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2006北スペイン住宅地まちなみ調査
（平成18年6月3日〜6月12日）

北スペインにおける伝統あるまちなみ・

最新住宅地・都市型住宅の事例を調査する
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1．はじめに

都市形態および建築形態的に明確に異なるこれら2つの地区
は、性格こそ違うもののいずれも高密度都市居住地として理

都市型住宅」が2006年度の視察旅行の二大テーマであった。

解できる。今回の視察地ではビルバオやパンプローナ、オビ

スペイン留学4年目を迎える筆者にとっても北スペインの踏

エド、ア・コルーニャ、バルセロナなどがここに該当する。エ

査は初めての体験であり、天候にも好奇心旺盛な団員の皆さ

チャラールやレサカ、サンティリャーナ・デル・マルに代表さ

んにも恵まれ、様々な刺激に満ちた視察旅行であった。

れる小規模市町村の多くは依然として村落的・牧歌的性質を

とはいえ、現地同行コーディネーターの役割を仰せつかっ

有しており、古い市街地が地域面積の多くを占めている場合

た当初から、「日本で住宅整備に携わっている方々にとって視

が多い。たいていの場合、都市部に見られるような拡張市街

察に値する事例が、果たしてスペインに存在するだろうか？」

地を有さない。

という漠たる不安が筆者に付きまとった。なぜなら、第一に

スペインとわが国のまちなみ風景は当然ながら大きく異

は、わが国では依然として一戸建て志向が強い上に、住宅整

なっている。その相違は、基本的には居住形態のそれに帰

備の念頭に置かれているのはアメリカのニューアーバニズム

着する。わが国の国土交通省に相当する勧業省のデータに

的な居住地、あるいはイギリスの田園都市的な居住地のイ

よると、人口1万人以下の農村部では既存の住宅の21％が戸

メージであると考えられるからであり、第二には、古い市街地

建て、33％がテラスハウスのスタイルである一方、人口5万人

が醸し出す独特の風情ならともかく、単体としてみたときのス

以上の都市部では既存の住宅の78％が都市街区形式であ

ペインの一般的な新規住宅建築の質がわが国のそれを超え

り、戸建てはわずか7％に過ぎない。いずれの場合も一戸建

ているとは考えづらいからである。スペインは視察対象とし

ては住宅類型の主流ではない。街区の約半数が4〜7階建て

てあまりにも特殊すぎるのではないか？

であり、中層住宅街区によるまちなみがスペインでは一般的

しかし、先述した視察テーマを「小都市のまちなみの親密

である。

さて、本稿では表題の通り「視察のねらいと成果」を淡々と

な雰囲気」と「大都市ならではの集住の魅力」、すなわち集まっ

て住むことの原理の体得と読み替えるのであれば、混在型の

書いていきたいのであるが、視察対象であるスペインのまち

土地利用をベースに高密度でコンパクトな都市居住を実現し

づくりは、わが国において情報の蓄積が極めて少ない分野で

てきたスペインはまさに正鵠を得た対象地であるといえる。

ある。そこで、まずはスペインにおける住宅整備をめぐる簡

都市に住まうことの意味、そして住宅整備が本質的に有する

潔な歴史を振り返り、読者の理解の一助としたい。

べき視点を、スペインの諸都市は我々に示唆してくれるはず
である。

3．セルダ計画とグリッド市街地の形成
スペインの近代都市計画の歴史は、1859年に土木技師イ

2．スペインの一般的な都市風景
スペインの都市化の大きな特徴として、大都市への人口の

集積と小規模農村地域の数の多さが指摘できる。人口5万人

ルデフォンソ・セルダ（lldefonso

Cerda）が「バルセロナ拡張

計画」（図1）を発表したときに告げられた。立案者の名前か
ら単純にセルダ計画と呼ばれるこのプランは、パリのオース

以上を有する約500市町村、面積にすると国土の7％に人口
の62％が集中する一方、スペインを構成する約8100の基礎
自治体の90％以上が人口1万人以下の小規模市町村となって

いる。この事実は今回の視察でも視覚的に非常に明白だっ
た。都市部をバスで10分も移動すると、たちまち車窓の風景
隆︑

は緑に支配される。もっとも、この風景は土地が肥沃な北ス
ペインだからこそであって、他地域ではメセタと呼ばれる台地
が国土の多くを占めるため、車窓の風景は荒涼としている。

都市部は、かつて城壁に囲まれていた歴史的な都市風景
が色濃い旧市街と、その外側に格子状の整然とした《拡張地
区》（Ensanche）と呼ばれる計画市街地を有するところが多い。

図1：セルダによる「バルセロナの改善および拡張計画」

回⁝一のね・い・成果

「北スペインにおける伝統あるまちなみ」と「最新住宅地・

マン計画、ウィーンのリング計画と並ぶ欧州三大近代都市計
画として位置づけられる、都市計画史上に燦然と輝く業績で

4．田園都市理論の影響
かといって、スペインに郊外型の一戸建て住宅の思想が持

2006年度視察のねらいと成果

ある。セルダ計画は幅員20mの道路の問に113m四方を基

ち込まれなかったわけではない。スペインでは、20世紀初頭

本モジュールとする街区を設計した。住宅ブロックは5階建

の拡張市街地の建設に並行して、アルトゥ一端・ソリア・イ・

て20mと定められ、採光、通気を確保するために建物間の

マータによるマドリード郊外における線状都市の提案やハ

空間を街路に対して開かれた庭園とすることが構想された

ワードの影響を受けた田園都市の建設が企図されている。

（図2）。セルダが示した1859年の街区構成によると、建築

ソリアの線状都市構想はスペイン版田園都市とでも呼ぶべき

面積が28％、街路面積が30％、公園面積が42％という配分

もので、前庭と後ろ庭を備えた一軒家が住宅のプロトタイプ

比率だった。

となっていた（図4）。一方、ハワードの理論に沿ったいくつか

T｝PO
NI

30000PTAS

9

鱒瑠鄭姻事雨

露・赫続鱈鄭泓
図2セルダ計画の街区

均質な格子状の街区を反復するセルダの案は、明快な論理
と実際の空間の利便さ、さらには自身の理論書「都市計画の

一般原理」の出版等の要因が絡み合い、瞬く間に全国の都市
にその計画理論が伝播していく（図3）。その後の建設のプロ

セスで、建造物の建て詰まりや増築が進行し、セルダが夢想
した理念の多く（たとえば豊かなパティオの整備など）は変質
してしまったものの、バルセロナに倣って数多くのスペイン都

市で拡張プランが作成、実現され、直線的な都市構造と中層
の住宅街区がその都市風景の最大の特徴として定着していく
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図3全国に伝播したセルタの計画理論、左かヒルバオ、右がパンプローナの計画図

職

戦騨郵︑

図4ソリアの線状都市における住宅モデルの一例

韮﹃浅局田編蛸

ことになった。

の市街地が主に大都市の郊外部において建設された。1912
年にバルセロナにて設立されたく田園都市シビック・ソサエ
ティ〉が運動の中枢を担い、周縁部における庭園付き家族用

住宅群の整備が計画された。今回の訪問地で見るとビルバ
オのべゴーニャ地区やデウスト地区の住宅地整備が有名であ
るが、バスから一瞬見るに留まったのは残念だった。

■凹・・一年度視察のね・・と成果

線状都市と田園都市の試みが一体的な空間の形成に結実
することは極めて稀であった。つまり、それらは理論的には
導入されたものの実践としては定着しなかった。先述した格
子状街区のように高密度な集住を基本とする南欧の暮らし方
に、イギリ不的な田園都市の空間構成はいまひとつ馴染まな

図6：街路が心地よいフエンテラビーア

かったのかもしれない。

漂うメインストリートの裏側の、住宅地とレストラン街が同居し

ている街路が心地よいフエンテラビーア（図6）。牛追い祭り時

5．北スペインの都市に見た賑わいの秘訣
まずは北スペインの都市の報告を行いたい。訪れた順番

には闘牛が疾走することなど想像もつかないほど穏やかな雰
囲気のバンプロー九キリスト教の巡礼の道の終着点であり世

で見ると、ビルバオ（バスク州）、フエンテラビーア（バスク州）、

界的な観光地でもあるサンティアゴ・デ・コンポステーラ。

パンプローナ（ナバーラ州）、サンタンデール（カンタブリア州）、

ヒューマン・スケールの小広場にせり出したカフェで昼間から

オビエド（アストゥーリアス州）、ア・コルーニャ（ガリシア州）、

のんびりと林檎酒を傾ける市民で大賑わいのオビエド（図7）。

サンティアゴ・デ・コンポステーラ（ガリシア州）の各都市で

ある。いずれも歴史的風景の色濃い旧市街地とより住宅地
の性格が強い拡張市街地を有する。

図7＝市民で大賑わいのオビエド

筆者にはやや乱雑な市街地に見えたが起伏の豊かな地形が
特徴となっているア・コルーニャ。我々がこれら北スペインの
図5：ビルバオの中心を通るグラン・ビア

ビルバオでは視察らしい視察はなく、各々が思うままに市

視察で実感したのは、都市の再生は決して刷新的な再開発で
なされるものではないということである。いずれの都市も、小

内を散策した。ビルバオはバルセロナ同様、19世紀に拡張

規模かつ点的な建て替えや商業施設の挿入は散見されるもの

市街地のプランが作成された都市である。フランク・ゲー

の、伝統的な都市構造を保全しながら生活環境の改善を図ろ

リーの設計によるグッゲンバイム美術館やサンチアゴ・カラト

うとしていることが窺えた。各都市が取り組んできた事業は

ラバが設計した橋、ノーマン・フォスターによる地下鉄のエン

いたってシンプルだ。歩きづらかった地区内の街路を補修し、

トランスといった建築作品も大変興味深かったが、筆者の印

崩壊寸前の建造物は取り壊して新たな広場に整備する。そし

象に残ったのは市の中心を通るグラン・ビアの上品さとまち

てその小さな公共空間の周辺の荒廃していた建造物の改築・

なかの賑わいであった（図5）。

修復を推し進め、全体的な都市の雰囲気が徐々に明るくなっ

こうしたまちなかの賑わいは、ビルバオのような大都市だけ
でなく、その他の中小都市でも当然のように見られた。潮風が

ていく（図8）。そして旧市街への自動車の乗り入れをコント
ロールすることで歩行者の動線を確保していく。
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2006年度視察のねらいと成果

