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バルセロナにおけるパティオ再整備の取り組みから

政策研究大学院大学　文化政策プログラム助手

阿部大輔

クリノド都市　バルセロナ

　印象主義の流れを汲む画家で、若

き日のパブロ・ピカソにも影響を与

えたラモン・カサスによって描かれ

た一枚の絵画がある。「テラスにて」

と名付けられたその絵は、拡張地区

にある邸宅の静かなパティオ（中庭）

を舞台に、紳士と婦人が午後のお茶

を楽しみながら、うたた寝する様子

を描いている。

　スペインの多くの都市は、中世か

ら続く旧市街地の外側に、整然と区

画された市街地を有する。スペイン

語ではエンサンチェ、カタルーニャ

語ではアシャンプラと呼ばれるこう

した拡張地区は、主に19世紀中葉か

らの急激な人口増加への対応策とし

て計画、事業化された結果、形成さ

れた。なかでも、国内で最初にプラ

ンが作成されたバルセロナの拡張地

区は、その計画理論、建設プロセス、

そして実際の市街地の広がりといっ

た点で、きわめて特殊である。現在、

拡張地区の総面積は約750haにおよ

び、地区の総床面積は2，400万㎡、

住民数約24．6万人、2万の地区商店、

6．5万台分の駐車スペースを有する、

市内でもっとも居住密度の高い地区

となっている。また、地区内の住戸

のうち、61～90㎡の規模の住宅が約

47％、91～120㎡の住宅が約24％を

占める。市内の他地区と比べて、住

戸規模の大きな地区でもある。また、

多くのオフィスやブティックが軒を

連ね、アントニ・ガウディのミラ邸

やバッリョ邸、サグラダ・ファミリ

アなど多くの名建築が立地するな

ど、まさにバルセロナを代表する地

区となっている。

セルダのユートピア

　バルセロナの拡張地区の都市風景

は、都市形態的には単調な113m四

方の住宅ブロックの反復と、建築形

態的にはじつに多様な各建造物と、

用途の混在が生み出す街路の賑わい

とによって、おおよそ規定されてい
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図2　セルダによるバルセロナ拡張計画（1859）。1858年に開催されたコンペ
でセルダの案は落選したが、中央政府の意向により最終的に採用された。都市
を横断するグラン・ビア、西から海岸へと達するディアゴナル通り、港から南

北軸を形成するメリディアナ通りの3本の幹線道路が設計され、それぞれ50～

60mの幅員が付与された

図1　バルセロナの旧市街と拡張地区。街路形態およびスケー

ルの違いが明らかである
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る。まちなみの構成は直線が支配的

