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6．中国都市の町並み

7．東京の都市型住宅
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間」「都市の地中海」ほか多数。



　今日は、住宅の在り方を、町並みとか都市

のコンテクストのなかでいろいろ考えてみた

いと思っています。

　じつはこの3月にも、法政大学の私の研究

室の学生諸君と南イタリアのレッチェという

素晴らしいバロック都市に調査に行き、本当

にいろいろな種類の町並みがあることを実感

しました。というのは、普通バロック都市と

いうと、街路がまっすぐ突き抜け、広場にオ

ベリスクが立ち、そこに教会がシンメトリー

に建つローマを思い浮かべます。こうした発

想が後のパリにおけるオースマンの都市改造

に大きな影響を与え、放射状の道路とか、壮

麗な都市空間を大規模なスケールで再編成し

ていく下敷きになったわけです。ところが同

じバロックでも、，南イタリアの踵の辺にある

レッチェという町は、地中海独特の迷宮空間

なんです。

　広場も非常に不整形で、道は迷路。その中

に17、18世紀のバロックの邸宅、住宅が入り

込み、都市構造をほとんど変えずに、じつに

演劇的で眼や身体を楽しませてくれる町並み

を生み出しました。この迷宮の中につくり出

されたバロックの町並みは、意外性に満ちて、

とても面白いものです。住宅建築には前庭、

中庭がとられ、そして街路沿いのバルコニー

など、舞台装置的な表情を付け加え、建築と

都市のつながりがうまく演出されているので

す。南イタリア独特のバロックであり、地中

海世界の長い歴史が生んだ一つのバロックな

のだと思います。

　今日は、私たちの研究室でこれまで調査を

行ってきたいろいろな町を比較しながら、住

宅というものが都市の中でどんな風に存在し

てきたのかということをお話ししたいと思います。
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ポンペイの住宅連続平面図
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　ヨーロッパの町を考えるなら、まずやはり、