図8：住宅の修復

これらの都市に共通

したがって住宅の選択肢は多岐にわたると考えられるのであ

する魅力は、用途の混

るが、公社がデザイン・コードを定めているため、街区のデザ

在が生み出す「場所

インにはかなりの統一感が見られる（20〜21ページ参照）。

性」である。単純な意

とはいえ、都市空間としてのサリグレン・エコシティの質はさ

味での賑わいならば、

らに検討されるべきであるように感じた。なるほど、建築的

わが国でも「賑わって

な見栄えはよい。シャープで青空に映える。しかしそこで展

いる」と判断できる都

開される具体的な生活像がまだ不在であるような印象を受

市は決して少なくない

けた。この点については、サリグレン・エコシティの主目的で

だろう。しかし、経済

ある高齢者や若年層カップルなどの入居と並行した、公社か

論理をベースにしたわ

らの働きかけが極めて重要となってくるだろう。今後の動向

が国のまちづくりは、都

に注目したい。

市（あるいは地区）が訪

一方、ア・コルーニャでは、地元の不動産開発業者である

間者の属性（高齢者、家族連れ、サラリーマン・OL、若者、

インモコルーニャ社のお二方の案内により、郊外部における

学生．，．）を限定してしまうという状況を作り出してきたのでは

戸建て住宅の物件を視察した。一般的に、スペインの都市

ないだろうか。北スペインの諸都市では、老若男女が当然の

部における戸建て住宅は週末を過ごすためのセカンドハウス

ように入り交じる都市空間が展開されていた。賑わいの回復

としての性格が強いため、ア・コルーニャの事例のように、開

へ向けてやや手詰まり感のあるわが国の都市にとって、用途

発は民間業者が請け負うことがほとんどである。戸建て住

混在の魅力は再検討されるべき重要なテーマであろう。住宅

宅のデザインは多様ではあったものの、視察した物件の多く

市街地の治安の面からも見るべきところが多い。人が行き交

は、我々にとって見るとややアクが強すぎるデザインだったの

っていること、人の目があること、それが治安の第一歩である。

ではないか（図9）。まちなかをうまく活用することに長けて

広場ができて人が集う。子供が遊び始める。北スペインの諸

いるスペイン人も、こと新規の住宅開発に関しては、そのス

都市では、1階部分にはカフェや雑貨屋など何かしらの生活

ケールをもてあましているというのが正直な実感であった。

機能が織り込まれ、上階には居住機能が入ることで、独特の
「場所性」が醸成されていた。「場所性」はそこを行き交う人に

安心感をもたらす。すると、土地評価の見返しが始まる。修
復したアパートに対する需要が生まれる。空き部屋が埋まる。
もちろん、そうした戦略が思い通りに進まず、依然として環

境と治安の状態が芳しくない界隈も存在する。しかし、今回

の視察では、ただ公共空間や建造物を化粧直しするだけで
はなく、「場所」としての存在感を空間に付与していくことの重

・磁

要性を感じることになった。

6．新規住宅地開発の動向
パンプローナではエコ集合住宅地の開発を、ア・コルー
ニャでは郊外の戸建て住宅の開発の事例を視察した。パン

7．北スペインの古き良きまちなみ風景

プローナで視察したのは、市の住宅公社が計画、事業実施

続いて、都市部の移動の途中で立ち寄った珠玉の集落につ

を一手に担っている省エネルギー技術を駆使した住宅団地

いて述べたい。エチャラールとレサカはいずれも小規模な村

《サリグレン・エコシティ》である。公社の職員2名による丁

落であり、木や漆喰、煉瓦などの素材が目立ちすぎることなく

寧な説明のもと、2時間ばかり、巨大な敷地に建設されようと

存在を主張する、しっとりとした質感の民家が楽しい（図10）。

している「新たな都市」を見て回った。

保存へ向けた事業も進捗しているようで、修復建造物も違和

ここでも居住の形態は中層の街区である。土地の整備は

4

図9：郊外の一戸建て住宅地のまちなみ（ア・コルーニャ）

感なくまちなみに溶け込んでいた。これらバスクの村落で筆

完全に公社が担当する。上物の建造物は公社が設計するも

者の印象に強く残ったのは、やはり中心部の賑わいだった。

のもあれば、コンペにかけて民間業者が建設するものもある。

エチャラールではチーズの日曜市が開かれ老若男女を問わず
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内の興味深い事例を視察した。まず、2004年に開催された

の一群に遭遇した。町に伝統的な生活習慣がしっかりと根付

文化フォーラムの会場地（中心的な建築物である会議場はヘ

いており、それが何気ない日常として後の世代にまで受け継

ルツォーク＆ド・ムーロンの設計による）やそれに隣接する

がれていく。それは民家を構成する素材についても同様であ

ディアゴナル・マルの高層住宅開発などの最新の再開発事例

る。文化的伝統の継承が基盤になるからこその自分の町への

から、市域の境界に位置する庶民住宅地（1960〜1970年に

誇りというべきものを、筆者は興味深く観察した。

かけて板状の住宅地がバルセロナの周縁部において大量に

囮■⁝6年度視察のね・いと成果

賑わっていたし、レサカではコムニオン（スペインの七五三）

建設された）を視察した。

いずれも都市空間的には批判の多い事例であるが、「金持
ちのための閉鎖的な住宅および公園」であるとして特に厳し

い批判にさらされているのが最新住宅地のディアゴナル・マ

ルである。ここでは集合住宅がバルセロナ伝統の囲い込み
型街区ではなく、スタンディング型となっている。住居機能に

特化しており、敷地内に商業活動はほとんど見られない。敷
地の周辺は低所得者層が多く住む界隈であるが、本来ならば
異なる社会階層を結びつける装置として機能すべき公共空間
（この場合で言えば中央の公園）は高いフェンスで囲われる

など極めて閉鎖的な性格を有しており、明らかにゲットーを
図101しっとりとした質感の民家（エチャラール）

志向しているというのが、主な批判の論点だ（図12）。実際に

世界遺産のアルタミラの洞窟を見学した後に訪れたサン

敷地を訪れてみると、渦中の公園は決して排他的な構成と

ティリャーナ・デル・マルでは、かつての王宮をホテルに転用

なっているわけではないことが分かるのであるが、この議論

した国営施設「パラドール」に宿泊した（図11）。小規模な歴

はバルセロナ市民の公共空間に対する意識の高さを示すエ

史的市街地ではストックの保全活用が重要であるが、パラ

ピソードであると理解した。

ドールは究極の転用例と言えるだろう。また、サンティリャー

ナ・デル・マルは、わが国の文化財保護法に基づく重要伝統

的建造物群地区に相当する「歴史的建造物群」（Co切untos
Hist6ricos）の指定を受けている文化財でもある。いわゆる

完全な保存地区であり、既存ストックの改変はほぼ認められ

鍬三鼎∵響畢饗…欝饗響翌日

繋毒

ない厳しい規制が地区全体を覆っている。建造物の保存状
態だけでなく、周辺の緑地の保全状態も非常に良好だった。

8．バルセロナ：都市の魅力としてのコモンスペース
最終訪問地のバルセロナでは、早朝から総力を挙げて翻

倒欝欝

図12：ディアゴナル・マルの公園から庶民向け住宅団地への眺め

統繍

続いて、かつての工業地域であるボブレ・ノウ地区の産業

構造転換を図る22＠プロジェクトの対象地や1992年のオリ
ンピック時に再開発され現在はやや高級な住宅地となってい
るオリンピック村、多くの人で賑わい海際の遊歩道を駆け足
で見学した。どの界隈に移動しても多くの人が屋外空間を楽

1罫雛

臣兼職、

しむがごとく散歩している風景に、団員の皆さんは感嘆した
ようである。

かつての漁師街であるバルセロネ一丸のレストランでパ
図11：ストックの保全活用の例、サンティリャーナ・デル・マルのパラドール

エーリャの昼食を楽しんだあと、市の中程に位置するグラシ
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F