であり、旧市街を歩いているときに

感じるような路地裏の感覚はほとん

どない。

　こうした独自の都市形態は、1859

年に土木技師イルデフォンソ・セル

ダ（Ildefonso　Cerda）が作成した

拡張計画案に沿ってつくりあげられ

てきた（図1、2）。都市を構成する第

一の要素として「街路」（vias）を

定義し、「街区」は街路の間（intervi

as）に存在する副次的な要素と捉え

た、世界的に見ても非常に特異なプ

ランである。

　交通流をよりスムーズにするた

め、交差点にある街区に対して斜め

450の隅切りを施し、街区の側面は

道路幅を除いてl13mに寸法された。

最適な採光・日照、通気を確保する

ために、原案では街区の二側面のみ

に建設を制限し、建造物の高さも4

階建て16mに設定された。その後、

街区の配置の再検討により、建：造物

がL型もしくはU型に配されるこ

とになったが（図3）、いずれの配置

パターンでも、そこで囲まれた空間

が街路に対して開かれた公園緑地と

なるはずだった。セルダの原案では、

「建設可能な面積」が28％、「街路面

積」が30％、「公園面積」が42％と

いう表面積の配分が構想されていた

（註1）。

　セルダは、都市のアメニティの成

否をこのパティオの実現に託した感

があった。しかし、さまざまな経緯：

から彼の構想したユートピアは路線

の変更を余儀なくされる。1891年の

段階ですら、建坪率は73％、建物高

さは6階建て22mにまで緩和され、

最終的に一型の囲み型ブロックを形

成することが決定された（図4）。結

果、市街地建設の開始直後から増築

が相次ぎ、街区の実際の建築容積は

最終的に当初の約4．4倍にまで膨れ

あがってしまう（図5）。本来はパテ

ィオとなるべき街区内側の空間に

も、4～5m程度であれば建設が認

められたのである。こうした街区の

超過密化は、住環境の質を左右する

オープン・スペースを侵食し、やが

てその大半を消失させてしまう。結

果、バルセロナのまちなかは、公園

緑地に乏しい空間という評価が一般

的に定着することになった。事実、

バルセロナ市の緑被率の平均が住民

1人あたり6．18㎡であるのに対し、

拡張地区のそれは依然として1．86㎡

に過ぎないのである（註2）。

住環境再生への動き

　都市再生へ向けたバルセロナの取

り組みは、まずは環境悪化が誰の目

にも明らかだった旧市街の再整備か

ら始まり、その後、同じく歴史的都

心である拡張地区へと向かう。拡張

地区は旧市街と異なり、廃屋や空き

家がほとんどなく大規模な取り壊し

によるオープン・スペースの創出や

住宅街区の新たな建設が望めない。

そうした都心部において、よりよい

住まい空間を実現するために、街区

の空間的な中心にありながらもその

意義を失い低利用の状態にあったパ

ティオ空間の再利用が着目されたの

だ。

　パティオの再整備は、1986年から

大々的に展開されたファサードの改

修を目的とする「バルセロナよ、お

めかししよう」（”Barcelona，　posa’t

guapal’）と名付けられた一大キャン

ペーンと併行するように（註3）、19
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図3　街区と街路の設計図。各建造物
から直接アプローチできるよう、中庭

の形態が工夫されている
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88年から本格的に着手された。

　まず、現在でも効力を持つマスタ

ープラン（1976年制定）において、

それ以前の建坪率73％・高さ24．4m

の規制から、建蔽率70％・高さ

20．75mへと拡張地区の街区のダウ

ンゾーニングが提案された（図4を

参照）。これにより、ほとんどの街

区が既存不適格扱いとなった。

　そして、拡張地区の修復および改

善へ向けた条例が1986年に策定され

る（図6）。この条例の特徴は以下の

二点にあった。第一に、街区を構成

する既存建造物の建て替えもしくは

大幅な改変の際に、パティオの再整

備を義務づけたことである。街区内

側に建て詰まっていた施設や住戸は

パティオ整備のために撤去されるこ

とになる。建造物の建替えはいずれ

不可避的に発生するのであるから、

それに併せてパティオも漸次整備さ

せていく、というやり方である。

　このように、既存建造物を除去し

て新たにパブリックな空間へと転換

するやり方は、バルセロナでは「多

孔質化」と呼ばれている。多孔質化

の概念は、もともとは旧市街の再開

発の際に紡ぎ出されたものである

が、拡張地区の環境改善に際しても

同様に適用されたのである。よりよ

い環境を生み出すためには、何かを

付加するのではなく、むしろ無駄な

ものを引き算していく。乱開発が相

次いだフランコ独裁政権時代の反動

なのかもしれないが、この考え方が

バルセロナの都市再生の原点にある。

　第二の特徴は、街区の上階におけ

る商業・オフィス用途を禁じたこと

である。拡張地区は、その歴史的経

緯および地理的中心性、効率的な交

通網により商業活動の中心地区とな

っているが、かつてサービス業の集

中により地区人口の減少を招いた時

期があった。近年では、ビジネス街

のように単一の機能しかもたない地

区となってしまわぬよう、居住機能

を強化するとともに、都市活動の多

様性を維持することが図られている。
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　とはいえ、すでに建て詰まった街

区内側の空間に市が介入することに

は、大きな困難が伴った。というの

も、当時の街区の内側は、住居が建

設されてしまっているか、あるいは
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図4　拡張地区における建築条例の変遷。左上か
ら時計回りに、1859～1889年、1890～1932年、