古代の遺跡都市から始めたいと思います。ポ

ンペイと、その隣にあるエルコラーノ、そし

てローマ近郊にあるオスティアという高度に

都市化し集合住宅が発達した都市の3つを比

較すると、古代の住宅がいかにできていたか

がよくわかります。

　まず、ポンペイを見ましょう。この町は、

ヴェスヴィオ火山の南すそのゆるやかな斜面

という条件のよい場所につくられました。そ

こにローマ人がやって来て、ヘレニズム時代

から受け継がれた都市計画に基づき、都市を

拡大しました。短冊型の街区の中に、中庭を

うまく取り込んだ住宅が、ぎっしりと並びま

した。もともとは、小さなロットがずっと並

んでいましたが、表通りに面した有力家が

徐々に隣iを統合し、大きな邸宅となっていき

ました。その表通りに面した部屋は、道路側

に入口を付け替え、だんだんタペルナという

小さな店に転用され、一種の商店街が形成さ

れました。本当に賑やかな商店街では、馳 囎ｨ
の正面をフレスコ画でしばしば飾りました

（図1）。

　ポンペイの町には、じつは広場は限られて

いて、一般の住宅地にはありません。その代

り、交差点の街角が一種の広場の役割をもち

ました。共同の水道がつくられ、美しく彫刻

で飾られて、ちょっとした象徴的なスポット

となりました。そういう所に人々が集まる。

その角に、人の集まる飲み屋、タベルナが登

場する。こうして辻の空間が広場になったの

です。

　そして、家の内にとられた中庭、アトリウ

ムが、昼間は人の入れるセミパブリッ．クな空

間として使われました。

　フレスコ画で美しく飾られたこの人工的な

中庭空間であるアトリウムの奥に、緑をたっ

ぷり取り込んだ回廊の巡る中庭、ペリストリ

ウムがあります。こうしたポンペイの住宅を

ドムスと呼びます。公共的な街路と、性格の

違う2つの庭をとる住宅の組み合わせによっ

て、質の高い町並みが生まれています。

　隣のエルコラーノには、階級的には中産階

級、あるいは職人などが多く住み、多様な住

宅が並んでいます。2階も発達し、建築的な



複合化がより進んでいて、面白い町並みを見

せています。南下りの緩やかな斜面にあり、

道路を下ると、海に通じる市門に至ります。

町の南エッジには、海に開く大きな住宅が並

び、別荘のような雰囲気を見せています。

　少し内側の道路に面して、面白い住宅があ

ります。間口が狭く、奥へ長い敷地に建つ2

階建ての建物に店と少なくとも2戸の住戸が

入っており、集合住宅となっています。坪庭

を挟んで道路側と奥のそれぞれ2階に、2つの

住戸がとられているのです。道路側では、歩

道の上にバルコニーが張り出し、アーケード

をつくっています（図2）。

　ローマ近郊のテヴェレ川の河口にある遺跡

都市、オスティアは、次の段階へと大きく発

展した様子をよく示しています。初期には、

ポンペイと同様、平屋のドムス型住宅が広く

分布しましたが、都市の経済発展にともない

再開発を繰り返し、高層化して、4、5階建て

のインスラと呼ばれるアパートが数多くっく

られたのです。となると、街区めいつぱいに

大きな住宅が建つようになり、中庭は採光、

通風のために少し残すものの、外側の街路に

向けて、どんどん開口部を設けるようになり、

町並みの表情も大きく変わりました。1階の道

路側にはすべて店が並び、活気を生んでいま

した。店舗の上にロフトのような中2階がで

き、ここで寝泊まりもできました。その上に

心証分の住宅がのっていたのです。1階が飲み

屋で上が住宅、あるいは1階が公衆浴場で上

が住宅といった、現代風の複合的な建築も存

在しました。こうして古代の都市は、プリミ

ティブな平屋の中庭型住宅から、高層の複合

的な集合住宅まで、一回り経験したといえま

す。都市型居住の可能性がいろいろ試されま

した。

　現在のイタリアの町の中で、そういう古代

の中庭をうまく受け継いでいるところがいく

つかあります。その典型がコモです。古代ロ

ーマ人がリゾート地として使った、美しいコ

モ湖のほとりの町で、古代の碁盤目型の町割

りを残しています。その街区の中に、中庭を

うまく取り込みながら、集合住宅化して現在

まで至っているという系譜が、この町の随所

に観察できます（図3）。

　こうした中庭は、うまく使うと大変効果的

です。セミパブリックなスペースとして人々

に開放し、そこにブティックなどの店を入れ

て、洒落た賑わいのある空間になる。あのミ

図2　エルコラーノの2家族用住宅

図3　コモの中庭型住宅
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一⊥図4　ウルの中庭型住宅難　紀元前2000年

ラノの人気スポット、モンテナポレオーネ通

りでも、時代はやや新しいですが，歴史的な

中庭型集合住宅をうまく活用しているのです。

　じつは、も．つと地中海世界の古代の中庭を

綿々と受け継いでいるのが、アラブ・イスラ

ム圏なんです。イラクに、紀元前2000年前

のウルという有名な遺跡都市がありますが、

複雑に巡る街区の中には、中庭型の住宅がぎ

っしり詰まっています（図4）。しかも、プラ
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イバシーを守るために、クランクして入れ、

外から覗かれない。じつは、アラブ圏ばかり

か、中国も沖縄も、古い文明をもっところは、

そうやって家族の生活を守っています。とい

ってもそれはヨーロッパが近代に生み出した

個人個人のプライバシーではなく、家族のも

のです。

図5　マラケッシュの住宅群

図6　ダマスクスの旧市街の構成
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図7　ダマスクスの典型的な中庭型住宅
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図8　噴水とイーワーンのある中庭
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　綿々と続いたこうした地中海的な住宅地の

