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近年、不動産開発の効率化のためか、都心では街区を統合し

たうえで大規模な建築物が建設される傾向がみられる。日本の

多くの都市では近代化の過程で、周辺の既存市街地との連続性

に乏しい高層建築が建設されてきた（写真 1、2）。大規模プロ

ジェクトの多くは、周辺のまち並みに比べてあまりに大きなボ

リュームであり、地域の歴史や文化を継承した都市の更新と

なっていないと批判されることが多い。住宅地においても、マ

ンションと戸建て住宅という、規模がまったく異なる建物が隣

接して計画されることによるトラブルも頻発している。地区計

画など都市環境を整備する手法は整っているとされるが、根本

的な問題解決には至っていない。一方、世界各地の歴史的街区

に見られる都市型住宅や日本の町屋（図 1）は、比較的小規模

な敷地に、適度な大きさの建物が計画され、漸進的に建築が建

替えられ、都市が成長・発展してきたと言える。どの都市型住

宅も、間口が狭く奥行きが深い敷地に、光を取り入れ、風を通

して、快適に暮らすための工夫がなされていた。敷地の奥に向

かって建て増すことにより、都市の高密度化に対応できたこと

も伝統的な都市型住宅に共通の特色である。

都市分野の専門家は「きめの細かい都市構造（fine grained 

urban fabric）」という言葉を使う。ハブラーケン教授もマサ

チューセッツ工科大学（MIT）の講義において、 KLM のカレ

ンダーに掲載されていたアムステルダム市の航空注 1）を使っ

て、アムステルダム市の中心部に中世に開発された運河沿いの

建物は敷地の規模が小さいが（写真 3）、その周辺の運河沿い

に 17 世紀に建てられた豊かな商人の家（写真 4、 5）やヨルダ

ン地区の職人街、さらにその外側に 19 世紀につくられた労働

者用の住宅地と、街の中心部から外に向かって画地の規模が時

代と共に大きくなったと解説していた。そして、アムステルダ

ム市南部に広がるベルラーヘらアムステルダム派の集合住宅は

一つの街区が一つの集合住宅で構成されるようになり（写真 6、

7）、その外部に戦後、計画された高層住宅団地（写真 8）、さら

に市の郊外に 1960 年代から建設されたベルマミーア大規模

きめの細かい都市構造

第 3 章　都市空間の秩序の持続と再編

写真 1　虎ノ門ヒルズから、西新橋、環状 2 号線、汐留を望む

写真 2　東京都心の都市模型（UR 都市再生機構）
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写真 3　飛行機の窓から撮影したアムステルダム中心部の歴史的街区（写真中央）

ハ ブ ラ ー ケ ン 教 授 の 著 書「Conversations 
with Form A Workbook for Students of 
Architecture」8）にて紹介された筆者のスケッチ。
家族の成長に合わせて、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと段階的に居住
空間が拡大している。
世界各地の高密度居住や日本の伝統的町家は、個々
の敷地で日照、通風などの環境が自律的に確保され、
隣地に与える環境面での影響が最小限であること、
敷地単位の建替・更新をしながら、都市全体として
成長できる構造体であること、街路と建物内部が接
するパブリックな領域とプライベイトな領域の境界
に街区全体に共有されるルールが構築されているこ
と、居住者の間において都市環境の構成原理に関す
る共通認識・合意が、世代を越えて継承されている
ことなどの特徴が見られる。

図 1　日本の町屋の経時的な変化

写真 4　アムステルダム中心部の歴史的街区に建つ運河沿いの住宅 写真 5　アムステルダムの運河沿いの住宅と教会
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写真 6　エイヘンハールト Eigen Haard 労働者用集合住宅　アムステルダム派の建築家ミシェル・デ・クラーク設計の複合施設（1913 ～ 1920 年 )

