
45家とまちなみ 63〈2011.3〉

近代都市計画の誕生
都市計画というのは、さまざまな

時代、洋の東西を問わずありましたが、
とくに今、私たちが都市計画という
言葉を日常使うのは、その出発点は
モダンタウンプランニング（近代都市
計画）にあります。これは18世紀か
ら19世紀にかけて、イギリスを中心と
した産業革命によって引き起された、
人口が急速に増加する都市の状態に
対するさまざまな解決策の努力とい
うことで生まれてきたものです。
そこには２つ問題があります。都
市部分の中身がどんどん劣悪化して
いくこと、もう１つは周辺部が無秩序
に開発されていくこと。けっして良好
な状態ではなくて、郊外が乱開発さ
れていきます。この２つが都市計画
の大きなテーマになりました。
1842年に英国ではサニタリーレポ

ート（衛生報告書）として、チャドウ
ィックの『大英帝国における労働人口
集団の衛生状態に関する報告』が出
て来ます。これが数値的にも、調査
的にも非常に衝撃を与えるものでし
た。これを受けて、1848年に世界で
最初の「公衆衛生法（パブリックヘ
ルスアクト）」が成立します。ここで
は主に下水の話、そしてゴミの問題
が取り上げられます。しばらくたって、
1875年に公衆衛生法が改正されます
が、その内容は、下水設備、清掃、
健康への有害物質の除去、不衛生食
物、家屋の規制、とさつ場、簡易宿
泊所、地下室居住、道路と舗装の管理、
散歩・庭園、上水供給、遺体安置所、
そのほか個別的な、非常に広範にわた
るものがたくさん盛り込まれました。
また、この約70〜80年間の間に、
博愛主義的・人道主義的な、あるい

は労働者の生活環境を変えようとす
ることに目覚めた工場主たちによっ
て、理想的な工場村の実験的な試み
がいくつもなされます。その集大成
のようなかたちで20世紀の幕開けの
1898年、1902年にエベネザー・ハワ
ードが、それまでのアイデアをまとめ
たかたちで『ガーデンシティズ・オブ・
トゥモロー（明日の田園都市）』を提
案します。これは工業化された中で、
人間らしい集落のあり方、そして自然
との関わりを新しい工業というものと
結びつけていこうという、１つのモデ
ルづくりでした。
そして20世紀に入って、図１の真ん

中にある住宅・都市計画等法という法
律が成立するのですが、このときに、
適切な衛生状況、アメニティ、利便
性の確保を担うのが都市計画である
とその目的が明記されました。そして、
この法律の提案時に「この法案は個
人の健康、道徳、性格、全体的な社
会的環境等を改良させるための社会
的条件をつくり出すことを目的として
いるのだ」（注1）と語られています。さ
らに「健康な家庭、美しい住宅、快適
な環境、威厳のある都市、健康な郊
外地を創り出すことを目的としており、
かつ実現したいと考える」という主旨
を申して、この法律を成立させます。
日本の近代都市計画のはじまりは、
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図1  英国の近代の都市計画法の歩み
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明治21年（1888）の東京市区改正条
例になります。このとき東京府知事の
芳川顕正は道路、橋梁、河川という
インフラストラクチャーをきちっとや
ることによって、早く日本を近代国家
にしようとしました。日本では今日で
も都市計画というと、道路、鉄道、
橋梁をつくることと思われがちです
が、ここがスタートでした。一方、イ
ギリスでは1940年代に入るまで、都
市計画の主管は保健衛生省の大臣が
やっているのです。ここが大きな違
いですが、その思想の違いは考えて
みる必要があるところです。

日本の住宅
さて、次に日本の建築の話ですが、
建築家・吉田鉄郎は、1935年、ドイ
ツ語で『日本の住宅』を出版し、日
本の伝統的な住宅の優れた独自性を
述べています（図2）。彼によれば、庭
付戸建住宅が多数を占めていて、建
物と庭との関係に密接な関係が見え
るのが日本の伝統的な建築であり、
平面計画に融通性があって、内部の
空間の分割が容易で、逆にいくつか
の部屋を一体で利用することもでき
るとも述べています。このような考え
方は当時、ジャポニカブームの流れ
の中でヨーロッパに大きな衝撃を与
えたようです。

衛生上の観点からは、１階の床を
地面から離して設ける。今でいう「床
高45cm」。次に、雨や日差しから、戸、
窓、壁面を保護するため屋根はでき
るかぎり深く張り出す。３番目、通風
をよくするため、開口部を多くとり固
定壁を少なくする。４番目に強い日差
しを遮り、南面する居室に日陰をつく
るために南側には必ず縁側を設ける、
ことなどを説いています（注3）。
しかし、「自然に順応して、自然に
打ち勝つことをあらかじめ断念しよう
とする心性は、近代技術の進歩の遅
れの要因になっている」（注4）、今や「統
一された生活習慣を共有する民族の
姿はもはや存在しない。そして『生
活の器』としての住宅もまた統一さ
れた形式を失っている。一般的で、
普遍的といえるような住宅の形式を
現在の日本では見いだすことができ
ない」（注5）と指摘している。「日本の
住宅の課題は、西洋文化を受容する
ことで変化した生活様式に改めて適
応していかなければならないという点
にある」（注6）と彼はいいました。
実際、吉田鉄郎のいった「新しい
生活環境が」というのは、その後も
のすごいスピードで普及していって、
やがてアルミサッシなどが出てきて、
開口部がどんどん密封化される方向
へ流れていくわけです。

