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藤谷陽悦

　住宅地計画の建設において労働者救済のた

めのユートピアンたちが果たした役割は少な

くない。

　世界で最初の計画的住宅地は西ドイツ南部

のアウグルブルグにおけるフィゲライ地区で

あったと言われている。この住宅地はアウグ

ルブルグ全体を支配していた富豪フゥが一家

が1519年に建設したもので、ある種の社会救

済の意味合いを持っており、住宅地の中央に

は救民のシンボルとして教会が置かれていた。

4っに区分されたゲートには静寂な住環境と

ゲートを囲むように二棟が配置されており、

これらの建物はデザイン的にも優れているの

で、今日の住宅地づくりにおいて通用すると

ころが少なくないと言われている。

　ちなみにこうした社会施設を伴った住宅地

計画は19世紀以降のイギリスで始まった。イ

ギリスは世界で最初に産業革命を経験した国

であり、そうした成功の裏には悲惨な労働者

階級の現実とそれに対する救済があった。ス

ラムという悲惨さを最初に経験したのもイギ

リスである。エンゲルスは当時の状況をこう

言っている。

　家には地下室から屋根のすぐ下まで人が住み、

家の外も内もきたなくて、とうていのこなかに人

が住めそうには見えない。それでもなお、これら

いっさいのことは、街路のあいだにはさまった狭

い囲い地にある住宅にくらべると、問題にならな

い。そこにはいるのには、家と家のあいだにかく

された道を通るが、そこの不潔なことと荒廃した

ありさまは、とうてい考えられないほどである。

　　完全な窓ガラスなどほとんど見あたらない

し、壁がくだけ、入口の戸柱や窓枠はこわれてが

たがたになり、ドアは古板をよせ集めてうちつけ

てあるか、あるいはまったくつけていない
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　それらの状況は目を被いたくなるばかりで

ある。彼らの貧困さが悲惨な生活環境を生み

出したのであり、イギリスでは労働者階級に

対して早くから対策を講じており、ひとつは

チャドウィックらによる「救民法」や「シャ

フッペリー法」などの法律面における改善、

もうひとつは貴族階級による慈善改良事業で

あった。

　アルバート公がロンドン博覧会で労働者の

ためのモデル住宅を出品したのはよく知られ

ている。彼らは産業が社会的な繁栄をもたら

す一方で、社会的な悪をつくり出すことを知

っており、その利益の見返りとして生活環境

の改善を考えたのであった。つまり社会改革

の意識に目覚めながら生活環境の改善を考え

たのであるが、こうした企業家たちの動きが

その後の田園都市運動の芽をつくったことは

難くない。1816年にはR・オーエンによって

理想的な労働者コロニーがオービツに建設さ

れている（図1）。この労働者住宅街は人口

12，000人の小さなコミュニティ単位を持つも

ので、住宅地の中央には広場と共同施設が置

かれており、その廻りを住宅地が取り囲む形

式を取っていた。コミュニティ施設は近代住

宅地にとって欠かすことのできない施設であ

るので、こうした社会福祉を伴う住宅地づく

りは近代以降の住まい方において大事な部分

であると言って良い。

　19世紀後半には良心的な工場主によって理

想的な労働者コロニーが次々と建設されてい
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図1オービツに建設されたロバート・オーエンによる労働

者コロニー（1817）
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る。1846年にアイルランドに計画されたペス