写真 7　アムステルダム市南部に展開する街区型住宅地 写真 8　アムステルダム外周部に規則的に並んだ高層集合住宅団地

団地に至っては広大な街区にヒューマンスケールをはるかに超

えた計画がなされてきたと指摘する。中心部の歴史的街区の運

河沿いに建つ豪商の住宅は、敷地の間口は数メートルと狭い

が、奥行が深く、建物の高さは 4、5 階建てで揃っている。そ

の比較的小さな敷地は、穀粒（grain）に例えて fine grain と

呼ばれる。個々の建物は小さな敷地単位で建替え更新すること

ができるため、都市空間、都市景観の特徴は何世紀にも渡っ

て継続されている。一方、郊外に建設された大規模団地は、社

会の変化に対応することが難しく、ベルマミーアの高層大規模

団地では、居住環境を改善するため、長年いろいろな取り組み

が行われてきたが改善の目途が立たず、最終的には住棟の約半

分が中低層の集合住宅に建替えられている（写真 9、10）。東

西ドイツ統合の後に団地再生が行われた「ライネフェルデ南団

地」（写真 11）やパリ市北東部 Aul-nay-Sous-Bois オルネー・

スー・ボアの「風のバラ団地」（写真 12）など、欧州の住宅団

地は大きすぎるスケール感を見直して、時には長く連続する住

棟を分割するなどの大規模な団地再生を行っている。敷地や建

物の大規模化は、社会の変化に対応して、私たちの生活環境を

緩やかに変化させることを難しくするため、持続的な環境を計

画する手法として適さないと考えられている。

写真 9　アムステルダム市郊外のベルマミーア団地の再生
高層棟の約半分が解体され中低層棟に建替えられた

写真 10　アムステルダム市郊外のベルマミーア団地の再生
建替えられた低層テラスハウス

写真 11　ドイツ、ライネフェルデ南団地の再生 写真 12　パリ市北東部、風のバラ団地の再生　住棟を分断して道路を設置



3130 しなやかな建築

写真 14　インドネシア、スラバヤのカンポン・マスパティ
（Kampung Maspati）

写真 13　インドネシア、スラバヤのカンポン・マスパティ
（Dr. Zhao Chong 撮影）

写真 15　インドネシア、スラバヤの再開発集合住宅ルスン・ソンボ
（Rusun Sombo）

歴史的街区の住宅に倣って計画された間口の狭いタウンハウス形式の住戸が
水辺に面して計画されている。

筆者は 2018 年 8 月、布野修司先生や広田直行先生らが企画

された日本建築学会建築計画委員会のインドネシア・カンポン

調査に参加する機会を得た。カンポンは日本の長屋のような庶

民的な居住空間で、家と家が向かい合う路地には豊かな表出

が見られたが、地元政府やスラバヤ工科大学のシラス（Johan 

Silas）教授らは、居住者の力を引き出して緑化などの居住環境

の整備を少ない費用で効率的に行っていると聞いた。都心のカ

ンポンを高密度化するため中層住宅として再開発する際も、元

のカンポンにおける路地を挟んだコミュニティーを維持した中

廊下型の集合住宅を計画しており、高層化や大規模化を避けて、

非常に注意深く開発を進めている様子がうかがえた（写真 13、

14、15）。ややもすると不動産開発では経済性が優先され、既存の

居住環境をリセットして大規模な開発を行う傾向がみられるが、

今一度、歴史的な街区を構成してきた小規模な敷地の良さを再評

価して計画を進める必要があるだろう（写真 16、17、18）。

建築群が構成する街区レベルの都市空間をアーバン・ティッ

シュ（urban tissue）と呼ぶことがある。ヨーロッパの歴史的

な街区を構成する建物の多くは道路に面して連続して建つ都市

型の住宅であるが、街の中には教会などの大規模な建築物も

建っている。街においては、都市住宅が「地」を構成し、教会

は「図」を構成する関係にあると言える（写真 5）。教会は街

並みを構成する住宅より一段と高い建物として街のスカイライ

ンに聳えるが、ハブラーケン教授によるとアムステルダムの古

い教会のスパンは周辺の都市住宅の間口とほぼ等しく、スケー

ル感の統一が見られるという。教授は教会を木に咲く「花」に、

周辺の都市住宅を木の「葉」に例え、まったく違う役目の二つ

のものが、自然な形で調和している様子を都市の理想的な姿と

して述べている注 2）。

ヨーロッパの中世以降、建築家の仕事は、都市の「地」とな

る一般的な都市住宅ではなく、街を華々しく彩る教会や宮殿な

フィールドを読む
写真 16　アムステルダム湾岸部に開発された新しい住宅地区

写真 17　アムステルダム湾岸部に開発された大規模な高層住宅 写真 18　アムステルダム湾岸部に開発されたボルネオ・スポールンブルグ
Borneo-Sporenburg の住宅地
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どの「図」としての建築物を設計することであるかのように認