健康とは
さて、ここで今日のテーマである

「健康」ということについて、少し共
通の概念を持ちたいと思います。健
康という概念については、第二次世
界大戦直後の1948年、世界保健機関
（WHO）が「WHO憲章」をつくりま
した。その前文の中に健康の定義、「健
康とは身体的、精神的、社会的に完
全に良好な状態であり、単に疾病や
虚弱でないということではない」があ
ります。健康というのは病気か病気
でないかという二律対立的な議論で
はなくて、身体的、精神的、社会的
状況のウェルビーイング「いい状態」
でないと健康とはいえないのだとい
う、健康の概念を少し広げたわけで
す。これから約30年間、そして今日も
この定義はWHOで消えていません。
そして、さらに健康づくり（ヘルス

プロモーション）という点では、健康
づくりとは人々が自身の健康をコント
ロールして、自ら健康な状態を達成で
きるよう促すこと。ただし、個人の生
活改善に限定してとらえるのではなく、
社会環境の改善をも含むのだと。個人
の問題ではあるが同時に社会環境の改
善が必要なのだと、健康という言葉の
概念を広げました。
そして、後に健康都市プロジェク

トがスタートしました。先進国に向け
て特にこういうことが発信されたの
は、この間に医療の発達が非常に進
んできて、国によって健康格差が生
じてきたことに対する世界保健機関
としての立場だろうと思います。
その30年間ぐらいの間は、「健康」

とは一般的には疾病と対峙する概念
としてとらえられてきました。しかし
実際は、昨日と同じく絶対的な健康
で今日も生きている、ということは幻
想にすぎないのではないか。それから、
病気というのは人間の持っている自然

図2  日本の伝統的な住宅の優れた独自性（注2）
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治癒力が何らかの原因で著しく低下し
た状態をいうのであって、身体機能の
障害が起った状態をいうのではない。
現代の病気という概念は医学的見地か
らの基準にもとづき、基準に満たなけ
れば病気ではないと判断されるのです
が、必ずしも病気でないことがイコー
ル健康ということにはならない。しか
し、健康保険はこの概念で切ってきて
います。
次に、病気や障害を持っていても

元気で、社会に十分適応して良好な
生活をしていける人に対して、「あな
たは健康ではない」といえるのか。
フランスの細菌学者のルネ・デュボ
スという人が『健康という幻想』『人
間と適応』という著書で興味深い健
康観を提示しました。彼は、健康な
状態とか、病気の状態というのは環
境からの挑戦に適応しようとする、そ
の対処する努力に生物が成功したか、
失敗したかのことをいっているのだと
（注7）。人間が一番望む種類の健康と
いうのは、必ずしも身体的活力と健
康観にあふれた状態をいうのではな
く、そしてまたそれは長寿を与えるも
のでもない（注8）。
実際は、各人が自分のためにつく

った目標に到達するのに一番適した
状態であることを健康という。通常、
これらの目標は生物的必要と関係を
持たないばかりか、時には生物的有
用性に相反することもある（注9）。自
分の目標、理想のために身体をこわ
しても頑張ってしまうかもしれない、
十分な睡眠時間をとらないで身体を
こわすかもしれない、バランスを崩す
かもしれないがそこに活き活きと立ち
向かっているときは健康なのだ。これ
は後に大きな影響を与えました。
健康づくりとは環境への適応力づ

くりに他ならない（注10）。医療技術の
急速な進歩、慢性疾患の増加、人々

の生活に対する価値観の変化という
ような背景の中で、病気を持ちなが
らも生活している人々がいかに生活の
質を高め、自己実現していくかが大き
な課題となっているのです（注11）。
たとえば東京・世田谷区では「健康
づくり推進条例」をつくり、そこでも
1948年のWHO憲章の健康という概念
を広げています。なお、健康を支える
物的および社会的環境をつくり、向上
させ、そこに住む人々が相互に支えな
がら生活する機能をもっとも最大限化
することができるよう、地域の資源を
常に発達させること、そういう都市の
ことを「健康都市」と捉えて、千葉県
の市川市は健康都市連合の国際大会で
理事都市として疾病の急速な広がり、
気候変動、環境汚染、食品安全性に関
する危惧、犯罪、人間関係の希薄化、
急速な高齢化、紛争、自然災害等まで
も健康に対する脅威と数えて、これら
とどう立ち向かうかということが健康
確保ということに関係するんだという
ところまで話を広げていきました。そ
れほど環境というものを大きくとらえ
て健康を定義しています。