ブルックは2，500人労働者のための本格的な

労働者コロニーと言われている。その後もイ

ギリスのプラットフォード郊外では紡績工場

主によるサルテール（1852）、キャドパリー

一家がチョコレート工場で働く労働者のため

に建てたボーンビル（1879）は有名な話であ

る（図2）。

　ドイツではエッセンで計画されたクルップ

鉄工場で働く労働者のための居留地が知られ

ている。アルフレッドホフ地区では住宅地の

中央に広場を置き、格子状の街路構成で支え

ており、幾何学的なパターンで美学的要素を

持っている（図3）。

　こうした視覚による構成も労働者コロニー

に見られる大きな特色である。1888年にリバ

プール郊外に計画されたポートサンライトは

レーバー家による石鹸工場労働者のための居

留区である（図4）。ここは220haの面積で、

最終的に実現できたのは93haに過ぎなかっ

たが、それでも約900戸の住戸の中庭にはス

ーパー・ブロックが用意されている。ここに

は学校・病院・美術館・体育館・教会などの

公共施設のほかに、菜園などの充実した野外

施設を持っていた。また車両街路と回遊路に

分かれた二重の交通体系を持っており、ここ

は並木が植えられてピクチャレスクな趣を持

っていた。

　こうした街路の美観も労働者コロニーにお

ける大きな魅力である。これらの労働者コロ

ニーが日本の住宅地づくりにどのような影響

を与えたか、これからの課題としなければな

らない部分も多い。しかし、当時の企業家た

ちは少なくとも欧米の労働者コロニーの存在

を知っており、それらの内容を意識しながら

日本の産業ユートピアについて語ってみたい。
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　イギリスの産業革命は1770年代のランカ

シャー地方に起こった紡績業に始まる。日本

での紡績業はそれから遅れて100年後、薩摩

藩が慶応三年（1867）に鹿児島延応ヶ浜に洋

式工場を建設したのが始まりである。

　島津家はこの時に英国プラット社から「His

Highness　The　Prince　of　Satsuma　Japan」

と記した紡績工場の設計図を取り寄せて工場

の建設に当たっており、当時から平均約48貫

の綿糸の製造を行なっていた。日本の産業ユ
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図2キャドパリー家がチョコレート工場で働く労働者のために建設したボーンビル（1879）
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ートピアはここから始まるのである。当時の

紡績機械は水車を利用したもので、島津斎彬

は安政年間に鹿児島県宮尾崎に水力を動力と

する「水車館」を建設し、そこに2台の紡績機

械を取り付けて紡績業を始めていた。この斎

彬の意志を受け継いで建設されたのが磯ヶ兵

における最初の洋式紡績工場であった。ここ

では建物に鉄骨石造を用いている。建物は石

造平屋建てで、躯体を鉄骨柱で支えおり、初

期の鉄骨造といえる建物である。

　明治に入ると　「明治政府の息のかかった」

官立模範工場が建設され、日本の紡績業も軌

道に乗り、明治ll年頃には官立愛知紡績所が

設立され本格的な操業を続けている。また明

治15年には官営模範工場として官立広島紡績

所が建設され、これらを契機として民間の紡

績工場が設立されるようになり、鹿島萬平が

東京府北豊島郡滝野川村に設立した鹿島紡績

所はそれに先駆けるものであった。

　鹿島紡績所は明治20年に東京紡績会社へ買

収合併され、途中でその幕を閉じてしまうこ

家とまちなみ42　　　2000．9

図4　リバプール郊外に建設されたポ

ートサンライト住宅地
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藤谷陽悦

（ふじや　ようえつ）

　日本大学生産工学部助教

授。1953年秋田県生まれ。

神奈川大学工学部建築学科

卒業後、日本大学生産工学

部山口研究室で近代建築史

を学ぶ。共著書：片木篤・

藤谷陽悦・角野幸博編『近

代日本の郊外住宅地』鹿島

出版会、山口廣編『郊外住

宅地の系譜一東京の田園ユ

ートピア』鹿島出版会、

『近現代都市生活調査一同

潤会基礎資料』柏書房
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図5　日本で最初の本格的紡績工場である大阪紡績工場
（1883）

