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内田祥三とHousing Manual
建設省住宅局で編纂し、日本建築

学会から発行した『住宅建設要覧』
という約850ページにも及ぶ書物が、
昭和28年（1953）に発行された。

戦時中から昭和20年代にかけて日
本で培われてきた、住宅設計および
住宅地設計に関わる知識を総まとめ
した本である。それまでの日本にお
ける団地設計の基準はほぼこの本に
出尽くしている、というような、い
わば住宅団地設計の教科書のような
書物である。

日本では、本書を超えるような団
地設計の教科書は、ついぞ出版され
たことがない。そうした意味で画期
的な書物であったのだが、その本の

出版のきっかけは、それより30年ほ
ど前の大正時代にさかのぼる。

この『住宅建設要覧』の冒頭に、
日本建築学会住宅建設要覧委員会の
委員長として、内田祥三が次のよう
に述べている。

私はかつて、イギリスの住宅
政策を調べていた際、たまた
ま、1919年４月に同国地方政務
院から公表された住宅の建設そ
の他の援助を受けるための計画
の規準書のようなものを入手し
たのを機会に、当時内務省都市
計画課におられた中村寛君に頼
んで、これを訳してもらい、内
務省都市計画課の名で、「建築
雑誌」に発表したことがある
が、それは一団地の住宅建築の
指導書として懇切ていねいを極
めたものであった。その後増補
改訂されて「住宅要覧」（Housing 
Manual）として出版せられ、
更に数年毎に改版されて、イギ
リスの住宅改良に大きく貢献し
ていることはかねがね耳にして
いた。建設省住宅局の鎌田住宅
建設課長が一昨年現地でつぶさ
にこの状況を視察してこられ、
イギリスの最近の状況が報告さ
れたが、イギリスにおける現状
とわが国の住宅の実情とを対比
して考えるとき、わが国の住宅
の向上のため、このような指導

的な資料が必要であることを痛
感した。

昭和前半の建築界の総元締めであ
った内田祥三は、こうした背景から
昭和27年１月に日本建築学会内に住
宅建設要覧委員会を設置し、その年
のうちに、日本版 Housing Manual
であるこの、『住宅建設要覧』を住
宅局長に提出し、翌年出版にこぎつ
けたのである。内田の言葉にもある
ように、イギリスのハウジングマニ
ュアルは大正８年（1919）に発行さ
れ、幾度となく改訂版が出され、戦
後も発行され続けていた。大正８年
のハウジングマニュアルは、私の手
元にはないが、戦後の1949年のハウ
ジングマニュアルが手元にあるの
で、その表紙を載せておこう。おそ
らく、鎌田住宅建設課長がイギリス
で手にしたのは、このバージョンで
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図1　『建築雑誌』大正10年（1921）年8月
号表紙

図2　Housing Manual, 1949年版（イギリ
ス地方政務院）の表紙
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はなかったかと思われる。
内田としては、この日本版をつく

り、必要があれば改訂していきたか
ったに違いない。だから、日本版ハ
ウジングマニュアルの正式名称は

『住宅建設要覧　昭和二十八年』な
のである。改訂することが前提され
ていたことがわかるタイトルであ
る。しかしながら、ついにこの続編
は編まれることがなかった。

さて、内田祥三といえば、この連
載の第10回目で紹介した「大都市に
おける住宅の補給策」を大正11年５
月号の『建築雑誌』に書き、日本に
おける本格的な田園都市計画案を披
露した人である。

さらに内田は、大正13年に発足し
た財団法人同潤会において、住宅建
設事業関連の総指揮を執った人物で
あり、同潤会が大正末期から昭和初
期にかけて次々と生み出していっ
た、木造住宅団地や RC 造アパート
団地の設計を総監督していた人物で
もあった。

イギリスでハウジングマニュアル
が発行された1919年は、日本で都市
計画法と市街地建築物法が制定され
た年であり、内田祥三は両法の制定
にも深くかかわっていた。きっと、当
時の内田は、ようやく法律というか
たちで日本の都市計画と建築計画の
筋道をつけたので、次には、日本版
の田園都市案をつくり、それを実施
していきたいと考えていたのだろう。

こんな内田が、大正時代から日本
にもこんなものがあったらいいなと
思っていたのが、イギリスの「Housing 
Manual」だったのだ。つまり、法
律制定と住宅供給実践の間に必要と
なる、設計の手引書のようなもので
ある。

こうしてみてくると、法律制定（大
正８年）、田園都市計画案（大正11年）、

田園都市の実践（同潤会、大正13年─）
の流れの中で、大正10年にイギリス
のハウジングマニュアルを後輩の中
村寛に訳出させたのは、当然のこと
であったともいえよう。