健康を支援する住宅とまちなみ
図３は「健康を支援する住宅とまち
なみ」を図式化したものですが、は
じめに生身の人間を置き、そのすぐ
外側のリングは衣服で、これが環境
の第一です。その外側に室内、屋内、
屋外の敷地内と徐々に広がっていっ
て、さらには宇宙でしょうか、「環境」
という言葉もモヤモヤのまま議論して
もかみ合いませんのでこのようにスケ
ールで図式化してみました。本日議
論しようとするのは、室内、家屋の
話と、相隣、街並み、街区、地区、
この辺のところまでが家並み、まちな
みの話になるのではないでしょうか。
健康を害するような要因を除去す

るというアクションが１つ、必要です。
これは近年騒がれたシックハウスの
対策です。これが起きてくるまで、じ
つは健康と住まいということについて
は、劣悪な狭小住宅、劣悪な建物で
ないかぎり、あまり議論にならなかっ
たのですが、一挙にこのシックハウ
スの問題が健康被害で出て来ました。
それに対して、健康を害する建材、
接着材等の使用を禁止する。それか
ら、24時間換気システムの設置を義
務づけました。この２つを2003年に
建築基準法の改正の中で強く訴えま
した。もちろん、住宅の品質確保の
促進等に関する法律、これも改正さ
れました。それからCASBEE（建築
物総合環境性能評価システム）の動
きがありますが、これは国土交通省
の主導の下に㈶建築環境・省エネル
ギー機構の中に設けられた委員会で
す。環境工学の方たちが中心になっ
て展開されている世界ですが、これ
が環境評価について大変多くの示唆
を出しました。そして、さらに私たち
生活者としては、カーテンとかジュウ
タン、家具調度品、防虫剤、芳香剤
等の使用も十分に注意しないと、自
ら健康に被害を与えるかもしれない。
次は除去するほうでなくて、より健
康である暮らしをサポートしていこう
という環境のつくり方です。まず建築
物は『生活の器』であるという、あ
の言葉に立ち戻って、適切な広さと
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天井高、そして採光、日照、通風云々
という要件をとらえる必要がある。そ
して、本来、住宅が設計のときに、
そして建設において求められる快適
性（安らぎ、感動、心地よさ、落ち
着く、明るい、そして冬温かく、夏
涼しい）の確保。そして、次に利便
性（生活のしやすさと便利さ）、それ
から保健性（身体によい、日当たりの
良さ、シックハウス症候群を起こさな
いような配慮）。それから安全性（壊
れない、燃えない、耐震、浸水、崖
崩れ等への対応）。経済性（イニシャ
ルコストとランニングコスト、ライフ
サイクルコスト）。このようなことを
本来住宅と称する器は用意すべきも
のですので、これらを手を抜くことな
く、設計においても施工においても十
分に確保するように努力をする。
そして、屋外の環境については、
幼児から高齢者に至るまですべての
人々の運動不足病回避に向けて、快
適性（新鮮な空気、心地よさ、安ら
ぎの享受が期待される美しい景観形
成、単調さの克服、家並み、樹木、
緑地）、保健性（手軽く・身近に散歩、
スポーツ、レクレーションを楽しむこ
とのできるような空間、施設）、安心・
安全性（交通空間の区分と共用、パ
ブリックとプライベートの空間区分、
夜間の状況への配慮、防災性）の確

保に努める。これらをより総合的に
完備することで、健康な環境の確保
に努めたい。
もう１つは、人間（主体）であると
ころの生物体としては、とにかく身体
を動かすということによる、環境に対
する肉体の丈夫さをいかに訓練する
か。こころの問題としても、江戸時
代のものとはちょっと違いますが、現
代の「養生訓」とは何であるか。要
するに自殺、その他云々含めて、こ
ころの病やストレスとどう関わってい
くか、どうやって気晴らしをはかるか。
こういうことを装置であるところの住
まい、まちなみというものにどう展開
していくか。そのような努力をしてい
くことが、さまざまな年齢の私たちに
とって、先ほど申し上げたような健康
という概念でとらえていったときに、
１つの住み方の空間を獲得できるの
ではないか。また、そういうことに努
力をしたいと、こういうことです。
私は長らく大学で教鞭をとってき

ましたが、また最後のほうでは大学
の経営にも関わってきました。17〜18
歳から22〜23歳の若者と長いこと付
き合いましたが、受験勉強が悪いの
か、何が悪いのか、原因はよくわかり
ませんが、大学院まで進んできても、
じつはかなりの人がこころの健康を
失うことがあるようです。これをどう

したらいいのか。
私たち、建築あるいはハードな都
市計画に関わる人間にとっては、医
学の進歩と医療技術の発展が私たち
に因果関係を示してくれることに大き
な期待を寄せると同時に、それを受
けて、全生活を受け入れるほうのハ
ード系の者としては、いささか、そう
痒の感はありますが、怠ることなくサ
ポートしていくというものにしたいと
思います。	 （文責編集部）
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