ア地区を視察した。グラシアというのは古くからの市街地で、

第二に、上記に関連して、伝統ある市街地にせよ、最新の

2006年度視察のねらいと成果

現在では若いアーチストによる店舗が急増するなど、若者に

住宅開発にせよ、公共空間の質こそがその成否；を決定してい

人気の地区である。地区再生の象徴的な存在であるトリリャ

る。つまり、いくら住宅内部の空間が優れていても、屋外空

広場から視察を開始し、地区内に散在する心地よい広場とそ

間が貧弱なままでは総合的な住環境の改善とはならないの

の周辺を取り囲む住宅建造物の関係性を観察してまわった

である。古い町並みであれば、もともとヒューマン・スケール

（図13、14）。歴史的な既成市街地における広場がどのよう

の住宅内部空間が形成されていたことに加えて、伝統的なコ

な空間構成を取り、どのような役割を周辺コミュニティに対し

ミュニティが存続している場合も多く、内と外の関係性は比

て担いうるかを問いかける、非常に興味深い散策ルートで

較的一体化している。一方、新たに開発する場合、優れた内

あった。密集市街地における広場整備の感覚は、集合住宅内

部空間の提供は当然として、コモンスペースの維持管理の質

のコモンスペースのあり方にも参考となるのではないだろうか。

が問われることになるだろう。そこでは、都市活動のもっとも
基本的な行動形態のひとつである「溜まる」ことのできる空間

形成が必要となってくるだろう。わが国でしばしば見かける
「柵」のある公共空間など、ほとんど定義矛盾なのではない
だろうか。ただし、「溜まる」人の階層の多様性は確保される

べきであり、その点でも用途混在のスペイン諸都市から参考
にする点は大いにあると考えられるのである。

第三に、住宅や公共空間の整備は、都市計画の原動力た
るべきシビック・プライドを生み出す方向でなされるべきで
あろう。大切なのは自分の住宅だけであって、その周辺には

無関心というのでは、市街地は貧弱になる一方である。居住
者が共通の誇り・愛着を持つために、公共空間が果たすべき
図13：グラシア地区の小広場①（リウス・イ・タウラット広場）

役割は極めて重大である。

スペインの都市風景には、心に染み渡る気持ちよさがある。

それは気軽な挨拶の存在や、人間同士の距離の近さが要因
となっているのかもしれない。筆者の個人的な感想で言えば、

その心地よさの原因は、歴史が積み重なってきた都市という
舞台を背景に、都市人であることに対する純朴な喜びを感じ
させてくれるところにある。しかし、これは何もスペインにお

いてのみ感じる喜びではないはずだ。賑わいの風景というの
は、生活様式の差異はあれど、じつは根本的にはスペインも
日本も変わらないのではないだろうか。経済の論理に従属し
きってしまっては見落としてしまいそうな、小さいけれど大切
図14：グラシア地区の小広場②（ビレイナ広場）

な空間像を少しでも体感できたことが、今回の視察の一番の
成果だろう。

9．おわりに
バスクからカンタブリスガリシアへと辿った北スペインと、

それら北スペイン諸都市とはまったく別の顔を見せる地中海
都市バルセロナを短期間に集中的に見て回って感じたことが
肉細かある。それらを整理することで本稿のまとめとしたい。

第一に、都市を構成する基礎的な単位である住宅は都市性
の向上に資するものであって、決して都市性の貧困化に帰結
してはならない。この点に関しては、バルセロナのディアゴナ
ル・マルの事例が反面教師となろう。

6
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一1参考文献】．、

・阿蔀大輔lfスペインの都市美思潮とノ、貰ルセロナでの洋

鵡瀦難5公雌蘭醸ヘヨ馴者肺美都藤
討尋め謙とそめ騨（西杓幸失編著）・学芸出陣
pb，1ε3−147、2005年
・岡部明子：「都市再生「バルセロナ・モデル」の検証」、『持

続可能な都布一欧米の試みから何を学ぶか一』（福川裕一他

編著）、岩波書店、pp．121−178、2005年

1−2近代の始まりとしての拡張エリア
近代の人口増加にともなって都市を拡張するにあたり、旧
市街と周辺の集落との間をどのような都市計画で構成するの
か。1859年に中央政府によって選ばれた土木技師イルデフォ

ンソ・セルダの案は、約133mのグリッド状に幅20mの街路
を張り巡らせ、原則的には街区の2側面のみの建設に制限、

建物の高さは5階建て20mに抑えられた。建物の間は街路

翻

バルセロナの 都 市 空 間

に対して開いた豊かな庭園を形成し、ある種ユートピア的な
田園都市の構想だった。

薫黒猫ド
野壷・

図1：バルセロナ

1．バルセロナの都市形成
人口170万人を擁するスペイン第二の都市バルセロナ。こ
の都市が現在ヨーロッパ都市の中で注目されている理由に、

近代以降あらゆる都市が拡張し続けた結果人間的な生活が

図31イルデフォンソ・セルダ案（1859年）

奪われてしまった状況の反省としてコンパクトな都市が見直さ

れていることが挙げられる。旧市街では1ヘクタールあたり
400戸という極度に高密度化した状況でありながらも豊かな

都市生活が営まれている都市風景の背景にどのような都市
の歴史があり、現在なお持続した都市となり得ているのか、
バルセロナの都市と建築を眺めてみたい。

図4：セルダ案街区の構成

図5：建て込みが進行した街区

しかし、セルダの構想していた建築規制は殆ど実現されるこ

1−1中世に形成ざれた街区

とはなく、街区の建て詰まりが進行。現在のバルセロナで実現

ローマ帝国時代に始まったバルセロナの都市建設。細い

されたエンサンチェは、セルダの街区計画により都市形態の原

路地から構成された街区は、今もまだかつての面影を残して

型が決定されているものの、超過密化した街区はセルダの構想

いる。産業革命以前につくられた市街は、様々な再生手法に

からはかけ離れた姿のものとなった。

よって未だ現代の都市の中心として機能している。
、、一−

冒

曳一．一ノk一」＿．ノ．一＿＿ンL、一＿＿

1−3巨大イベントによる再開発で変貌する現代
フランコ政権後の民主化後、1992年の夏季オリンピック開
催時には汚染されていた港湾地区を砂浜やマリーナをもつオリ
ンピック村として再生、モンジュイックの丘にはスポーツ施設の

図2：バルセロナの旧市街地図（現在）

図6：夏季オリンピックによD
整備された港湾地区

図7：世界文化フォーラムにより整備され
たディアゴナル通り
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エリアとして開発された。2004年の「世界文化フォーラム」にお

いては、バルセロナの最東端のディアゴナル通りが地中海と繋
がるエリアをフォーラム地区として国際会議場の建設のほか、

公共広場やインフラの整備のために巨大資本が投じられた。

2．バルセロナのコンパクトな都市建築
都市は無数の建物のよって構成されているが、建物が集合
■凹バルセ・ナの都市空間

することのみによって「都市」ができるわけではない。そうで
はなく、様々な現象が重ねあわされた状態、つまり、用途の空

間的な重なり、過去から現在に至る時間的な重なり、そして
人々の活動や出来事の総体こそを「都市」と呼べるのではない

か。ものとしての建物低層高密度の都市が築かれているバル
セロナを空間と時間という2つの観点から事例を見てみよう。

図10；サンタカテリーナ市場。
フルーツを曲ったカラフルなセラミックタイルが市場全体を覆う

に位置するこの市場を中核とした周辺エリアでは現在も集合
住宅の建設や公共広場創出のためのプロジェクトが継続する。

2−1都市機能を重層閉ざせる建築
バルセロナのグリッド状に拡がる新市街の建物は通常、地
下に駐車場、地上階に店舗やレストラン、2階より上を住居と

2−2歴史を内包した建造物
現代における機能的な需要の重なりが都市生活を活性化

いう断面構成をもつ。地域ごとに単一の機能を割り当てる用

させる一方で、都市に厚みを感じる理由のひとつには都市を

途地域によって街が構成されるのではなく、建物単体にいく

構成する建物に歴史的な側面としての時間的要素が現代建

つかの機能を重ねることで、住居、オフィス、商業などが、ど

築においても組み込まれていることにある。その代表的な例

のエリアでもコンパクトに立体的に構成されている。

にサグラダ・ファミリアの建設がある。2026年完成予定とも

ここ数年に完成した単体の現代建築においても、いくつか

言われているこの建物。それが世界遺産でありかウディの建

の機能が重層化した様子をみることができる。

物であるということ以上に人々を魅了するのは、歴史的建物

■都市の巨大インフラと国際会議場に挿入ざれた広場

が未だに建設中である、という事実にある。世紀を超えて未

フォーラムビル（2004）／設計：ヘルツォーク＆ド・ムロン

だに建設が続いていることは、現代という時代を過去へと繋

世界文化フォーラム2004のイベントの際に建設された国際

ぎ、我々に歴史への想像力を働かせる。

会議場とギャラリースペースを備えた建物である。汚水処理

バルセロナには規模や様式の違いこそあれ、現代において

場を地下にもち、建物全体は傾斜した地面からわずかに浮か

も旧い建造物が多く残され積極的に活用されている。現代

び、建物全体にパブリックスペースとしての広場が水平に貫入

において生産される建物がかつて建てられた歴史への繋がり

する。公共広場からも会議場内部の様子を見ることができる。

をもっことによって、街は持続した姿を保っている。

■鉄骨の架構と遺跡を残しながら再生する
三．．︑

ボルン市場（1874−76年）／設計：ダニエル・モリナ＋アントニ・ロビラ

聾

市内最古の鉄骨造建築への改修計画である。市は当初こ
の建物を図書館にする予定であったが発掘された遺跡を保
存する理由から、遺跡を残しながら市民スペースを設ける計
画へとプログラムの変更、現在建設中である。