1933～1975年、1976～1988年の条例。
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図5　街区形態の変遷
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倉庫や駐車場、スーパーマーケット

などの施設が地階部分に建設されて

しまっている状態が多かったからで

ある（図7）。さらに、利害関係者が

多数にわたるがゆえの権利調整の難

しさもあった。

　そこで市は、拡張地区の再生プラ

ンの策定を受けて、「都市空間の改

善および新たな施設の整備」、「パテ

ィオの再整備」、「建造物修復の促進」

を三大目標とする、「拡張地区振興

公社」（PROEIXAMPLE）を1996

年に設立する。パティオを有する街

区を中心として、半径200m以内に

位置する8つの街区の住民が、新た

に整備される公共空間としてのパテ

ィオを享受できるようにするという

のが、公社の掲げた戦略である。そ

して、拡張地区における街区内部の

回復に関する包括プランに基づい

て、事業が進展している。このプラ

ンは、2010年までに合計45の街区が

新たにパティオを備えることを目的

に定めている。

　それでは、整備対象となる街区は

どのように選ばれるのだろうか？
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図6　街区の修復およびパティオの創出に関

する現行の条例



　公社の資料によると、「事業化の

難しさの度合い」と「街区の位置関

係」によって、対象となる街区が決

定される（註4）。事業の実現可能性

に関しては、「パティオとして整備

したい街区に関連する所有権者の人

数とその整備面積」、「街区が面する

街路からのアクセス空間を確保でき

るか」、「街区内側の建：て込みの程

度」、「街区内側で展開されている活

動の程度」、「地下の建設状況」を勘

案して判断される。

　次に、街区の位置について、「パ

ティオ空白地域」が優先的に選定さ

れる。半径200m以内に位置する街

区については、内部空間の整備の優

先順位は低くなる。

　公社は土地の買い取りを積極的に

行い、その土地を整備のために民間

に売却するなどして資金を回収し、

パティオの整備を進めてきた。現在

までに、拡張地区約600の街区のう

ち32カ所合計約6．2万㎡のパティオ

が整備完了している（図8）。こうし

て、まちなかにぽつぽつと緑豊かな

小空間が誕生していった。ほとんど

都市公園と言って差し支えないイン

ドゥストリア庭園（6，800㎡）から小広

写真1　クロティルデ・セルデ庭園。街区内側から大通りへの眺め

場的性格のソフィア・バラット庭園

（580㎡）まで、パティオのスケール

は多様である。

　街路からのアプローチに関して、

街路に対して完全に開いている庭園

がいくつかあるものの（写真1）、基

本的には既存建造物の地階部分ある

いは建造物の聞を通り抜ける形でア

プローチするパティオが多い（写真2、

3）。パティオの空間構成で見ると、

かつての産業遺構を残しつつパティ

オに転用されたトーレ・デ・ラス・

アイグァス庭園（写真4）やモンセラ

ット・ロッテ庭園（写真5）が特徴的

、哩
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写真2　街路から中庭へのアプローチ空間
（卜一レ・デ・ラス・アイグアス庭園）

図7　かつての街区内側。現在はジョアン・．プロッサ

広場として整備されている。

図8　パティオが整備された街区の分布（2005年段階）
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写真4　トーレ・デ・ラス・アイグアス庭園。かつての産業遺構を活用したパティオ空間