構成を、マラケッシュでも調べました（図5）。

その旧市街、メディナでは、空間の秩序はむ

しろ住宅の内部にあり、中庭の美しさに目を

奪われます。タイルで床と墓参が装飾され、

中流以上の家では、柱廊を巡らします。幾何

学的でシンメトリーを追求し、明快な秩序を

もっています。中庭は、上方に開いているの

で、閉じているわりには、解放感があります。

外へ出ると、迷宮のようですが、これもよく

計算され、所々トンネルがかかってよそ者が

入りにくくなっていたり、光と影の効果がう

まく演出されています。アイストップの位置

に公共の泉や装飾された門の扉がとられ、歩

く人の心理、気持ちをよく考えてできています。

　ダマスクスも代表的なアラブの町です。格

子状につくられた古代の計画都市をイスラム

時代にアラブ的に変容させてできた迷宮性を

もった町です。大モスクのまわりに広がる商

業ゾーンには、無数の店からなるスーク（バ

ザール）と隊商宿であり取引センターである

ハーン、あるいはキャラバンサライなどが並

びますが、そのすぐ裏手には、複雑に道路が

巡る住宅地が続きます。しかもほとんどの家

が中庭型です（図6）。

　袋小路も多く見られますが、その奥には、

ダマスクスの場合、比較的小さな家が集まっ

ています。これは町によって異なり、メイン

ストリート沿いに立派な家がくるというのが、

ダマスクスの特徴です。しかし、町並みをそ

んなに豪華に飾るわけではありません。やは

り、むしろ内部を美しい空間にします。

　典型的な中流の住宅を見てみましょう（図

7）。クランクして入り、中庭に出ます。北側

に開くアーチで飾られたイーワーンという象

徴的な空間があります。もともとはペルシア

起源ですが、シリアに入ってきて住宅の中庭

に多く使われました。これは夏の戸外のリビ

ングルームで、そこに家具を置いたりもしま

す。家族の団樂も客のもてなしも、ここで行

われます。中庭の真ん中で、イーワーンの正

面にあたる位置に噴水が置かれ、見た目にも、

サウンドスケープ的にも、涼しげな印象を与

えます。物理的にも気化熱を奪って涼しくし

ます。冬のリビングルームは反対側の位置に、

南向きにとられます。中庭は大理石でペイブ

され、半分インテリア化しています。居心地

のよいミクロコスモスが、中庭を中心に生み

出されているといえるのです（図8）。



　同じような地中海の空気、あるいは遺伝子

をたっぷり吸い込んでつくられてきたのが、

ヴェネツィアです。実際、東方との交流も強

かったヴェネツィアは、ヨーロッパ的な町並

みをつくる原理と、アラブ世界とも通じる地

中海、オリエントの原理とがないまぜになっ

ている都市だと思います。町の中心、サン・

マルコ広場の周辺のつくり方を見ても、それ

がよくわかります。海に向かって、幾何学的

な秩序をもった正面玄関を見事につくる。そ

の一方、広場の背後には、複雑な迷宮を潜ま

せています（図9）。

　ヴェネッィァは、計画性がどういうレベル

で働いていたかを見るのに面白い対象です。

計画面は確実にありました。まずカナル・グ

ランデは、半分計画的、人工的で、半分自然

の流れそのものなのです。ゆるやかな水の流

れをうまく読み込みながら人間が整備してい

った半人工、半自然の運河なのです。

　そして、海に開く位置に、サン・マルコ広

場をつくりました。これは明らかに計画的で、

意図的です。一方、カナル・グランデのなか

ほどに、ちょっと小高い土地を利用して、古

くからの商業センター、リアルトをつくった。

これも計画的なものです。こうして2つの中

心を適切な位置につくって、海に開く発展可

能性をもった町ができたのです。

　あとは、寄せ木細工のように小さな島が並

び、全体としてきわめて有機的な都市構造を

示しています。どこも不規則な形をしていま

すが、その中にも、長い経験をいかした秩序、

あるいは理にかなった原理が存在し、その意

味では計画面もあったといえます。それを読

み取りたいと思うわけです。

　ここでも中庭型の住宅が発達しました。コ

ルチと呼ぶ中庭が、いろいろな段階を経て洗

練されていきました。運河の側にも陸の側に

も、ヴェネッィア独特のファサードの構成を

もち、公共空間を美しく飾り、内部には家族

の豊かな戸外空間としてのコルチを内包して

います。

　この町では、変則的な敷地が多かったこと

もあって、柔軟なプランニングのセンスが大

いに発達しました。15世紀のパラッツォ・ヴ

ァン・アクセルはとくに面白い例で、運河が

図9　1500年の鳥鰍図に描かれたサン・マルコ広場周辺