識されてきた。そのことは今日の大学における建築教育にまで

及んでおり、ハブラーケン教授は、著書「パラディオの子供た

ち（Palladio's Children）」注 3）の中で、そのことを問題視して

いる。教授は若いころ、「あなたは普通を設計できない（You 

Can't Design the Ordinary）」注 4）と題する論文を発表しており、

都市の「地」の部分を構成する住宅などの一般的な建築物に建

築家が真剣にかかわることの重要性を述べている。

「パラディオの子供たち」の巻末には、「フィールドの建築を

目指して」と題する短い詩が掲載されている（コラム）。ここ

にいうフィールドとは、かつてアーバン・ティッシュと呼ば

れたものと同じ概念であり、建物の周辺環境のことである。

図 2　居住環境のレベルと、意思決定主体、変化の時間に関するオープンビルディングの考え方
（ヘルシンキ工科大学ウルップ・ティウリ准教授作成の図を基に作成注 6））

ハブラーケン教授の MIT 大学院の講義タイトルは「Thematic 

Design」であり、街に通底する都市デザインのテーマ（主

題）を見出し、それに基づき建築を設計する理論と手法を教

授するものであった注 5）。教授が MIT での講義や研究の成果

をまとめて出版した著書のタイトルは「The Structure of the 

Ordinary」であり、都市の「地」となる一般的な建築物の構成

原理（構造）が述べられている（写真 19 〜 25）。

居住環境を構成する「構築物」と「空間」は、図 2 に示すヒ

エラルキー状の構造体として認識することができる注 6）。ヒエ

フィールドを研究しなさい：
それはあなた無くしても存在するものです。
しかし、あなたは、それに貢献することができます。
生きる有機体としてフィールドを研究しなさい。
それは形ではなく、構造を持っています。その構造を見出しなさい。
そうすれば形は，自ずと現れます。

フィールドは連続性を持っています：
それに融合しなさい。他の人はあなたに加わるでしょう。
フィールドには連続性があるので、仕事に大小はありません。
あなたの仕事はすべて、フィールドに追加する仕事です。

誰も単独では建設できません：
何か大きな仕事をする場合、小さな仕事は他の人に任せなさい。
小さな仕事をする場合は、全体を高めなさい。

あなたの目の前のものに応えなさい：
「構造」を発見したら、そこに住んでみなさい。
「型」を発見したら、それを楽しんで使ってみなさい。
「パターン」を見つけたら、それらを継続するように努力しなさい。

あなたの後に続く人をもてなしなさい：
「形」同様に、「構造」を与えなさい。
他の人が既に行ったことを継続しようと努力すればするほど、
ますますあなたの仕事の認識は高まり、
ますます、他の人はあなたが行ったことを継続するでしょう。

協力してください：
他人から借りることができる場合は借りて、それを賞賛しなさい。
他人から盗むことができる場合は、盗みなさい。
そして自由にそれを認めなさい。
何をしても、あなたの仕事はあなたのものになるでしょう。