とになる。これからもわかるように、当時の

紡績業は経営基盤が脆弱で、日本における本

格的な紡績業は明治16年に渋沢栄一が設立し

た大阪紡績工場まで待たなければならなかっ

たのである。

　大坂紡績工場は日本で最初に設立された本

格的な紡績工場である（図5）。出資者は渋沢

栄rで、株主に薩摩治平衛、杉村甚平衛、柿

沼谷蔵、藤田傳三郎、松本重太郎を抱えてお

り、これからもわかるように日本で優良な機

械設備を備えた屈指の紡績工場であった。

　渋沢栄一が大坂紡績工場の工場長に選んだ

のがマンチェスターで修行を終えたばかりの

山辺丈夫であった。イギリスでは昼夜を厭わ

ず、紡績工場は夜間でも操業するのが普通で

あり、山辺丈夫も本格的にイギリス式の工場

経営を行なった。そうした夜業を含めた操業

は都市環境を悪化させ、大阪の街をたちどこ

ろに「水の都」から「煙の都」へと変貌させ

ていった。大坂は「東洋のマンチェスター」

と呼ばれるようになる。工業都市へと変貌は

労働者層を巻き込んで、劣悪な住環境を生み

出すようになり、そうした劣悪な環境に対す

る批判の矛先は当然のことのように工場主や

企業経営者たちに向けられた。そうした劣悪

な環境の中から、労働者に対する博愛精神が

生まれてくるのである。

、レ3武藤山治の博愛主義

　大坂では大坂紡績工場を含めて、明治期に

8つの紡績工場が本格的な操業を行なってい

る。そうした経営陣のなかで真っ先に解決に

乗り出した一人が鐘紡兵庫工場の経営者であ

る武藤山治であった。

　武藤山治は少し変わった経歴を持っている。

慶応3年に尾張（岐阜県）海部郡鍋田村に生
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まれ、明治17年の18歳の時に上京、慶応義

塾幼稚舎（和田塾）で学び、のちサンフラン

シスコに渡ってサンノゼ・パシフィック大学

で苦学生の生活を送った。そうした苦しい生

活が幸いしてか、武藤が米国滞在中に得たも

のはアメリカ人の召使に接する優しい態度と

家庭であり、博愛の精神であった。彼はのち

に「今日の世の中において女中に対し下女と

呼んだりたいそう耳障りであるが、思いやり

の心掛けが一層必要であろうと思います」と

語っている。

　武藤は日本に帰るとアメリカ生活の経験か

ら新聞広告取引所と博聞雑誌を開業した。ま

た後藤象次郎の秘書として大同団結運動に加

わって政治運動に傾いたこともあったが、明

治26年に三井銀行に入社、まもなく中上川彦

三郎に認められて鐘淵紡績所の兵庫支店長に

就任した。武藤山治が最初に手がけた仕事は

明治28年から始まる兵庫工場の建設であっ

た。

　兵庫工場は三井物産の中上川彦次郎が「今

後の紡績業が発展すべき天地は関西にある」

と看破して、我が国の将来を洞察して計画さ

れた紡績工場であった（図6、7）。大きさは

当時としては最大規模であり、地質学者の巨

智部博士に場所を見てもらい、精細な地質調

査の上で吉田新田に操業地を決定した。明治

27年1月と2月の株主総会では設備拡張工事

とこれに伴う増資が決議されている。そして

明治27年4月に敷地を買収し、6月より建設

工事に着手した。

　建物の設計を行なったのは米国から帰朝し

たばかりの新進気鋭の平野勇造であった。当

時、わが国の紡績工場は外国人技師か技術者

が設計することが多く、日本人の建築家が設

計することは珍しかった。彼は四ヶ月がかり

で設計図を完成させたという。この工場では

日本人技術者にすべてをゆだねることを決定

し、藤田組の施工で明治29年に工場を完成し

た。そのため蒸気機関などの機械類は三井工

業部であった芝浦製作所に注文を出しており、

武藤山治は事務所にベットを持ち込んで、こ

れらの工事の指導に当たったと言われている。

　ちなみに武藤山治の抜擢は中上川彦次郎の

推薦によるものであったが、彼は、藤山雷太

の下で抵当係を勤めており、早くから工場経

営の手腕を見込まれていた。それを示すのが

鐘紡兵庫工場の建設に当たり、クルップ鉄工

所の模範工場を参考にしていたことであった。

　彼は早くからクルップ鉄工所の工場システ
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図6上野紡績兵庫工場全景
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ムに目を付けて、建設以前から『クルップ会