歪んだT形に交わる変則的な敷地に、

2家族が上下に重なって住む邸宅を実

現しています。コルチが2つとられ、

それぞれ水と陸からの入口をもち、外

階段で生活空間にアプローチします。

2家族とも、互いに顔を合わせず、独

立した動線をもち、それぞれワンフロ

アー全体を使い、ヴェネツィアの住宅

の形式を確保しながら住むことができ

ました（図10、11）。

　このパラッツォも、外の運河に面し

て美しく飾った外観をもち、同時に、

内部に居心地のよい落ち着いた中庭を

確保して、すぐれた都市型の住宅の在

り方を示しています。中庭には、水

1撃

図10　パラッツォ・ヴァン・アク
セルの外観

図11パラッツォ・ヴァン・アクセルの中庭

（貯水槽）と緑がとられ、地上に楽園を実現す

るというアラブの発想とも通ずるような感覚

を見てとれます。ただ、アラブ・イスラムと

違って、生活のフロアーが2階にくるため、

中庭で家族の日常生活が繰り広げられるとい

うことはありません。

　ヴェネッィアでは、こういつたコルチをも

つ住宅タイプが確立し、町のどのような場所

にも建設されるようになりました。立て込ん

だ中にも、ある種の快適性とプライバシーが

保証され、そして外に対してパブリックな顔
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の地図

図13　アイストップの位置にある

マリア像

図14　「天国のカッレ」の商店街

32

をもつすぐれた都市型の住宅がこの

町に発達したのです。

　アラブ世界の住宅には、公的空間

を意識する発想は少なく、西欧的広

場は発達しませんでした。むしろ、

商業空間や公共空間から遠い所に離

して、落ち着いた家族のための住空

間をつくるというのが、基本的な考

え方でした。ヴェネツィアは、ヨー

ロッパの代表的な都市として、華や

かな広場に顔を向ける邸宅をもつ一

方、中庭にアラブ的な豊かなミクロコ

スモスをもつ、という贅沢な町でした。

　この町の代表的な広場の一つ、カ

ンポ・サン・ボーロを見てみましょ

う（図12）。歴史的にもさまざまなパ

フォーマンス、祭礼、催物が行われ、

現在もなお、映画祭のさいに野外映

画館ができるなど、面白い使われ方

を見せる広場です。ここにも教会が

ありますが、広場というのは漠然と

つくられるということはありません。

必ず重要な、公的な建物があり、そ

の周りに広場が切り取られ、ほかは

できるだけ切り詰めながら、道も狭

くします。光も射さないような路地

から、明るく眩い広場に踊り出ると

いうことになります。こうして光と

闇のコントラストの強い都市が生ま

れました。

　しかし、路地も快適に歩けるよう

に工夫されています。突き当たりの

アイストップの位置に、マリア像が

祀られているのも、その典型です。

ほんのり明るく照らし出され、街角

にちょっとした象徴性を生んでいる

のです。サン・ボーロ広場から入り

込んで、ヴェネツィア大学の日本語

学科へ至る迷路の途中にも、素敵な

マリア像があります（図13）。

　近代の都市空間というのは、どん

どん均一化し、見通しのきく空間を

つくりました。それに対し、中世の空間とい

うのは、歩く人、生活する人の心理、体のリ

ズムを考えてつくられたし、社会組織を意識

して分節化されていました。とくに、古い文

化を根底にずっと受け継いできた地中海世界

の都市空間というのは、どこまでも均一に続

く空間を嫌います。分節し、結界をたくさん

まちなみ大学講義録3

設ける。誤るいは中間領域を多くっくる。セ

ミパブリック、あるいはセミプライベートな

空間が多いのが地中海世界の特徴なのです。

車のない時代だったからこそ、それが可能だ

ったわけで、ですから現在、また古い中心か

ら車を締め出そうというのもうなずけます。

町を歩いて回る楽しさ、価値を人々が再認識

しつつあります。

　いかにもヴェネツィアらしい14世紀の商店

街があります。運河を橋で越えると、可愛ら

しいアーチのゲートを潜って、「天国のカッレ

（路地）」と呼ばれる商店街に入ります（図14）。

1階はすべて商店で、2階に住宅がとられてい

ます。といっても日本の町家のように店で働

く人が上に住んでいるわけではありません。

2階は方言では「バルバカー二」と呼ぶ木の

キャンディレバーで張り出し、街路に独特の

表情を生んでいます。ここは、そのまま継続

して営業しているたぶん世界最古の商店街の

一つと言ってよいでしょう。しかも、両側の