図8、9：フォーラムビル。傾斜した広場が建物の下に水平に貫入する

■ざまざまな都市機能が集積する市場
サンタカテリーナ市場（2005）／設計二EMBT

かつての市場のファサードを一部保存しながら、市場、レ

義麟

ストラン、バル、スーパーを地上レベルに、高齢者住宅を空中

に、そして地下には駐車場、ゴミ処理所など、都市インフラ

を含む様々な用途から構成された複合建築である。旧市街

8
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図11、12：ボルン市場。鉄骨構造と遺跡を残しながら新しい施設を挿入する

■ファサードを残しながら再生する

て歴史的時間を現代空間に留める。既にバルセロナ市に

ロス・トロス（2008年完成予定）／設計：リチャード・ロジャース

よって22＠計画エリアにおける保存されるべき建造物が指定

闘牛場から商業施設へのコンバージョンら闘牛場がもつア

されており、今後工場や煙突などの産業遺産を過去の遺産と

リーナとしての固有の空間的な性質は全く保存されないもの

して保存しながらバルセロナに新しい風景を生み出していく。

の、エスパーニャ広場を性格づける都市の顔としてのファサー

http：〃www．bcn．es／22＠bcn／engl／presentacion／index．html

ドのみを保存しながら地下4層、地上6層のショッピングセン

以上のように、バルセロナ市は新しい開発を行う際には闘牛

ターへ生まれ変わる。

場や市場のような特別な建造物のみならずアノニマスなデザイ

難聯繋灘酒灘譜

ンでもある産業遺産としての建造物もまた歴史の一部として積
極的に保存をしている。既にある建造物が今後も使えるだけの
バルセロナの 都 市 空 間

強い躯体をもち、つまりコンバージョナブルなデザインであるこ

とは、バルセロナの都市が過去を尊重し、未来へと持続的に開
発をしていくための貴重な過去の資源となっているのである。

図13、14；ロス・トロス。闘牛場のファサードのみを保存する

2−3現代建築の歴史への呼応
旧きものを残しながら新しいものを付け加えていくことで歴

史的な時間を建物に保存する方法がある一方で、全く現代的
な建物を旧い街の中にある意味で脈弱なく建てることによって、

新しいもとと旧いものとが引き立つような、対照的な建て方を

見ることができる。現代建築が改築によってではなく新築さ
れる場合、そこに歴史的時間をどのように空間に取り込むのか。
図15：ロス・卜ロス。2008年完成予定の商業施設の断面模型

■旧市街の疲弊していたエリアに全く新しい建物を建てる
バルセロナ現代美術館（1995）／設計：リチャード・マイヤー

■世界遺産を利用する／使いながら残す
カタルーニャ音楽堂、サンパウ病院

市内にはガウディの建造物群以外にも世界遺産に指定され

バルセロナで最も劣悪の環境であると言われていたラバル

地区に建設された現代美術館。建物前に大きなオープンス
ペースは、現在では市民や観光客のための広場となっている。

ている建物がある。カタルーニャ音楽堂とサン・パウ病院で

現在では裏側にあるバルセロナ現代文化センターやバルセロ

ある。凍結保存によって博物館的な観光資源とするのでは

ナ大学などともに旧市街の文化ゾーンを形成している。

なく、現代においても社会から必要とされている現役の生き
た施設として積極的に利用されている。旧い建物をこれまで
と同じように使い続けることによって、建物は生き続け、都市
は時代；を超えた価値を持続する。

■産業遺産；を活用する／残しながら新築する

世界遺産のように歴史的に優れた建造物でなくとも、かつ
ての産業遺産を残しながら再開発エリアがバルセロナの東側
図16、17：バルセロナ現代美術館。1日市街から白亜の建物を望む

ポウブレ・ノウ地区で進んでいる。22＠と呼ばれるこの再開

発はかつて繊維業で栄えた工業エリアを舞台とする。第一

■歴史的建築に応答する

次産業の衰退とともに使用されなくなった工場跡地を現代の

トーレアグバー（2005）／設計：ジャン・ヌーベル

需要を促進させるための都市再生計画である。IT企業をは

ランダムな正方形窓、火と水をモチーフとしたカラフルなア

じめ大学や住宅を誘致することで、新しい都市活動の中心を

ルミパネル、それらをオブラートのように包むガラスルーバー

つる」ことが目論まれている。産業遺産となった工場などをコ

のファサードからなる建物である。バルセロナで最も象徴的

ンバージョンすることによって新しい都市機能として生まれ変

な建物のひとつであるサグラダ・ファミリアに敬意を払い、それ

わりつつある一方、地域のランドマークでもあった煙突は過

を望む方角の窓だけは縦長にし、ガウディを建物の借景として

去のシンボルとしてそのまま保存され、都市風景の一部とし

取り込む工夫がなされている。単に旧いものを物理的に残して

2006北スペイン住宅地まちなみ調査
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いくことによってではなく、現代に生きる人々の視線を歴史的
建造物に繋げることによって歴史を現代の空間へと引き寄せる。
現代建築の歴史的な建築物との応答を見ることができる。

■凹バルセ・ナの都市空間

図18、19；卜一レアグバー。縦長の窓からサグラダ・ファミリアを望む

3．バルセロナの公共空間
近代以降のモータリゼーションによる移動手段の変化は、
都市から郊外へと人々の生活の場を移し、郊外都市を発展さ

図21：旧市街に創出されたプラセ窺

いく戦略であった。計画規模を小さく断片化することによっ
て計画の現実性を高めたのだった。

せた。しかし、バルセロナは両側を川に挟まれ限られたエリ
アでしか都市発展が出来ないがゆえに、人々が都市に留まり、

3−2広場をネットワーク化する

都市に参加するための工夫や仕掛けが必要だった。1980年

グラシア地区のパブリックスペース

代には旧市街に数多くの公共空間としての広場が生まれ、92

広場を街の中心につくるのではなく、街の至るところに広

年のオリンピックでは荒れ果てた海辺は人工浜辺へと生まれ

場を散在させたエリアがある。かつてのバルセロナ郊外の村

変わった。都市の中に人々が集える場所としての公共空問が

であったグラシア地区と呼ばれるこのエリアに実現された小

生み出されることによって人々は都市への参加を促され、街

広場の計画は、規模こそ小さいものの複数つくることによって、

は街らしい賑わいのある姿を取り戻しはじめた。

地区全体のアメニティを高める計画である。駐車場と化して

ここでは、都市を構成する建物をポジとしてみた場合のネガに

いた広場は、駐車場を地下化しその上部を公共空間として広

当たる部分、街路や広場といったパブリックスペースに注目する。

場を創出、お祭りのあるときには仮設の舞台などを設けてイ
ベント会場に、普段はレストランやカフェのテラス席として

3−1都市に余白を設ける

テーブルと椅子が出され、人々が太陽を浴びて過ごせる空間

都市再生プロジェクトとしての「プラセタ」

となっている。グラシア地区では小さな通りを介していくつ

1980年代、バルセロナ市の都市計画局長であったオリオ

もの広場が連続していくところに都市の魅力がある。

ル・ボイガスは都市再生チームを編成し、旧市街の疲弊地区
を中心に「プラセタ（小さな広場、の意）」をいくつも創出し人々

を都市に呼び戻した。大きな公共投資によって公共建築を
建てることによってではなく、既存建物を取り除くことによっ

て、建て込みが進んだ地域に公共空間としての広場を設け、
閉塞していた街を甦らせた。

図22：ネットワーク的に散在する広場

図20：既存建物が取り壊され公共広場へ（メルセ広場）

ボイガスはこの発想を「部分から全体へ」というコンセプト

で説明。全体を計画してブレークダウンしていくのではなく、
小さな部分を設計することによって都市全体へと波及させて
図23、24：グラシア地区の広場
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3−3公共空間を介して都市を海へつなぐ