社ノ労働者二関スル設備調査書』を読んでい

た。これは日本でも翻訳されたが、職工に関

する厚生施設と扶助事業について述べたもの

である。

　第1編では労働者住宅とその購入の方法が

書かれている。第2編では衛生施設であり、

病院の利用方法と衛生の維持について書かれ

ている。第3編は各種共済基金の利用方法に

ついての内容であるが、これらは労働者の幸

福増進を考えてのことであった。

　武藤山治は後年『クルップ会社ノ労働者二

関スル設備調査書』を読んで、「翻訳されたク

ルップ製鋼会社の職工に関する設備調査書を

読んでみると実に私のかねてよりの心を描い

ていたところをよく実行しているものであり

ます。そしてかなり行き届いたものでありま

す」と述べている。そして工場労働者の待遇

を最も優遇し、近代的設備を備えた工場に理

想を描いており、そして計画されたのがクル

ップ鉄工所などの模範工場を手本とする鐘紡

兵庫工場であった。

　こうしたなか、彼が最も心を砕いたのが従

業員の生活を考えて幸福増進を優先させるこ

とであった。鐘紡では明治35年に民間会社と

して日本ではじめて相互扶助制度を取り入れ

ている。この鐘紡共済組合はとりあえず職工

の病災救済を目的としたもので、年金制度を

優先させ、病益・負傷・死亡・老衰による退

職者や不具廃失者に対して救済保証を行おう

という制度であった。また『鐘紡従業員待遇』

を各関係官庁に配布して、行政機関よりも早

く相互扶助の制度普及に努めている。それら

を英文で翻訳したのも武藤山治が最初であっ

た。彼は大正8年にワシントンで開催された

「第一回国際会議」日本代表として出席し、

『鐘紡従業員待遇』を各国に頒布して日本での

慈善事業の宣伝普及に勤めており、いわば日

本における博愛事業の父親的存在であった。

そうした活発な活動が災いしてか、昭和9年
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図7鐘淵紡績兵庫工場配置図

で懸

惣

に右翼から狙撃され、鎌倉の自宅で68歳の生

涯を閉じている。彼の著書には『米国移住論』

（1887）、『紡績沖合同論』（1901）、『実業読本』

（1925）などがあり、これからわかるように

事業主としても一流に長けた人物であった。
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　ノ4鐘紡兵庫工場の厚生施設　　　　▽

　鐘紡兵庫工場は米国帰りの平野勇造に設計

を依頼したのであるが、同時期の紡績工場と

比較すると、建物は外観が地味ながらも経済

性が重視されていた。なかでも福利厚生施設

に重点が置かれ、この工場の特色を大きく形

づくっているところであった。

　兵庫工場については『鐘紡写真帖』（明治

39年・鐘ヶ淵紡績株式会社）にそれらの建物

が掲載されている。『鐘紡写真帖』には工場内

における29点の写真が掲載されて、それらの

施設を見ると、かなりの充実度で福利厚生施

設が建設されていたのを知ることができる。

工場内には工場・倉庫・事務所などの生産施

設が置かれている。それ以外に職工学校・工

女寄宿舎・食堂・病室・細菌検査室・職工学

校生徒及幼工寄宿舎・社宅・寄宿分室などが

置かれており、今日の工場施設と比較しても

遜色ない施設構成で工場を飾っていたことが

わかる（図8）。

　これらの厚生施設については「職工二対ス

ル設備待遇ハ当会社ノ熱心二実行スル所ニシ

テ・…設備ヲ完全ニシ其幸福増進ヲ講スヘキ
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図8兵庫工場の社宅