また、大正８年のハウジングマニュ
アルを翻訳した中村寛という人物
は、内務省の官僚であり、内田祥三
の弟子でもあった。彼は、同潤会が

できた時から一貫して内務官僚とし
て、同潤会の仕事について、技術的
に監督するという立場にあった。実
際に、猿江アパートや江戸川アパー
トなどの設計にも手を出しているこ
とが各種の証言から明らかである。
この中村が、内田に命ぜられて訳出
したマニュアルは、単なる洋物の翻
訳ではなかろう。きっと、日本のそ

図3　『建築雑誌』大正10年6月号に掲載された、内田祥三講演「文化生活と建築政策」
の記事に掲載された住宅プラン

図4　『建築雑誌』大正10年8月号、ハウジングマニュアルから転載した「英國住宅
助成計画案」の住宅プラン
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の後の住宅計画にいくばくかの影響
を及ぼしたに違いないと想像するの
だ。

さて、この時期の内田の発言に次
のようなものがある。大正10年６月
号の『建築雑誌』に掲載された「文
化生活と建築政策」という講演録か
らであるが、当時の内田がいかに英
国の住宅政策にこだわっていたかが
わかる。

かくしてロイド、ジョージの
内閣は国家事業としての住宅政
策の調査を開始し、住宅に関係
ある各方面の人を網羅した十数
の委員会をつくりました。その
内には、住宅は主婦に関すると
ころが多いというので、婦人の
みで組織した委員会もありま
す。そうして各種の研究を重ね
た後、住宅助成計画案 Manual 
on the Preparation of State-
aided Housing Schemes なる
ものを地方政務院総裁の名をも
って発表したのであります。英
国住宅政策の骨子とその盛んな
る意気組を明らかにするため
に、この報告の初めの所を少し
読んで見ようと思います。

として、ハウジングマニュアルの
冒頭箇所を読み上げるのである。こ
の記事は大正10年６月の発行である
が、中村寛が訳出したハウジングマ
ニュアルの翻訳である「英國住宅助
成計画案」が掲載されたのが同年８
月であることを考えれば、重複感は
否めない。そしてさらに、この６月
の記事にはハウジングマニュアルか
ら転載した２種類の住宅図面が載っ
ていたが、これとまったく同じもの
が、８月号の「英國住宅助成計画
案」にも掲載されていた。異なって

いるのは、日本語表記か、英語表記
かということだけであった。

大正10年における、内田祥三のハ
ウジングマニュアルに対する心酔の
様子がよくわかる。

英國住宅助成計画案
それでは、大正８年のハウジング

マニュアルとは、どのようなもので
あったのだろうか。

何度も言うが、このマニュアルが
できたのは1919年であった。この年
は、ベルサイユ平和条約の年であ
る。つまり、第一次世界大戦中に建
設できなかった住宅を急いでつくる
必要に迫られた政府が、地方公共団
体等の行う住宅建設活動に対して補
助を行う際に、その補助を出すかど
うかの審査に使うためにつくったの
が、このマニュアルなのである。

この、住宅建設に対する補助は、
地方公共団体ごとに設置される住宅
委員会によって審査されることにな
っていた。また、このほかに地方公
共団体では建築委員というものを設
け、敷地及び住宅の規格の選定、当
該計画の実行、仕様、請負、建築材
料等といった、あらゆる面における
専門的助言を行うことになっていた。

さて、英国住宅助成計画案の目次
は、右の表になっている。第20章ま
ではほとんど字ばかりの解説で、付
録において初めてイラストが登場す
る。ちなみに戦後の1949年のマニュ
アルの目次は下記のようになってい
るが、30年たって、ずいぶんとすっ

図5　1919年に訳出された『英国住宅助
成計画案』の目次構成案

図6  Housing Manual 1949年版の目次構成

「英国住宅助成計画案」の目次
 第１章 住宅の不足
 第２章 国の財政的援助
 第３章 住宅委員
 第４章 国の援助を受くべき計画の種類
 第５章 建築すべき家屋数
 第６章 住宅計画を行うべき土地の選択
 第７章 郊外における土地の選択
 第８章 敷地の選定
 第９章 敷地の測量
 第10章 敷地の設計
 第11章 1エーカー内の家屋数
 第12章 道路設計及びその構造
 第13章 柵
 第14章 植木
 第15章 家屋敷地の排水
 第16章 市内における小計画
 第17章 郊外における計画
 第18章 住宅の設備
 第19章 材料の供給
 第20章 増補
 付録第1 一般計画
 第1章 概説
 第2章 傾斜せる敷地
 第3章 道路計画による経費の節減
 第4章 道路の交差点及び角敷地
 第5章 経費に対する家屋密度減少の影響
 付録第2 道路
 第1章 道路の規格
 第2章 住宅街路の構造
 付録第3 排水計画
 付録第4 家屋
 第1章 概説
 第2章 方位
 第3章 家屋の種類
 第4章 市内住宅の諸設備
 第5章 農村風住宅の種類
 第6章 郡部における住宅の諸設備
 第7章 意匠及び構造
 付録第5 1919年2月6日附回諜