4−1都市空間から情報を得る

モイ・デ・ラ・フスタ（海の遊歩道）

都市景観の中の情報／バナー広告

モータリゼーション化した社会において、車の増大は都市内

公共空間、特に街路空間の設えのひとつに街灯を用いてバ

交通に渋滞を生み出し、拡張した道路は地区のまとまり分断し

ナー広告がある。グラシア通りをはじめとした主要な街路に

た。機能優先とすることで都市に歪みが生じてしまっていた。

見られるバナー広告はイベントの宣伝であることもあれば、
バルセロナ市による広告キャンペーンとして、あるときはバル

回復すべく、バイパスを掘り下げ、その上部を公共空間とした。

サが優勝したことを祝う旗として、様々なメッセージが伝えら

地下にはバイパスと駐車場が並列し、上空には歩道橋が架け

れる。人々は街を散策しているだけで様々な情報をインプッ

られ、旧市街から港までを公共空間を介して連続させたので

トすることができる。小さいながらも都市景観のエレメント

ある。幹線道路によって地域が分断するのではなく、地下化

としてバルセロナの都市景観に活気を与えている。

することで公共空間を創出。より連続したアクセシビリティ
の高いエリアとして生まれ変わった。都市交通整備と公共空

回バルセ・ナの都市空間

旧市街の港に面したエリアでは、かつての街と海との関係を

間の創出とを同時に解いた都市再生の手法であると言えよう。
この計画をはじめ、バルセロナ市の周辺を走る環状線やグラ
ンビア大通りなども同様の方法を見ることができる。

図27、28；都市景観の中の情報。バナー広告

4−2街の情報を得る
バルセロナ市公式ホームページwww．b

n

cat）、バルセロナTV

バルセロナ市のホームページは、カタラン語、スペイン語、

英語の三つの言語で表記からなる。僅か600万人程度の言
語人口しかもたないカタルーニャ語を公用語としたバルセロ

ナ。外からの人々のための言語を提供するために、スペイン
図25：モイ・デ・ラ・フスタ。

バイパスにより分断された1日市街と港を公共空間で連続させる

語（3億3千万人、第二言語話者を含めると4億1千7百万人）、

英語（3億4千万人、第二言語話者を含めると6億人）による
表記が行われている。

街で、行政で、何が行われているのか情報が外部の人間で
あっても即時に知ることができるようなHPが構成されている。
ここで重要なのは内容だけではない。HPを構成するグラフィッ

ク戦略こそがバルセロナ市の特徴でもある。視覚的にすぐに
認識できるようなグラフィックで構成されていることによって、

言語に頼らない情報へのアクセスが迅速にできる。情報への
アクセシビリティの高い状態が提供されているといえるだろう。
また、バルセロナ市によるテレビ放送は主な言語としてカタラ
ン語が用いられている。週末には、英語、フランス語、ドイツ語、
図26：モイ・デ・ラ・フスタ。駐車場上部に生み出された公共空間

イタリア語、ロシア語、パキスタン語、スウェーデン語に加え、

インド語、中国語さらには日本語によるニュースが放映される。

4．都市活動と情報
都市における物理的な空間の境界が取り払われることで

多く異なる国からの移民が同じ街に住めるようにするための情
報基盤として、それぞれの言語による情報が提供されている。

人々の活動の領域が拡大していく一方で、インターネットに代

カタルーニャという小さな共同体は、移民の参入によってよ

表される情報空間が都市生活の一部を確実に占めるように

り多様な社会を形成しはじめている。都市空間のみならず情

なってきた。都市空間の中で、さらにはインターネット空間の

報空間における多様な言語の使用は、バルセロナのコスモポ

中で、情報という要素がどのように構築されているのか。

リタンシティとしての一面が現れている事例であるといえよう。

2006北スペイン住宅地まちなみ調査
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5．人々の活動基盤としての都市
5−1多様な活動を受け入れる都市
仮設物によって変容する広場

パブリックスペースとしての街路や広場は市民の活動の場

として様々な姿に変貌する。通常は通過交通のために車に
占有されている通りも、フェスティバルになればパレードの場

となり、デモ行進の際には公道が市民によって占有され、広

場は市民の休息の場となるだけではなく、屋台を出してマー
ケットにもなれば、テーブルを並べて晩餐会にもなる。季節
ごとに、イベントごとに人々が広場に合わせた空間がその一
図32：さまざまな国籍をもった人々が行き交う広場の風景

瞬のためだけに設えられる。
ナの都市空間

かつての日本の住宅の茶の間がひとつの部屋にもかかわら
ずさまざまな用途に対応したように、バルセロナにおいて公

ような基盤をつくることが都市には求められている。

この都市において公峠空間としての広場は、人々の活動

共空間は一空間一用途といった機能主義的な使い方ではな

の自由を保障するために欠かせない都市の道具であることを

く、一空間多用途となるよう人々は公共空間を使いこなしてい

見てきた。80年代以降進められてきた都市再生のプロジェク

る。公共空間としての広場は何も設えないことによって逆に

トにおいて創出された公共空間は、いずれも新しいものを追

人々がいろいろな使い方をすることができる自由度を与えて

及するというよりはむしろ過去にあって失われたものを再び

いるといえるだろう。そして、人々による多様な活動によって

取り戻し、未来の人々の活動への基盤をつくるものであると

広場は生きた空間となり、そのことこそが都市空間の豊かさ

考えられよう。そこでは美しい都市像が語られるということ

を生み出しているのである。

ではなく、飽くまで市民活動のための場をつくるという、地に
足のついたビジョンこそが優先されてきたのである。

継

機能効率を追求するあまり「切り分ける」ことで合理性に

灘聴

向かう近代的方法によってではなく、多様な物事を重ねるこ
とでコンパクトにし、境界をなくすことで都市空間を連鎖させ、

さらには、空間的・情報的なしきいを低くする。こうしたこと

の小さなひとつひとつが人々の都市への参加を促し、さらに
は都市の総体をつくりあげているのである。
図29；かつてマーケットとして賑わっていたボルン広場

世代・性別・国籍・宗教を問わず、さまざまな人々の姿が
見える都市、空間・時間・人間が、多様な関係でコミュニケー
トしている都市。そうした都市こそが望まれる都市であり、

豊かな都市なのではないだろうか。この地中海を前にしたバ
ルセロナの都市にこそ、その一端を垣間見ることができるの
かもしれない。

図30、31：さまざまな活動を受け入れる器としての広場（ボルン広場）

5−2様々な人々が参加できる都市
人々の活動のプラットフォームとしての都市空間

都市にはあらゆる人々が生活する。様々な世代、様々な人
種、国籍・宗教をもった人々、健常者、身障者など。あらゆる

種類の人々が住む都市であればこそ、人々が自由に振舞える
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図33；バルセロネータの人口浜辺より地中海を望む

2．エチャラール
ビダソア川を遡ると中流域にホテルETXALARが見え、さ
らに進むと谷間に美しい村が広がる。白い壁に赤い砂岩の
隈取が印象的なまちである。屋根は赤いスペイン瓦。赤や
緑に彩色された木製のバルコニーは、赤いゼラニウムの花が
飾られている。緑の山々と白い壁とアクセントとしての色との

1．はじめに
スペイン北東部はフランス国境に接した緑の多い地方で

バランスが美しく、現在も伝統的様式を守りながら生活され
ている。全体の印象はきれいにまとまったちいさな村という

150kmに位置するナバーラ地方のエチャラール、レサカは

感じを受けた。

回

ある。バスク地方の中心都市であるビルバオより東へ

17〜18世紀の街を保存する伝統的な村であり、フエンテラ
ビーアはフランス国境に位置し、美しいバスク地方の街並み
が特徴である。

露国

墾

i灘

写真6：周辺の牧場より村を望む

写真2：ホテルETXALAR

写真1：ビダソア川（車窓より）

・灘

写真3：遠景

鋼

写真4：バルコニーが特徴
写真7：朱色のバルコニー

写真5：表通りから見える街並み

写真8：アイストップとなっている住宅
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灘鑛

護、

畜☆：量

回

写真10：壁に埋めこまれた電気メーター

写真11：ポスト

写真12：石積みに埋め込まれた電気メーター

妻

写真9：窓枠の石

墾
メーター類やポストも壁や石積みに埋め込んで目立たない
写真14：通りから広場を望む

工夫をしていたので，すっきりとしたまちなみが形成されてい

る。電線も建物に沿わせて、電柱をできるだけ建てず道路
上空にある電線が少ないことも街を美しく見せている大切な
要素であった。

3．レサカ
エチャラールより西へ6kmに位置する街。エチャラールよ

り集合住宅的な造りが多く感じる。建物の伝統的な様式は
フライレと呼ばれる厚い側壁を持ち、妻側をバルコニーや木

組みでデザインしている。街の構成として改修を行い、様式
を守りつづけているエリアと、新しい建物が建っているエリア
がある。

写真15：改修風景

写真16；ビルトインガレージ

写真17；街並み

写真18：窓枠とサイン

勾配屋根のリズムと，妻壁に木組みでデザインされている

構成が新しく建てられる場合も受け継がれているため街全体
が美しい。観光地化されていないため、落ち着いた街の雰囲
気があり、住む人がこの街を大切に守っていることが感じら
れる。散策中，ゆったりとした時間の流れを感じ、心地よい
印象を受けた。

よく見ると一軒ずつデザインが違うという抑制のきいたデ
ザインコントロールがこの街の美しさと品を醸し出している。

団■プ・ジ・ク・報告

写真19：旧市街の街並み

写真23：新しい街並み

写真20＝バルコニー一面の花

4．フエンテルラビーア
フランス国境であるビダソア川に面した街で、城塞としての

石垣がある。高台である旧市街の道路は石畳で造られており、

路地の造りになっている。建築物は伝統的な美しさをもつバ
スク特有の格式のある建物形式となり、正面ファサードは上
層ほど迫り出している。

河口に面したマリーナ地区は猟師の街として栄え、開放的
な造りになっている。バルコニーには鮮やかな色が彩られ、

陽気な街を印象付ける。マリーナ沿いには高級街区として整
備されており、立派な集合住宅が立ち並ぶ。対岸のフランス
領の街並みも美しく、非常に景観が良い。スペイン中でも人
写真21：バルコニーを下から見る