であるが、基本的に大きな差異はな

いといってよいだろう。植樹、ベン

チ、遊具の三点が、ほとんどすべて

のパティオに見られる要素である

（写真6、7）。

　パティオ整備の効果は、市民に新

たな公共空間を提供することだけに

留まらない。いままでパブリックの

目にさらされていなかった建物内側．

のファサードの修復も促進するので

ある（写真8）。そもそも、囲い型の

形状ゆえ、表通りに面する建造物の

優雅なファサードとは対照的に、内

側に面する建造物の表情はとても素

朴である。生活感の滲み出し方など、

むしろアジア的な雰囲気すら感じさ

せてくれる。パティオに面する建造

物の修復も実施されることで、また

新たな都市風景が生み出されるので

ある。こうして、都市空間の魅力が

重層されていく。パティオの準備お

よび建造物の修復問題による居住環

境の改善を受けて、住宅価格が急騰

していることは、あるいは早急に対

写真5　モンセラット・ロッテ庭園。地元のビール工業の遺構がモニュ　　写真6　カルリット庭園。保育園が併設されており、夕刻時には親子

メントとして残されている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で大賑わい
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写真7　ジャウマ・ペリッチ庭園。遊具は地元出身の著名な建築家エ

ンリック・ミラージェスがデザインした
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写真8街区内側に面した建造物のファサード（レクトール・オリベー
ラス庭園）

処すべき問題かもしれない。たとえ

ば、中古住宅の購入価格を見てみる

と、1999年に平米あたり1β36ユー

ロ（約28．5万円）だったのが、2005

年には4，697ユーロ（約72．8万円）に

まで跳ね上がっている。もとからの

住民がこれからも住み続けられるよ

う、公共住宅の整備を含めた市の適

切な社会政策が必要だろう。

和ζ卿輯醗勲画図
　パティオの再獲得は、近代以降の

バルセロナが喪失してきた都市計画

理念のひとつを回復する試みであ

る。路地裏のないグリッド市街地の

なかに、新たな路地裏感覚が芽生え

る。こうして、地中海都市特有の、

騒がしいけれど都市的な雰囲気を堪

能できる空間と、そうした喧喋から

離れてひとときの静寂をもたらす落

ち着いた空間の、二重の快適性がま

ちなかに布置されるのだ。セミ・パ

ブリックな性格を持つこうしたパテ

ィオ空間の誕生は、これまで、公共

空騒と言えば表の街路しかなかった

拡張地区の住民にとって特別な意味

を持つに違いない。

　19世紀に先達が血肉を注いで作成

したプランの理念を現代的に蘇ら

せ、21世紀に住まう我々の生活環境

を実際的に再生させる。素晴らしい

プランと市の熱意が揃ってこそ実現

可能な取り組みである。われわれも

先達のさまざまなプランニングのエ

ッセンスを、いま一度再考してもよ

い時期にあるのではないかと筆者は

思うのであるが、どうだろうか。

　ラモン・カサスが描いた午睡を送

るような生活は、現在のバルセロナ

都心部ではもはや一種のお伽噺かも

しれない。そして、セルダがかつて

夢想したように、すべての街区がパ

ティオを備えるようになるのは、現

実的には不可能だろう。しかし、市

民の日常生活の中に、徐々にではあ

るが心地よい小空問が増えてきてい

る。日差しの強い午後に、ふと迷い

込んだパティオのベンチに座り、ぼ

んやりと時の流れに身を委ねるの

も、バルセロナにおける新たな日常

風景のひとつになりつつある。

註1：SORIA　Y　PUIG，　Arturα0θrdゑ五ヨ5

　c血coわヨ5θεdθ1a　fθαガage皿θ燗1（1θ伯

　ロrわヨηfz∂016η．　Madrid＝Electa，1999，

　p．281

註2：AJUNTAMENT　DE　BARCELONA．
　1999　σrわa刀∫81ηθ　a　B3rcθ10エ！ヨ，

　Barcelona＝Ajuntament　de　Barcelona，

　1999，p．162

註3：1986年は、バルセロナが1992年のオ
　　リンピック開催地に決定した年であっ

　た。このキャンペーンは、オリンピッ
　ク開催へ向けた都市整備の一環として
　理解することができる。
註4：PROED（AMPLE　I㎡omle　anual　2005，

　Barcelona：PROED【AMPLE，2006
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大学院工学系研究科都市工学専攻修

了。博士（工学）。専門は都市計画。

共著書：『都市美』（学芸出版社）、『シ

リーズ都市再生③持続可能性を求
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論社）
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