ニヨリ當会社二勤務スル職工ハ後顧ノ憂ナク

シテ其業務二従事スル事」と記されており、

明かに職工に対する幸福増進を目的としたも

のであったことがわかる。

　また武藤山治はこれらの設備について「従

来工場建築のみに重点をおくが、従業員たち

の快適な住空間を確保するため寄宿舎・住

居・病院などを、科学的に研究し改善を計っ

た」と述べている。当時、これらの病院・寄

宿舎を備えた工場施設は、欧米以外に見当た

らなかったことを考えると、その根がクルッ

プやナショナル金銭登録機会社に宿っている

ことを示すものである。武藤山治は大正12年

に工場構内の入口に20万円を投じて無料診療

所を開設したが、その理由については「一個

人が公益の為私敗を世間に寄与するが如く、

株式会社も亦世間の為に寄与すべきである」

と語っている。こうした公益を優先した考え

方は欧米を中心とする博愛主義の表われであ

り、武藤山治は欧米諸国の労働者コロニーを

研究しながら、それらの相互扶助に基づいて

理想的な生活環境を求めていたものと考えら

れる。

　ちなみに、この鐘紡兵庫工場の福利構成施

設については面白いエピソードがある。英国

の造船王アームストロングが兵庫工場を縦覧

した際、彼は見学後に、兵庫工場についてこ

う言っている。

　工手の建議状態が英国より良好である。そして

温情を持って工手を取り扱っている。英国人も早

く温情を持って工手に接していたならば、今日の

ようにならなかったものを、不幸にして気がつか

なかった為、英国では雇主と被雇主が、敵国のよ

うな態度を持ち、相争って止まざるを得ないのは「

甚だ遺憾である。

　なんとも皮肉に聞こえるような話でもある。

しかし、日本人の欧米文化に対する真面目な
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摂取ぶりからすると、おそらくこの指摘は本