気のある住宅地であり、観光客も多く、活気のある街である。

写真22：スペインの七五三（キリスト教の洗礼）

写真24：マリーナ地区より高台を望む
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回プ・ジ・クト報告

写真25：上階のほうが迫り出している

写真27：城壁内の広場…

写真26：旧市街の入口

写真29；高台の公園よリフランス領の方向を望む

石畳が美しい

写真30：マリーナ地区の集合住宅

写真28：広場の風景…

バルコニーがカラフル

高台からこの街を望むと屋根並みが美しく、対岸のフラン
ス領も同様な形態の建築のため、整った美しさが感じられる。
一方、中に入り込むとパティオの雰囲気があり，色とりどりの
バルコニーが華やかさと楽しさを盛り上げており、そこには人
が集まっている。

この街は、西ヨーロッパの高級リゾート地であるという印象
を受けた。
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写真31：マリーナ地区集合住宅の庭

『

1．はじめに
赤い屋根、広場、屋外カフェ、街並みの色、石造建築はスペ
インでよく見られる光景である。これらは、中世の街並みを残
す町や世界遺産の大聖堂を持つ町にも見られる光景であった。

1941年の大火のあと、近代的に計画された街並みに再建
された。現在は、避暑リゾート地として人気を博している。海

岸沿いは、ホテルやレストランが建ち並び、美しい景色を形
成している。また、ここから少し離れたところでは、新興住宅

写真3：サンタンデール新興住宅地の通り。歩道の両脇に車道が配置されて

プロ ジ ェ ク ト 報 告

2．サンタンデール

いる。これは、スペインの比較的最近の都市計画で見られる手法であり、バ
ルセロナでもこのような通りが見られた

地となっている。

写真1：サンタンデール海岸沿いのホテル群。海岸沿いの街道脇にホテル、

写真4：サンタンデール新興住宅地にあるゴミ集積。ここに限らないが、ス

レストランが並び美しい街並みを形成している。中層建築であっても大抵は

ペインの街には結構頻繁にゴミ箱があり、いつでもゴミを出せるようである。

赤い勾配屋根を持ち、これまで眺めてきた風景と違和感を感じさせない

街中で目に付くようなゴミを見ることは滅多にない

3．サンティリャーナ・デル・マル
石畳と古い石造りの家が並んでいる中世の街並みを残す町。
現代の街並みとは違う雰囲気が漂っている。15〜17世紀にイ
スラム勢力に追われたキリスト教徒の貴族が住み着いたとい
う歴史を持ち、家々にも当時の紋章がそのまま残っていた。

写真2：サンタンデール市街の通り。通りの中央にはカフェが配置され、一
般的なスペインの街に見られる風景である

2006北スペイン住宅地まちなみ調査
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プロ ジ ェ ク ト 報 告

写真5：サンティリャーナ・デル・マルの街路。建物の壁もよう壁も街路も

写真8：サンティリャーナ・デル・マルの遠景。街から少し上がったところが

同系質、同系色の材料で構成されている。街全体がこのような景観でまと

ら見た風景。緑の牧草地と赤い屋根が程良いコントラストを為しており、美

まっており、美しさの要因となっている

しい風景となっている

4．サンティアゴ・デ・コンポステーラ
エルサレム、ローマに次ぐ、キリスト教3番目の聖地。大聖
堂を核とする古い街並み全体にはロマネスク・ゴシック・バ
ロック様式の建造物が良好な状態で保存され、世界遺産に登
録されている。

写真6：サンティリャーナ・デル・マルの紋章。この街の古い民家には中世
貴族の紋章が付いている

写真9：サンティアゴ・デ・コンポステーラの大聖堂。息を呑むような建築。
スペイン最高のロマネスク様式と言われている

写真7：サンティリャーナ・デル・マル町外れの新しい建物。新しい建材を
使用しているが、質感、色は違和感のないよう配慮されている。ただし、前
面の道路はアスファルトであった
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写真10：サンディアゴ・デ・コンポステーラの広場。大聖堂の前に広場があ
り、病院（今はホテル）、市庁舎、大学が周囲を囲んでいる。大聖堂のある街

に限らず、一般的な街でも広場は積極的に取り込まれている

写真11：サンティアゴ・デ・コンポステーラの通り。通りにカフェが設けら
れている。人が集いやすい仕掛けといえるだろう。これも一般的な街、大聖
堂のある街でも共通なこと

写真12：サンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖畿内。厚い石造の壁と高い
天井により、外は暑くても聖堂内は涼しい環境である。日差しは強くても湿
気の少ない気候に合った建築である

2006北スペイン住宅地まちなみ調査

19

4．ヨーロッパレベルのエコシティ
サリグレン・エコシティのもう一つの目的は「ヨーロッパレ

ベルのエコシティの開発」である。ナバーラ住宅公社は建設
会社20社にコンペを行い、エネルギー循環をテーマとした住
宅計画の提案を求めた。これらからナバーラ住宅公社が設定

1．はじめに
サリグレン・エコシティは、スペイン北部ナバーラ州、「牛

した基準をクリアした提案を第1期の各ブロックで採用してい

追い（エンシエロ）」で有名な州都パンプローナの東に位置す

る。太陽熱利用、高断熱外壁、外付ブラインド（写真2、3）な

る、スペイン最大のエコシティである。事業主体は「ナバー

ど、さまざまな省エネ手法が各集合住宅に盛り込まれている。

ラ住宅公社」で約150万㎡の敷地に約5，200戸の低価格集合
■凹プ・ジ・クト報生︑

住宅を供給する計画である。本計画のコンセプトは、「低所
得者向け住宅の供給」と「ヨーロッパレベルのエコシティの
開発」の2点といえる。今回は、現地の視察及びナバーラ住宅
公社職員に本計画についてインタビューした。

2．概要
開発面積：15，000，000㎡

緑地面積：86，723㎡
歩行者専用道路：15．4k㎡
自転車道：6．5㎞
写真2：外付ブラインド（外観）

住宅戸数：5．217戸
（第1期：1，985戸

第2期：3，232戸）

3．低所得者向け住宅の供給
サリグレン・エコシティの最大の目的は「低所得者向け住
宅の供給」である。低価格住宅の供給が5，200戸というのは、

スペイン国内最大である。住宅の規模は80㎡以上で、販売
価格は市況の約半分に設定されている。ボリュームゾーンは

床面積120㎡・駐車場2台・物置付の住宅で、販売価格2，500
万円台で供給されている。これは市況では5，400万円程度の

価格になるという。購入者は子育て世代の若夫婦が中心と
なっている。購入には年収など一定の制限がかけられている
が、第1期（写真1）は、平均倍率4倍と好評であった。

藩謬

薮詰

写真3：外付ブラインド

写真1：第1期住宅
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図1ランドスケープ

5．ランドスケープデザイン（図1）
現地に降り立ってまず目を引くのは、広大な中央公園（写

6．おわりに
スペイン最大の低所得者向け集合住宅を訪れて、行政が

真4）である。芝に覆われた緑豊かな公園は開放的で、サリ

積極的に住宅供給を行っている様子が感じられた。特に、

グレン・エコシティのシンボルゾーンになっている。この公

無秩序に戸数を供給するのではなく、良質な環境を付加し

園は、公共移管されている。公園を取り巻くように、開発区

ようと取り組んでいる姿に感銘をうけた。日本では、管理上

域の外周をループ状に自転車道が結ばれている。開発区域

の問題から積極的なインフラ整備がなされないケースが多

の北側には人工湖（写真5）がっくられ、住民がつどう親水

いが、今後、日本もこのような街づくりができる環境にした

空間が計画されている。集合住宅は、2階建、3階建、5階建

いと感じた。

で、コの字型、ロの字型配置が中心になっている。コの字や
ロの字に囲まれた部分が、中庭として住民の共用空間になっ
ている。

5
写真4中央公園

写真5人工池

回 票暴

隷1
曹

…蓋轟轟

しへ

を抜け、ビルバオ到着となりました。

市内に入ると目につくのが、巨大なカタツムリの殻のような

透明のチューブと、芝生貼りの線路です6透明なチューブは、

1995年に開通した地下鉄の出入り口で、イギリス人設計者

1．はじめに

N・フォスターの名を取って「フォステリートス（小フォスター）」

回プ・ジエクト報告

乾燥したイベリア半島の中で、比較的雨が多く「グリーンス

と呼ばれます，チューブタイプの他、ガラスを主としたモダン

ペイン」と称される大西洋（カンタブリア海）岸の4つの州。そ

な出入り口が街のあちこちに見られ、清潔で近未来的な地下

の中で最も東寄り、フランスと国境を接すのがバスク州です。

鉄駅へと続きます、2系統ある路線は市内を横断し川沿いに

他のどのヨーロッパ言語とも関連が無く起源不明な「バスク

郊外の市町村を結んでいます。

語」を話し、独自の文化と伝統を守るバスク民族が多く住まい
ます。「陽気で情熱的」といった一般的なスペイン人のイメー

ジとは異なり、頑固ながら新天地を求める気風が強いバスク

人は、現代史ではフランコ政権のバスク弾圧に対してうまれ
たETA

rバスク祖国と自由」によるテロ活動（現在無期限停

戦宣言中）でも記憶されています6

バスク州最大の都市であるビルバオは、人口約36万人（ス
ペイン5番目）、ビスケー湾に開いた港と良質な鉄鉱山を持ち、

1960年代には鉄鋼や造船などの重工業で栄えました。1970
年代になるとアジアとの競合により衰退、移民や失業などが
社会問題化し低迷が続きます。その後ビルバオは18ものプロ
ジェクトを重ね再生を果たし、「サスティナブルシティ」として