店舗群の背後にはそれぞれ、搬入にも使える

狭い道がとられています。都市の空間コンテ

クストを巧みにいかした優れた商店街です。

　私が昔、留学していた頃、よく出掛けてい

って調査をしていた南イタリアのチステルニ

ーノを次に見てみましょう。城門を潜って町

に入ると、真っ白な家がぎっしりひしめき、

まるで雪の造形の世界に来たような錯覚に陥

ります。石灰岩を積んでできた数階建ての建

物の表面はすべて、石灰で白く塗られている

のです。一見、ヴァナキュラーで秩序がない

ように思えますが、じつはなかなかうまくで

きています。

　もともとは、城壁の巡るこの町は、2つの

門のみで外の世界とつながっていましたが、

近代になって、いくつか新たな門をぶち抜き

ました。袋小路が多いのが特徴で、南イタリ

アの多くの都市に共通しています（図15）。そ

の内部にヴィチナートという近隣のコミュニ

ティが成立し、セミパブリックな空間を共同

で使いながら、賑やかな生活が営まれていま

した。日本のかつての下町の路地裏の世界と

も共通する面が見られます。この袋小路（ク

ルドサック）の空間がなかなか格好よいので

す。外階段がいくつも立ち上り、2階のバル



コニーと結んでいます（図16）。壁面線も変化

に富んで、ヴァナキュラー建築ならではの面

白さを表現しているのです。このような小さ

な町は、もともと農業をベースとするいわゆ

るアグロタウンというもので、都市ではあり

ません。昼間は住民の多くは、外へ耕作に出

てしまうので、あまり大きな家はいりません

でした。地主のために働いていましたから、

大きな農具はいらず、寝に帰るだけでした。

基本的に穴蔵のような住宅で、もともとは多

目的のワンルームから出発し、だんだん奥へ

寝室を伸ばしました。

　それぞれの家は小さくとも、居住性を高め

るため、外の袋小路をうまく活用してきたわ

けです。幾つもの住戸が袋小路にのみ開いて

集合しています。袋小路がちょうど、共有の

中庭のような役割を果たしています。

　もう一つ、いかにも地中海的なプロチダ島

の漁師の町をみましょう（図17）。ナポリの沖

に浮かぶ島で、カラフルなスタッコが塗られ

た民家が、急斜面にセットバックしながら高

密に集合し、じつに迫力ある景観を見せてい

ます。今は水際は護岸整備がされていますが、

かつては砂浜が続いていたはずです。1階には

艇庫があり、船を入れている。外階段で上が

って、第2のレベルに達します。1階の住宅の

屋上が、2階の家にとってのテラス状の前庭

になっています。さらに外階段を上ると、ま

た第3レベルの住宅の前庭に至ります。とい

う具合に、外階段やテラスを活用して、いさ

さか迷宮状の斜面空間をどんどん上っていく

のです。すべての家が海に開き、眺望がよく、

また女房達は亭主が船で帰ってくるのを見る

こともできます。もちろん海の側か

ら見た景観は、じつにダイナミック

な美しさをもっています。

　このような斜面をうまく活用し、

ダイナミックな建築や都市の空間を

つくるのは、地中海世界の古代から

の特色で、ヘレニズム時代のペルガ

モンなどの神域やローマ時代のパレ

ストリーナなどの都市空間に典型的

に見られます。

　これまで見てきた南イタリアの庶

民の住宅は、前面にのみ開く、事実

上穴蔵のようなものでしたが、斜面

にできた正真正銘の洞窟都市という

　　じ　セ
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騰
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…

図16　外階段から立ち上がる袋小路

のも、地中海世界に多く分布します。有名な

のはトルコのカッパドキアですが、最近まで

住んでいた迫力を今もひしひしと感じさせる

のは、南イタリアのマテーラです。渓谷の東

南下りの斜面に発達した高密な居住地は、サ

ッシと呼ばれます。先史時代から天然の洞窟

の中に人々が住んできた歴史があり、そこに

8世紀頃からビザンチンの修道士たちがギリ

シャ本土から逃れてここへやってきました。

修道院をつくり布教し、農民たちを周りに集

図17　プロチダの漁師町
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図19　再生事業が行われた庶民住宅群　ボローニャ
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めて、町が徐々にできていく。そのあとがそ

