが

方々にありますが、では少しだけ残ってしま

っているから全部いまから地上げし直して全

部変えてしまえばいいかというと、私はそう

は思わないし、本来あのように強引に、穴を

開けるみたいに地上げをしていったやり方に

まちを悪くしていった部分があるのではない

か。もう少し連続性と、そのなかでの更新と

いうことが考えられていいのではないだろう

か、という気がするということです。