「様式（スタイル）」を回避しなさい：
それは、批評家や歴史家に任せなさい。

手法を選びなさい：
それはあなたが仲間と共有するものです。

自己表現を忘れなさい：
それは妄想です。
何を行っても、あなたの表現だと認めてくれます。
それに思想を与えてはいけません。
フィールドが求めるものを行いなさい。

都市空間の秩序

フィールドの建築を目指して

『パラディオの子供たち』注3）より

ラルキーの上位に位置される構築物、空間ほど、ライフスパン

（寿命）が長い。本来、都市の変化（transformation）は何百

年単位の緩やかなものであるが、東京の都市環境が混沌とし、

建物の寿命が極めて短い原因の一つは、長寿命で安定した存在

であるはずの上位の構築物や空間が、急速な経済成長に伴う都

市開発の過程で短期間に大きな変貌を見せてきたことにある。

文化的、歴史的な永続性を保ちながら、社会 ･ 経済の激しい変

化に、柔軟に対応する都市を構築するためには、都市の構成要

素を、持続性を持つべきものと短期に更新されるものに秩序立

て、コントロール（制御）することが必要であろう。

街路や広場などの外部空間（Open Space）は都市空間に個

性ある魅力を与え、持続的な秩序をもたらす重要な構成要素で

ある。ボローニャなど北イタリアの都市の歴史的街区では、主

だった通りに沿ってポルティコ（回廊、歩廊）が設けられてお

り、街全体に調和と統一感をもたらしている（写真 21、22）。

場所によってはポルティコだけが建設され、その背後や上部の

建物はまだ建設されていないところもある。子細に見るとポ

ルティコのディテールは各々の建物で異なっているが、ポル

ティコに合わせて建物が建造されるようになり、何世紀にも

渡って街全体が共有するインフラストラクチュアのような性

格を帯びるようになっている。ポルティコは市門を出て郊外

に伸び、最後は丘を登りつめ、カルロ・フランチェスコ・ドッ

ティが設計したバロック様式のサン・ルカ教会に辿り着き、

都市と田園を結ぶ壮大なデザインとなっている注 7）（写真 23、

24、25）。

ボローニャのポルティコに類似するものとしては、雨が多

い台湾や中国華南地方の騎楼がある。また日本の多雪地域、

黒石などの雁木も似た性格を有するものだろう。ポルティコ

ではないが、英国イングランド地方のバースの街は、同じ形

式で統一感を持ったファサードのタウンハウスが街を貫く街

路沿いに連続し、幾何学的平面の広場と相まって、街全体が

一つの統一体であると感じられる（写真 28、29、図 3）注 5）。

おそらく世界各地の伝統的な集落はいずれも、今日の大都市
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写真 21　ボローニャの歴史的街区にみられるポルティコ
写真 22　同 内部
写真 23　市門の外に伸びるボローニャのポルティコ
　　　　  サン・ルカ教会に向って伸びるポルティコは 1674 年に建設が開始された。
写真 24　市門の外に伸びるボローニャのポルティコ　内部
写真 25　丘の上のサン・ルカ寺院まで続くポルティコ

写真 21

写真 22

写真 23 写真 25

写真 24

写真 19
中央アジア、ウズベク共和国
ヒヴァ
モスクにある塔の上から眺め
た旧市街（1988 年 5 月撮影）

写真 20
中央アジア、ウズベク共和国
ヒヴァの旧市街
イスラム圏の歴史的街区の都
市構造は、整然と街区が区画
された西洋や中国の都市構造
とは性格を異にし、迷宮的で
ある。パブリックな領域から
プライベイトな領域に至る「領
域深度（Territorial Depth）」
を観察してみると中東の歴史
的街区は階層性が高いとされ
る。公道に直接、私的な領域
が面する現代都市は住みづら
いが、イスラム圏の旧市街の
ように、公的領域から何回か
共有空間を経て私的領域に至
る段階的な階層構造を持つ都
市は、街に深みのある魅力を
もたらしている。



3736 しなやかな建築

が見失ってしまった統一感を具備していたと思われる。

17 世紀初頭、アンリ 4 世により整備されたパリのヴォージュ

広場（写真 26）は、パリで最初の計画された広場とされるが、

広場の四周を囲む建物のファサードのデザイン、外壁の仕上げ

材料、最高高さなどに関するデザイン ･ ルールが定められ、秩

序ある公共空間が形成されている注 8）。広場に面する土地を取

得した者は、整然と統一された外壁ファサードの背後に、それ

写真 29　英国イングランド、バースの街並み写真 28　英国イングランド、バースのロイヤルクレセント

図３　MIT の学生による英国バースの都市・建築調査注 9）

写真 26　パリ、ヴォージュ広場
マレ地区の中心にある 36 の館に囲まれたパリ最古の広場。
1612 年に完成。当時は王宮広場として栄えた。

写真 27　パリ、ヴァンドーム広場
マンサールの設計（1699 年）。
広場を取り囲む建物のファサードだけが先行して建設されたとされる。

ぞれ独自に建物を建設した。マンサールの設計（1699 年）に

よるパリのヴァンドーム広場（写真 27）も同様で、王の要請

により広場を取り囲む建物のファサードだけが先行して建設さ

れ、背後の土地が売却された後、貴族、銀行家などの富裕階級

が建築家を雇って個々の建物を建設したとされる注 8）。このよ

うな都市計画の要となる公共広場は、都市に世紀を超えた永続

性をもたらすことに貢献している。
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注 1）   The Structure of the Ordinary, Form and Control in the Built Environment, N.J.Habraken, MIT Press, 1998
注 2）   The Leaves and the Flowers, Design study for town hall in Amsterdam, N.J.Habraken, in: VIA, Culture and the 
　　　  Social Vision, Arch. Journal of the Graduate School of Fine Arts, University of Pennsylvania. MIT Press, 1980
注 3）   Palladio's Children, N.J.Habraken, October 2005
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筆者は、日本建築学会が 2004 年 4 月に発足させた「都市建