当であったであろう。武藤山治は職工たちの

健康状態を眺めながら、科学的な視点で寄宿

舎・住居・病院などを分析し、理想的な生活

環境と工場施設を追い求めて改善に取り組ん

でいたのである。

　．、ノ5理想の工場村

　ちなみに武藤山治の従業員に対する真摯な

態度は鐘紡だけに終わらなかった模様である。

他の企業主にも大きな影響を与えたことが考

えられる。東京の労働者コロニーは知られる

部分が少ないが、その実例として大田区蒲田

の黒澤村が有名である。

　東京の工業が急激に発達するのは日露戦争

後のことで、山手の内側では明治末期から工

場が建設され、スプロールを中心とする劣悪

な環境を生んでいた。大正4年に発行された

『工場通覧』によれば、北豊島愚心田村の音無

川周辺には従業員10人以上の工場が98戸も

掲載され、ひとつの工場地帯となっていた。

人々は都心を逃れ、理想的な生活環境を郊外

に求めるようになるが、多くの従業員を抱え

る工場主にとって理想的な環境を求める声は

同じであった。

　こうしたなか、従業員たちの健康を考えて

郊外に理想的な工場村を建設した人物がいる。

日本語タイプライターの発明家である黒澤貞

次郎である。黒澤貞次郎は東京銀座で最初の

日本語タイプライターを商品として扱った、

立志伝中の人物である。彼は明治8年に東京

室町に生まれ、尋常小学校を終えると独学で

英語を習い、16歳の時に単身渡米した。シア

トルからアメリカに入り、西海岸を転々とし

ながらシカゴ・ニューヨークにたどり着き、

ニューヨークに落ち着くとエリオット・タイ

プライター社に入社した。そして工員として

働きながら、タイプライター技術を身に付け、

同社と共同で日本字平仮名タイプライターの

開発に取り組んだのである。当時は欧文タイ

プライターさえ日本で珍しかった時代である。

日本字平仮名タイプライターの完成は話題と

なり、そのニュースは『時事新報』に報道さ

れたと言う。黒澤は日本におけるベンチャー

企業のパイオニアとなったのである。

　彼は明治34年にタイプライター10数台を

持参して退職金代わりに帰国すると、それを

元手に京橋区尾張町で事務機器の輸入販売を



取扱う黒澤商店を開業した。それと同時に大

正元年に大田区蒲田にタイプライター工場を

建設し、従業員宿舎を含めた黒澤村を建設し

たのである。

　黒澤村は小さいながらも労働者コロニーの

形態を取っており（図9）、事務機器製造を取

扱う社屋のほかに、100余事の社宅と、そこ

には食堂・浴室・販売所・幼稚園・小学校な

どが置かれていた（図10）。黒澤貞次郎は米

国で見てきたプルマン寝台会社の工場村を夢

見ていたのであろう。まさしく、その日本版

といえるものが黒澤村の建設であった。

　住宅地には1戸建てと2戸建ての1号・2

号・3号社宅のほかに良好なコミュニティが

用意され、そこには公園・食堂・小学校・変

電所・自動車庫・消防小屋のほかに家庭菜園

までが置かれていた。また工場は外観がフ

ォードT型自動車を量産したハイランド・パ

ーク工場によく似たアメリカ型の箱型工場の

形態を取っており、黒澤のセンスは合理的で

社会的な精神の持ち主であったことがわかる。

　黒澤村には、昭和15年の国税調査で130戸

の住宅と526名が居住していたと言う。黒澤

村の町会長は黒澤工場に勤める庶務課長が努

めており、家族的な雰囲気が保たれて、町内

には社内報とも言える「吾が村」が定期的に

発行され、社員を中心とした良好なコミュニ

ティ組織が形成されていたという。

　ちなみに黒澤貞次郎はクリスチャンで、思

想的な影響を受けたのが滞米中に親交を持っ

たキリスト教社会学者の牧野虎次であった。

欧米における博愛思想をよく理解して、はじ

めからの米国の社会にあこがれていたのであ

ろう。日本の企業家の夢見る実態を見るよう

な思いがする。

凶まとめ　　　　1ン
　　　　　　　　　　　　　　　　　r／

　日本における町の近代の構図は企業城下町

を下敷きとして発展してきたと言われている。

　家族的な隣近所の付き合いこそが、ごく普

通の町で見かける日常の風景であった。町の

中には街路と板塀があり、企業社会の中での

身分の上下関係は家の大きさで示されていた。

それは閉鎖的な社会の象徴でもあったが、日

本の特質をよくとらえたものでもあった。

　今年の5月、学生といっしょに倉敷を訪れ

た。倉敷は言わずと知れた大原孫三郎がつく

った福祉を中心とする企業城下町である。町

図9東京・蒲田につくられた黒澤村、社宅

≠襲
｝

2
ロ

黒澤村配置図

図10黒澤商店のタイプライター工場

そのものが倉敷紡績所の造形である。

　町は観光客で賑わっており、あちらこちら

にその繁栄の跡が窺えた。そうしたなか、ひ

とつのむなしい出来事に出くわした。倉敷紡

績所の象徴である社宅群が壊されていたので

ある。町の広場にはシイの木があり、住宅群

のシステムは残されていた（図ll）。聞けば、

今では社宅に住む人もなく、しばらくは空室

が続いていたらしい。危険なので取り壊すと

いうのが、理由であったが、むなしい気持ち

におそわれた。

　住宅の歴史を調べて思うことは、これらの

研究が十分に認知されず、まだ日が浅いとい

うことである。人々の生活の移り変わりで、

土地と建物はどんどん変わっていく。土地と

建物が変われば、町に残された記憶も薄れて

いく。日本と西洋のフィロソフィーの違い、

関わり方の違いなどについてもっと調べなけ

ればならないことも多いのだが、今はこれら

の記憶を歴史に記述するだけで限界である。

図11倉敷紡績所の社宅の現在
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