っくり残っているのです。さきほどのプロチ

ダの漁師町といっしょで、セットバックしな

がら、何層も重なって住居が連なっていきま

す。1層目の家の屋根の上は、2層目の家の

人々にとって前庭であり、道路でもあります。

どの家も採光や通風には恵まれ、眺望も楽し

めるのです。

　内部は、チステルニーノの家とあまり変わ

らず、多目的のホールがあって、入口の脇に

水廻り、台所があり、奥に寝室がとられる。

天然の洞窟を利用したタイプも、人工的に掘

ったタイプも、地上に建設したタイプも、同

じような内部構成を示すというのが興味を引

かれます。

　次のステップとして、だんだんクルドサッ

まちなみ大学講義録3

クをつくっていきます。斜面の地形を利用し

て、奥の方に洞窟住居をとり、その手前の地

上に家を建て、中庭あるいは袋小路を囲う形

をつくり出します（図18）。こうしてヴィチナ

ートの共有空間が生まれ、10家族ほどが緊密

な付き合いをしながら、住んでいました。近

代の衛生思想のため、戦後、人々はサッシの

洞窟住居から立ち退かされ、新市街に移り住

みましたが、その後、文化財としての価値が

強く認識されるようになり、世界遺産にも指

定され、再生への活動が始まっています。

　次に、目を中北部のイタリアへ向けましょ

う。昔から豊かな地域であり、近代化を早く

成し遂げましたし、近代化への反省も早く行

い、ポスト工業化社会の生き方を求めて方向転

換を見事に実現してきました。その代表的な町

であるボローニャを紹介したいと思います。

　現在、イタリアで最も豊かな都市の一つと

される所で、地場の伝統技術の蓄積を生かし

た工業が活発ですし、豊かな農業地帯を控え

ています。グルメやファッションの町でもあ

ります。世界一古い大学があり、若者の数も

多い活気のある町です。そして歴史地区（チ

ェントロ・ストリコ）が魅力をもっています。

　しかし、戦後、都市はどんどん拡大し、郊

外にスプロールしました。公共的な住宅建設

の投資は、すべて郊外開発、ニュータウン建

設に向けられていました。逆に、古い歴史地

区から人々が外へ転出し、都心が空洞化して

いきました。ところが、ボローニャはそのこ

とを70年代の初めにいち早く反省し、郊外に

公営住宅を建設していた資金を歴史地区の修

復再生の事業に振り向けることを実現したの

です。それが大成功し、人々が戻ってきまし

た。こういう政策がイタリア各地で、そして

ヨーロッパで手本となり、歴史的都市の保存

と住宅の修復再生事業とが一体化する道が開

けました。

　ボローニャで住宅再生事業が行われたのは、

中世の第1城壁と第2城壁の間のゾーンで、3

階建て程度の庶民のタウンハウスが並んでい

るところです（図19）。街区はおおむね規則

的につくられ、ほぼ均等に敷地が割られまし

た。街区の内側には空地がたっぷりとられ、

それぞれの敷地の背後に菜園や庭がつくられま

した。

　どの住宅も間口が狭く、奥に長い構成をと

り、数家族が住んでいるものです。道路側に

ポルティコをもつのが特徴で、町並みにリズ



ムを生んでいます。17、18世紀の史料にも、

ポルティコをもち、間口が狭く奥に長い住宅

の様子が見て取れます。背後には菜園があり、

自然も取り込まれていました。もともとは1

家族1軒だったのが、次第に集合住宅化して

いきました。上にも背後にも、増築が進みま

した。ポルティコがあるかどうかは、地域に

よりますが、このような住宅内部の構成は、

中北部のイタリア都市にほぼ共通しています

（図20）。

　ボローニャ市は、こうした住宅群を徹底的

に調査し、数ブロックにわたる広い範囲を一

緒に再生する事業を展開したのです。ローコ

スト住宅で、修復再生のコストも低く抑えら

れてはいましたが、住み心地よく内部が改造

され、地域暖房も導入されました。70年代に

こうした公共事業がうまくいったので、その

後は、民間ディベロッパーも同じように古い

住宅群を再生し、より付加価値をつけて供給

するようになっています。

　さらにヨーロッパの北の方に行ってみまし

ょう。まずは、ベルギーのブルッへ（ブリュ

ージュ）です。雨の多い北の国だけあって、

勾配の大きな屋根が特徴で、その妻側を正面

とし、鋸の歯のようにいくつも連なる独特の

景観が印象的です。大きな屋根裏の空間がと

れるので、そこを倉庫にし、上部に設けた滑

車で荷を引き上げるのです。ベルギーばかり

かオランダ、そしてドイツにも、このような

町並みが見られます。

　幾筋もの運河に沿って、こうした住宅を建

設したのが、アムステルダムです。中世から

核ができていましたが、17世紀に都市計画に

より大規模に拡張され、運河と道路の対が幾

重にも繰り返される見事な都市構造が出来上

がりました。街区は整然とした形をとり、背

割り線が通り、撒地も均等に割られました。

運河沿いには、ニレの並木が植えられ、近代

の先取りとして注目されます。

　間口の狭い奥へ長い建物が妻を運河に向け

て並ぶ構成をとります。従って鋸の歯のよう

な独特の町並みが生まれるわけですが、古く

は、アムステルダムの住宅もハーフティンバ

ーの構造をとっていました（図21）。火災を経

験した後、煉瓦造に置き換えられていきまし

図20ポルティコ（アーケード）のある町並み（18世紀前半）パドヴァ
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図21　アムステルダムの運河沿い立面（18世紀後半の版画より）

図22　パリの住宅断面図G9世紀中頃）

たが、16世紀までは、ハーフティンバーの家

がずいぶんあったようです。やがてバロック

の様式をとる華麗なものもでてくるようにな

ります。隣の敷地と統合して倍の間口、ある

いは3倍の間口をもつ大きな建物が登場して

きます。初期には1家族用であった住宅も、

集合住宅化しています。

　集合住宅化した大規模な建物は、19世紀の

　　　　　　　　第14回住宅タイプと町並みの比較 35



ヨーロッパ都市の町並みの大きな特徴です。

ミラノでも、ローマでも、フィレンツェでも、

その時代にできた広い街路に面する集合住宅

が現在、人気があります。並木もあるし、車

も使いやすいし、天井も高く、装飾的で美し

い。その外側に展開していった近代のアパー

トやニュータウン、新興住宅地は戦後人気を

持っていましたが、今はむしろ、中心部の方

が人気が高いのです。

　19世紀中頃のパリの集合住宅での住み方を

描いた面白い絵があります（図22）。オース

マンの大改造が行われた頃に登場する都市型

のアパートですね。このような建物がブール

バールにずらっと並びました。当時はまだエ

レベーターがないので、2階がメインフロア

ーです。従って、バルコニーがあって貴族が

住んでいる。1階は門衛の家族。3階はブルジ

ョア。4階は庶民。最上階は貧しい家族や志

は高いが売れない画家。雨漏りがするので、

傘をさしています。20世紀に入るとエレベー

ターがつくので、今では、屋根裏が人気があ

るという現象も見られます。

　このように一つの建物にさまざまな階層が

住み、公共空間、街路を飾るという都市に住

むスタイルを歴史的につくり上げました。オ

フィスの割合がふえているとはいえ、今もこ

うした建物の内部には大勢の市民が住み、パ

リらしさを生んでいます。

　ウィーンにも、19世紀にいい町並みができ

ました。中世の不規則な市街の外側にとられ
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図23　リンク・シュトラーセの住宅群
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ていた広大な空地を計画的に埋めて、環状道