築の発展と制御に関する特別調査委員会」の委員、WG 主査と

して、「豊かで永続的な社会を構築するための都市建築の発展

と制御に関する方策」について、分野横断的な議論に参加する

機会があった。特別調査委員会の委員長は、問題提起をされた

秋山宏建築学会長自身が担当され、委員は日本建築学会が公募

した「都市建築の発展と制御に関する論文」の入賞者が中心と

なって構成された注 10）。論文の募集要綱には、「超高層住宅が

建ち並ぶ都市像を一般化するのではなく、既存の都市空間を適

切な方法で再生し、優れた生活環境をつくり、しかも都市経済

を活性化させる新たな発想が求められるでしょう。必要以上の

市街地の拡大を抑制する一方、適切な容積率のもと、コンパク

トな都市がつくられ、その中に緑が充分にとられる。そういっ

た市民にとっての魅力ある生活空間を創造する方向性が明確に

示される必要があると考えます。」と、日本の現代都市が抱え

る課題が明確に提示され、特に次のような論点を期待したいと

されていた。

1. 既存の緑を守り、新たな開発において充分な緑地

　（公共空間を含む）を確保するための方法論の構築

2. 公共空間創出に向けた都市建築の原型の追求

3. 方法論を具体化するための社会的な制度や枠組み

　（法律、経済、税制）の構築

特別調査委員会は、「緑地や公共空間を創出する都市建築の

原型」と題する設計競技、日本建築学会大会（北海道）にお

ける研究協議会、3 度に及ぶシンポジウムの開催などを行い、

2005 年 5 月に活動成果を「都市建築の発展と制御に関する提

言」注 11）として発表した。詳しい活動記録は、報告書や叢書注 12）

にまとめられている。

その「都市建築の発展と制御に関する提言」の「はじめに」は、

秋山宏委員長自身が執筆されたものであり、1）市場経済信仰

からの脱却、2）緑地の確保と社会制度、3）都市建築の制御、

市民参加の 3 つにまとめられている。

1）市場経済信仰からの脱却では、健康的で美しく真に豊か

な生活空間は経済性の追求のみでは得られないことを深く認識

し，市場経済の独走の弊害の除去に向けて社会制度を再構築す

ることが急務であると述べ、土地の私有制の制約としての法体

系を整備することや、車道に制限を加え、緑豊かな歩道を体系

的に整備することを提言している。2）緑地の確保と社会制度

については、良好な生活環境を維持する上で、緑地は欠かせな

いないものであり、緑地確保の財源を社会制度により保障する

ことを提案している。3）都市建築の制御、市民参加では、緑地、

公共空間を軸として豊かな生活圏を構築することや、今後は地

球環境に調和した生活空間の構築を目指す市民社会の形成に大

きく方向転換すべきであると述べている。

日本では自然の地形や地割が、都市空間の秩序を構成する基

盤となり、「自然環境」と「構築物」は対立的存在としてでは

なく、一体のものとして都市空間が構成されてきた。開発が進

んだ都市部では、建築を計画・設計する上で、コンテクストに

なる「地域の文脈」を見出しにくいと言われることが多いが、

長い時間をかけて築かれてきた地割や歴史・文化と言った地域

の「場所性」を見出すことが、個性ある都市空間を生み出す契

機になるだろう。特に東京は、江戸時代に河川改修を行いなが

ら開発が進められた場所で、自然の地形を踏まえた都市づくり

がなされてきた注 13）。2020 年東京オリンピック・パラリンピッ

クを目ざして東京は都市再編プロジェクトが進められたが、江

戸、東京が歴史的に形成してきた都市空間の秩序を再認識し継

承していくことが、将来の東京を魅力的な街にすることの基礎

になるであろう。
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