 Housing Manual 1949　目次
 第１章 住宅供給と敷地計画
 第２章 居住環境
 第３章 接地型住宅の計画規準
 第４章 集合住宅の計画基準
 第５章 暖房
 第６章 設備
 第７章 新建設方式

きりとした目次立てになっているこ
とがわかる。第１版のマニュアルで
は、初めてということもあって、かな
り細かなところまで指示されている。

英国住宅助成計画案のまちなみ
以下に、まちなみの形成に関わり

のありそうなところを見てみよう。
第９章「敷地の測量」のところで

は、美観上必要な場所、風景がいい
場所、道路の交差点などに関しては
特別の注意を要し、充分に成長した
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生垣や樹木などを測量図中に表して
おくべきだという。

第10章「敷地の設計」では、秩序
があり、意匠の個性を発揮したよう
な計画にすべきだとし、道路の設
定、建物の配置において、並木の美
観を増すようにし、整頓と調和の感
じを醸し出し、美観を得るように心
がけるべきであるとしている。

第11章「１エーカー内の家屋数」
は密度の問題であるが、原則として
１エーカー当たり12戸、すなわち約
100坪につき１戸、郊外においては
約150坪につき１戸を超過してはな
らないとしている。今からすれば相
当に緩やかな密度である。ちなみ
に、この時代の日本でも良好な住宅
の敷地は100坪だというのが常識で
はあった。

ここではさらに、「日当り」が重
視されている。日当たりについて
は、第18章「住宅の設備」において
も、「間取図を設計するに当って最
も重要なる点はその方位である」と
している。日当たりをとかく重視す
るのは、日本ならではである、など
ということをよく聞くのだが、イギ
リスでも日当たりがとても重視され
ていたことがわかる。とかく日当た
りを重視するような気分は、ひょっ
とするとこのあたりに、日本に輸入
されたのかもしれない。

また、第14章「植木」では、「家
屋に対する愛着心は、樹木の植付に
負うところすこぶる大である」と
し、「その充分成長したる時におい
て、その大きさが周囲の状況に適応
して、その効果をもたらすように予
め塩梅すべく、なお既存の樹木、生
垣、灌木等は出来得る限りこれを保
存して適当に計画を為すを可とす」
としている。

また、付録では特に図解入りで、

細かな住宅地設計の特質が述
べられている。特に、街路計
画については、たくさんの案
が、「経済性」という観点か
ら比較検討されている。たと
えば、下の図では上より下の
案の方が、1戸当たりの道路
面積が少なくて済み、経済的
だから、下の案を採用すべき
だ、といった具合である。

現在ならば、下の案の方が、
コミュニティ形成的によろし
い、とか、コモンがあって一
体感があってよろしいといっ
た評価になるのかなと思う
が、こうした価値基準は当時
はなかったようである。

このマニュアル全体を通しての、
よい住宅地の価値基準は、計算され
た設備が整っていること（暖房、排
水など）、敷地が持っている自然な
形態を極力生かすこと、美観を整え
ること、そして、経済性、である。

本書は、あくまでもマニュアルな
のであるが、以下引用するように、
必ずしもマニュアルの計画を強制せ
ず、各地の創意工夫が第一であるこ
とを強調しているところに、好感が
持てる。

当院（地方政務院 : 引用者註）
は、国の援助を受くべき計画は
大約本冊子に記載せる条項に準
備すべきものと考えているけれ
ども、絶対にこれに拠らざるべ
からずというほど窮屈のもでは
ない。各地方の特殊の事情によ
りこれに多少の修正を加うるこ
とを得さしむるのみならず、い
たずらに規準に拘泥するがため
に、その設計が単調無味に陥ら
ざらんことは、特に当局の希望

するところである。これがため
当局は計画図の作成及び意匠設
計を職とする熟練せる建築家に
依頼して、総ての計画を立案せ
しめんことを希望する。

どこかの国の、経済成長期から現
在に続くまでの規準主義のあり方と
は、ずいぶんと異なっているようだ。

大月敏雄（おおつき・としお）
東京大学大学院建築学専攻・准教授。
1967年福岡県八女市生まれ。東京
大学大学院博士課程修了後、横浜国
立大学助手、東京理科大学准教授を
経て現職。同潤会アパートの住みこ
なしや、アジアのスラムのまちづく
りなどを中心に、住宅地の生成過程
と運営過程について勉強している。
著書：『集合住宅の時間』、『奇跡の
団地  阿佐ヶ谷住宅』など

図7　付録第１一般計画第３章「道路計画」
による経費の節減」中の図。上が不経済な案。
下が経済な案。
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