路（リンク・シュトラーセ）が実現し、その

まわりに立派な集合住宅が次々に建設されま

した（図23）。住宅はどれも街区の表に面し

て顔を向け、内部に動線用と通風、採光のた

めの中庭をとっています。街区型、あるいは

囲み型の集合住宅といえます。こうしてエレ

ガントな町並みが生まれました。このような

住宅がヨーロッパ都市の都心居住を支えてい

ます。

　それに対して、イギリスで生まれた田園都

市の系譜があり、郊外に独立住宅を建設して

いきました。それがアメリカに渡り、豊かな

郊外住宅地をたくさんつくりました。この系

譜が世界のもう一つの住宅の主流をつくった

わけで、とくに日本の場合、武家屋敷をよし

とするメンタリティがありましたから、戸建

ての住宅が大いに広まることになりました。

逆にヨーロッパのような都心に住む形式が、

残念ながら育ちませんでした。

　このへんで、アジアの都市として、北京を

見たいと思います。ここには、紫禁城を中心

に城壁で囲われた都市がつくられました。16

世紀の明代に、南に城壁を拡大し、外城の地

区を形成し、そこに漢民族が移されました。

以来、そちらに賑やかな商業ゾーン、盛り場

が発達することになりました。旧来の内城に

も、南北のメインストリートに沿って商業軸

ができますが、基本的には閑静な住宅地が多

くっくられました。

　北京には、有難いことに、1750年頃に描か

れた詳しい地図（京城全図）が残されており、

住宅の中庭の数、間口の大きさ、階数もすべ

てわかります。これを活用して、現在の町並

みを徹底的に調べました。北京を復元したわ
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図24　四つの中庭をもつ四合院住宅．