EUでも注目を集める都市として生まれ変わっています』

現在のビルバオは、世界中から年間100万人を超える観光

写真2（左）：視界の広いステンレス車両

写真3、4（右）：芝生貼りの

電車歩道との区切りは無く、歩行者の自己貰任が問われます

客が訪れ、街のあちこちで建設が行われる、活気あふれる美

しい都市で寅今回の視察では、その再開発の現状を目の
当たりにしてきました。

ビルバオ川沿いに走るのが、最近エコロジーとバリアフ

リーの観点から見直されている路面電車（Light

2．交通インフラの整備
今回「北スペインの旅」の第一歩を記したビルバオ空港は、

Transit）「Eusko

Rail

TrarUです。目に鮮やかな芝貼りの線路敷

きを、視界の広いステンレス車両が走ります、低床で乗り降

2000年開港と新しく、スペイン人S・カラトラバ設計による

りしゃすく（切符購入にはやや苦労しましたが…

アーチ状の構造を大胆にみせた建築です。空港からは高速

所間の狭い路線は、観光客のみならず日常の足としても使い

道路網が整備され、2002年に開通したアルザンダトンネル

やすく感じました。

）、停留

川沿いを歩くと、建設中の22階建てのツインタワー、磯崎
新設計「磯崎ゲート（Isozaki

Atea）」の前で、カラトラバ設計

のスビスリ橋に出会います。歩行者専用のいわば歩道橋で、
ビルバオ川（ネルヴィオン川）を挟んで向かい合う新市街と
旧市街を結びます。川の中空に浮かぶ半透明の床や、線と曲
線からなる構造があたかもオブジェのようで、日本の機能一
辺倒な歩道橋とは二次元の産物です、
他にもビルバオ港拡張と河口域開発、隣県のサン・セバス

チャン市、ビトリア市をY字型に結ぶ鉄道網の建設などが計
画されており、都市の活性化に直結する交通インフラの整備
写真1：N，フォスター設計の巨大なカタツムリのような地下鉄出入口
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が、意欲的に進められていることが実感できます。

ます。高さ50メートルのアトリウムはガラスと鉄骨と石灰岩に
より、複雑な構成をみせ、しばし足が止まりました。絵画、彫

刻、オブジェ（戸しか言い様の無い物…

）など幅広い時代

とジャンルの作品が不定形の展示室に並びます6

回

写真5；カラトラバ設計のスビスリ橋、奥に見えるのが磯崎新設計「磯崎ゲー
ト（lsozaki

Atea）」

誓

3．グッゲンハイム美術館
近年ビルバオの知名度を押上げ、大勢の観光客を呼び込
むきっかけとなったのが、グッゲンハイム美術館です。アメリ

カの鉱山王S・R・グッゲンハイム（1949年没）のコレクショ
ンを基に、ニューヨーク（F・L・ライト設計）、ヴェネツィスラ
スベガス、ベルリンについで造られました。

写真7（左）：六本木ヒルズにもあるルイーズ・ブルジョワ作「ママン」
写真8（右上）：クーンズ作「パピー」

写真9（右下）：グッゲンハイム美術館のオブジェ、芝生は路面電車へと続い
ている

常設展示に加え企画展も行われており、芸術の好みはさて
おき、じっくり見ようとすれば優に半日はかかるかのでは、と

思われます。多くの作品の中で最もインパクトがあったのが、

奥行130メートル幅30メートルの柱1本無い大空間を誇る104
展示場で「体験」した、rtorqued

ellipses（トルクを与えられ

た楕円？）」という高さ約7メートル、直径約20メートルはあろ

うかという巨大なオブジェで嵐詳細は初めて「体験」したと
写真6：ゲーり一設計のグッゲン八イム美術館。新市街の街並み

きの感動を薄めないよう割愛しますが、そのさびた鉄のよう
な質感は街中で見かけた数々のオブジェとも似通っていて、

最も印象的なのは外観で魂アメリカ人建築家フランク・
0・ゲーリーが、航空宇宙産業用のCADシステムを駆使して

ビルバオが鉄鋼で栄えた街だったことを思い起こさせます。

1992年失業率が25パーセントを超える中、それまで全く

作り上げた複雑な曲面の連続は、船のようでもあり、魚のよう

顧みられなかった川岸の土地に、スペイン中央政府とバスク

でもあり、花のようでもあり、見る側のイマジネーションをか

自治政府が2000億ペセタ（約130億円）を投資し美術館を誘

き立てま祝堅く高価なチタン合金の金属板はそのハイテク

致。建設事業だけでなく、膨大な入館者による観光業などの

なイメージとは異なり、鈍い光沢と微妙な凹凸により、ガラス

雇用拡大、税収の増加などの経済効果をもたらし、5年足ら

と鉄骨の建築に豊かな表情を加えています。全体のシルエッ

ずで出資分を回収できたとされています6

トを淡く見せる朝の光、水面のゆらめきを映す昼の光、幻想

当地を訪れるまで、グッゲンハイム美術館がビルバオ都市

的な雰囲気を醸す夜のライトアップと、見るたびに異なる印

再生の大きなきっかけとなった、ということがどうしてもピン

象を持ちました。

と来ませんでした。巨匠の名画をこれでもかと揃える豪華な

アメリカ人アーティストJ・クーンズの作品（パピー犬型の

美術館が、きら星のごとく並ぶヨーロッパで、スペインの一地

植物オブジェ）の前を通り館内に入ると、思いのほか自然光が

方美術館がどれだけ集客力を持ち得るのかと…

差し込み、外の水面が建築の一部になっているのに驚かされ

美術館を訪れ、そのインパクトを目の当たりにし、「美術（及

。実際

トンホテルなどが建ち並び、さらに31階建ての市庁舎やオフィ
スビル、大学、公園などの建設が続いています。

さらに最新のプロジェクトとして、古いドック跡を挟む対岸

の中州エリア（Zorrozaurre地区）で、女性建築家ザハ・ハ
ディッドの斬新なプランによる、住宅やスタジアムなどの大規
模な再開発事業が進んでいます。まさにビルバオ中、「犬も歩

けば建築現場にあたる」といった様相で、経済の好調が感じ
られました。

隔■プ・ジ・クト報告

写真10：公園で遊ぶ子供たち、時宜っているのは「ポケットモンスター（日
本のアニメ）のカード」

びそれを運営するソフト）」と「建築」が、これほど人にも街に

も影響を与えるものなのかと、認識を改めました。「ビルバオ

効果」ともいわれるグッゲンハイム美術館の成功は、都市の
外から人を呼ぶだけでなく、一つの都市にアートというテーマ

を与えたようにも思いま凱街中のオブジェや公共建築物、
ホテルのファサードにいたるまで、「アートに対する積極的な
思い＝美しい物を造った方が街の為になる」が、現れているよ

写真11：ネルビィオン川より住宅街を望む

うに思いました。

4．再生の道程
ビルバオ都市再生の第一段階は、重工業で汚染されたネ
ルヴィオン川の水質改善でした。この事業は川に関連する
市町村同士の行政の壁を越えた協力が不可欠であり、1981
年「ネルヴィオン川水質改善のための包括計画」が策定され

ました。EUの旧工業地帯の環境改善を目的とする「都市再

生の革新的取り組みをサポートする基金（Urban

Pilot

Programme）」を受け、悪臭を放つ川が現在スビスリ橋から

魚影を認めるまでに回復していま曳この協力体制が、
1991年にはネルヴィオン川；を軸とする30の市町村とバスク

写真12：旧市街地ネルビィオン川のほとりに建つ劇場

州、ビスカヤ県、民間企業、大学、NPOなど100以上の組織
が連携する「ビルバオ・メトロポリー30」という共同体となり、

「ビルバオ大都市圏の再生戦略プラン」の立案・推進機構と

なります。さらに2000年にはバスク主要3都市が都市圏
（City

Region）として連携、ヨーロッパ内での競争力を高め

ていこうとしています。
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5．感想
ビルバオは、いわゆる新市街と旧市街を合わせても、3キ