けです。思った以上に四合院住宅が残ってい

ました。通過交通の少ない東西方向の落ち着

いた道路に面して、四合院住宅が連なります。

外に対しては閉鎖的で、門によって格式を表

現しています。どこか日本の旗本屋敷などに

似ている感じがします。風水上、南東側に寄

った門を潜り、いっぺん鍵型に折れ曲がって

内部に入ります。内部は日本の屋敷と異なり、

中庭型の構成をとります。大陸的であり、ア

ラブ都市、あるいはポンペイのドムス型住宅

とも相通ずる性格をもっています（図24）。

　敷地を奥へどんどん伸ばし、中庭をいくつ

もとる形式をもちます。中庭には緑も多く、

家族のプライバシーが保証されていますから、

かつて自由に外出できなかった女性達ものび

のびと過ごすことができました。1949年の解

放後、そして文革の時代に、もともとの所有

者が追い出され、多くの家族が入り込みまし

たので、分割され、居住条件はかなり悪化し

ているのが実情です。

　こうした専用の住宅に対し、外域地区には、

日本の町家にも似た、店と住いが一体化した

商人の家が多く見られます（図25）。日本の

町家と比べると、平入りの建物の奥行きが小

さく、幾つもの棟を連ねて、奥へ伸びる形を

とります。長い木材が手に入りにくかったこ

ともその理由だったでしょう。四合院住宅の

中庭を囲うどの面の建物も奥行きは浅く、小

さいユニットで構成していくというコンセプ

トにおいては共通しています。

　店舗と住いが一体化し、職住が組み合わさ

れているというのは、ある時期以後のヨーロ

ッパには見られないことです。伝統的な商店

建築では、屋根が外観上重要でしたが、近代

に西洋化するにつれ、日本と同様、いわゆる

看板建築化していきました。洋風を模したデ

ザインがこうして取り入れられました。内部

の構成にも、興味を引かれます。さすが四合

院を伝統とするだけあって、近代の商店建築

には、アトリウムのような中庭が積極的に用い

られました。建築的にも大変豊かな空間です。

　我々はかつての遊廓の建築も実測すること

ができました。今は分割され、住宅となって

いますが、往時の洗練された建築のつくりを

十分感じとれます。やはり中庭を囲う形式を

とり、周囲に2層の回廊が巡ります。そのま

わりに小さな単位の住戸が数多く配され、遊

廓の個室になっていたのです。共有の階段が

中庭のコーナーに4つとられ、プランニングも

なかなかうまくできています。

　中国都市の住宅建築で忘れられないの

が、上海の里弄です（図26）。一種の団

地のような存在で、数個所の門からその

内部に入る形をとります。路地をシステ

マティックに巡らしながら、見事な全体

の配置計画を示しています。それぞれの

路地に面して、住戸が数個ずつ並びます

が、前庭を囲う三合院、二合院などの伝

統的な構成を簡略化しつつ取り入れ、壁

を共有して集合住宅化しています。19

世紀後半からどんどんつくられました

が、1920年代の素晴らしいデザインの

ものが旧フランス租界などに、今もたく

図25　平屋と2階建ての典型的な店

舗併用住宅

さん残っています。現在、やはり複数の家族

で分割され、住環境は悪化していますが、も

ともとの建築はたいへん質の高いものでした。

急速な経済成長を迎えた今、こうした特徴あ

る里弄が少しずつ姿を消しているのが惜しま

れます。

　最後に、都市に住む系譜が近代の東京

でどのように変遷したかを見ておきたいと

思います。昭和の初期までは、都市型の住

宅を発展させていきましたが、その後、完

全に停滞し、都市に住む文化が育たなくな

ってしまったと考えられます。

　イタリア留学から戻ってすぐ、法政大学

芋築学科の中に、「東京のまち研究会」を

つくって、学生達と東京の調査を始めまし

た。ちょうど20年前のことです。最初に

取り組んだのが、下谷・根岸という伝統を

よく残す地区で、ここで町家、長屋、武家

屋敷の流れを汲む独立住宅、そして農家か

ら展開した近代住宅など、さまざまな住宅

の系譜を調べることができました。生きた

住宅の野外博物館のような地区でした。

　もとの日光裏街道にあたる金杉通りに面

して、明治から昭和初期の町家が並んでい

ます（図27）。

　伝統的な和風の町家タイプ、1階の店の

上に従来の伝統的な庇に代わって、ベラン

ダを付けるタイプ、さらには銅板やモルタ

ルで被覆した垂直の壁面を立ち上げる、い

わゆる看板建築のタイプなどが登場す

る様子がよく見てとれました。その裏

第14回住宅タイプと町並みの比較

図26　上海の二二

臨」　　　　／ ∴欧蹄磯熟一

図27　明治の町家
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図28　昭和初期の長屋

住宅をシンメトリーに3棟並べた昭和初期の

ミニ開発の例、角入りで45度に振って玄関を

とり、奥にパティオをもつモダンな民間のア

パートメントハウスなど、どれも目を奪うも

のばかりです。

　このような都市に住むスピリット、センス

を感じさせる住宅は、どれも大正から昭和初

期のものばかりで、戦後のものはむしろこう

した歴史的蓄積を壊す傾向にありました。近

年の表通りに登場している高層マンションな

どは、その最たるものです。都心居住を進め

るにふさわしい中層の都市住宅の型をつくり

出していくことが、今後ますます必要になっ

ていると思います。世界の事例から、あるい

は日本の近代史からも学びつつ、専門家の皆

さんがいろいろなアイデアを出して下さるこ

とを期待しています。

図29　明治の木造洋館
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手に路地が引かれ、裏長屋がぎっしり配され

ています。明治には平屋でしたが、大正期か

ら2階建てになって部屋数を増やし、さらに

ガス、水道を各戸に入れたことで、従来は路

地側にあった台所が裏手にまわり、玄関脇に

しゃれた部屋をとることができるようになり

ました。その前面には格子がつき、前栽がと

られ、路地の環境がずっとよくなりました。

庶民の生活環境が大いに向上したといえます。

　昭和初期の長屋はなかなかうまくできてい

ます（図28）。表に町家、裏に路地と長屋を

配する敷地単位は、奥行き20間で徳川幕府の

手で計画されたものがそのまま今に受け継が

れているのです。その背後にぐ聖域として神

社や寺が潜んでいるのも、日本の町らしい特

徴です。小野照崎神社には富士塚があり、山

開きの日には人々がその頂上まで上る祭礼を

行います。

　旧街道の西北裏手には、根岸の里の屋敷地

が広がっています。バブル経済で壊される以

前には、立派な屋敷がずいぶん見られました。

塀で囲われ、格式のある門があります。住宅

のプランとしては、接客用の部分と家族の日

常を分け、つなぎの位置に玄関、入口を置く

のが特徴です。

　この区域には、伝統を踏まえながら西洋化

を貧欲に取り入れた面白い住宅がたくさんあ

ります（図29）。和館の隣に木造の堂々たる

洋館を併設している屋敷、玄関脇に立派な洋

館風の部屋を付けた家、急勾配の屋根をもつ
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