ロ四方に納まるようなコンパクトな都市で凱新市街は広場
を中心に放射状の道が整い、緑も多く、新しい建物も街並み

水質の浄化に併せて川沿いの工場跡地の大規模開発が計

に調和した装飾が施されていま跳旧市街は細い路地の奥

画され、政府系の共同出資により再開発推進機構「ビルバオ

に教会のゴシックの尖塔が見え、辻にはすり減った石造りの

河岸2000（Ria2000）」が組織されました。グッゲンハイム美

水飲み場、木造のバルコニーに色鮮やかな花が飾られていま

術館に隣接するアバンドイラ地区（35万平方メートル）では、

す6それぞれに異なる雰囲気を持つ街並みに対し、地下鉄の

シーザー・ペリのマスタープランに基づき、船をモチーフにし

出入り口や路面電車の停留所は、透明な素材で存在感を消

た複合文化・会議施設、広大なショッピングセンター、シェラ

すことで景色にとけ込んでいるように思えます。

2006北スペイン住宅地まちなみ調査

回

写真13、14（右、左とも）1新市街の街並み

垂

藝

、

写真15、16（右、左とも）：旧市街の街並み。木造のバルコニーや表情のあるドアが並び、窓辺には色鮮やかな花

写真17（左）：旧市街の街並み

写真18（右）：新市街の教会

写真19（左）：細い路地の奥に教会のゴシックの尖塔が見える
写真20（右）：旧市街地の中心にあるカデドラル

都市を再生し活性化する過程において、闇雲に古い物を壊

「サスティナブルシティ」とは、経済成長と環境共生のバラ

し新しい物を作るのでなく、「ビルバオ川」や「美しい街並み」

ンスを保ち続ける街、とも考えられま貌建築ラッシュにわく

という資産を活かし、「鉄鋼・造船」という街の歴史を踏まえ、

ビルバオが、5年後10年後にもサスティナブルであり続けるた

さらに「アート・文化」という新しいテーマを全体で推し進め

めに、ハードに加え街に人を呼び込むソフトが、重要なことは

ていく手法が、都市の個性を保つのに、大いに役立っている

間違いありません。現在進行中の再開発事業が完成し、さら

と感じました。どんどん新しい物を取り込み拡大するうちに、

に魅力を増したビルバオに、そのことを確かめに行きたい気

無個性な街になっていくという事例には事欠かないように思

がしました。

えますから…

。
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2．田舎家（農家）風建築（写真4〜9）
ガリシア地方の伝統的な石造りの田舎家風建築。

石貼りの壁面とコーナーストーン、枕木や石などで縁取られ

た窓が特徴。自然素材をそのまま使用し、素朴な雰囲気を
出している。

1．はじめに
スペイン北西部ガリシア地方の県営であるア・コルーニャ

市は大西洋に面した港町。この地方は年間を通じて温暖で
雨量が多い。そのため冬は陽の光を取り込み暖かく夏は風
扁■プ・ジ・ク・報告

通し良く涼しく過ごすためにガラスのファサードを纏った建
築物がつくられたという。街の建物の多くがガラスをはめ込
んだ白塗の窓枠を有している。

写真4：田舎家風建築（建設中）

鑛

写真1：港に面しガラスの回廊が連なる
測

写真5：建物の裏側は塗装仕上げ

写真2：白塗の窓枠はレースのカーテンのように装飾的

スペイン人は平日を街中で、休日を別荘で過ごす人が多く、

ア・コルーニャ市郊外は大変別荘が多い場所でもある。市

郊外にあるイン

み物件、造成地
写真3：インモコルーニャ社

26
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等を見学した。

・瓶．饗．い噂

エリアの分譲済

噴∴︐ヒ引

および同社営業

．一い盛・﹁㍗

が手がけた物件、

鞠や

を訪問し、同社

㌔・．︑．拠臥眺醒匿

モコルーニャ社

写真6；レンガの上に石貼りまたは塗装

回

写真8：窓枠の枕木

写真11：プール付高級別荘

葺 奮

写真71軒天
孟．

写真9：建築資材

写真12：庭の一角

3．リフォーム物件（写真10〜18）
広々とした庭、プール、大型テラス、大開口の窓に広く開放

的な室内という高級別荘。その中古物件を購入し、新しい家
主の趣味に合わせて全面改装した。

主人の個性が反映された要所に配されたブルーのインテリア
が印象的であった。

写真13：リビング（天井吹抜）

写真10：建物外観（写真右端のブルーのシャツの人がご主人）

写真14；サンルーム

扁凹プ・ジ・ク・報告

懸・・訣

一廻
写真15：玄関ホール
写真16：階段室
写真17：洗面台

4．新築物件（写真19〜23）
戸建住宅の延床面積は170〜300㎡あたりが多い。広い
LDと大型キッチン、2室以上のバスルームが基本。敷地は
フェンスで囲まれ、領域は明確である。不動産の価値は海に
近い立地であるかが大きな要因となる。

写真181ダイニング・キッチン（キッチン面材はこ主人の好ぎなブルー）

写真191地下車庫付物件。部屋の窓にシャッターがついているが外部に
ボックスが出ない為、外観はすっきりとしている

写真20：リビング（暖炉付）

写真211キッチン
鵬翼23：セントラルクリーナー
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写真22：バスルーム

5．周辺物件（写真24〜30）
インモコルーニャ社営業エリアの周辺物件をみると多種多様

の個性豊かな家々が建ち並んでいる。この地域のデザイン
コードは、家の高さ・セットバック・建築素材等の制約があ
るが、比較的緩いものらしい。各住戸の敷地が広い為、街並
みに自然にとけ込んでいた。

穿真24：周辺物件①

個性ある住宅が建つ一方で、分譲物件など、並んで建物が
建つ場合は、徹底的にデザインが統一されている。屋根型・窓

回プ・ジ・ク・報 告

写真28：分譲物件③。大胆な色使いと尖塔屋根が特徴

配置をみるところ、どの団地も家のつくりはすべて同じであった。

写真25：周辺物件②

終．

写真29：分譲物件③。通りの反対側に広い庭と共有のプールがある

写真26：分譲物件①。通常見られる分譲地は外壁色まで同じものが多い

写真30：分譲物件③写真右側スロープは地下車庫への入口

6．感想
戸建て住宅の少ないスペインで、今回多くの物件を見る機
会に恵まれた。ヨーロッパの住宅というと歴史の重みのある
建物ばかりに目がいってしまいがちであったが、新築物件、

特に分譲住宅の意外に合理的な考え方で家を建てている点
写真27：分譲物件②。電柱はなく地下埋設が基本

が興味深く、また勉強になった。
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︻ー

1．インモコルーニャ社が中古物件を買い取り、約6ヶ
月かげてリニューアルした上で販売。

外壁が石造りであるのがこの地方の特徴。

隔■プ・ジ・クト報告

写真5：バスルーム

2．築22年の中古物件。7年前にリニューアル。

敷地面積約3，000甫、建物面積約300niの中古物件。
売出し価格は約12，000万円。

写真2
インモコルーニャ社建築中物件

写真6：建物正面

写真3一インモコルーニャ社完成直前物件
写真7：来客用のダイニング・キッチン

写真4一広々としたキッチン
写真8：朝食用のダイニング・キッチン
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黙灘

写真13ダイニング・キッチン

写真9子供部屋

閥■プロシェクト報告

A

ノ

写真14

写真10主寝室

杁 ル ーム

灘 継醜

へ

価

F

ゲ︑
㌻
ア

﹂

⊃﹁い消適㍉賢

㌦

ナドエでロドスモご

甲ド

＾鈎

ド

園
肝

遊

付
ト

ク

写真11主寝室の奥に続くテラス。眺望がすばらしい

写真15 大 型

ロ

ーゼ ツ

の 主寝 室

3．新興住宅街にある販売物件
置㍉

写真12広い庭から建物を見る

写真16暖炉のついたリビングルーム
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1．概要
スペイン北東部、ピレネー山脈を挟んでフランスと接する

スペインの第2の都市であると共に、第1の商工業都市でも
あるバルセロナは、カタルーニャ自治州の州都でもあり、古

回

い歴史を持ちながらも経済・文化・産業等活発に発展して
いる自治州です。特に1992年のオリンピックの開催を機に

写真21低所得者層住区に隣接して建設中の高級住宅街区

古い街並みを取り込み、インフラの整備を再構築した新し
い再生都市として積極的に開発を進めていると思われます。

垂

中でも意識している事はあくまでもr人』を中心にした再生
都市であり、行政機関のフレキシブルさを目の辺りにする事
が出来ました。

2−1低層で高密度なコンパクトな居住区
19世紀の建築家セルダの案がコンペ作品となり現在の都

市形態の基盤を創り上げています。1333m×1333mのグ
リッドの周囲をコの字形に住居を配置し、中央部にポケット

パークを展開した形態の街区を整形に展開し、間に20mの
道路を通して街区を結んで行く非常にシンプルで、住む人々
に非常に優しい街区形態を持っているのが印象的でした。

写真1：中心に10mの歩専道を配置し両サイドに路面電車・車道が展開

2．再生都市〜街並み景観〜
今回、伊東豊雄建築設計事務所の三好氏にバルセロナに
於ける都市計画について約2時間のレクチャーを受ける事が

写真3：指掛間に展開されるコミュニティ空聞

出来ました。バルセロナに於ける都市の成り立ち、都市機能、

形態また、それらに於ける問題点等非常に分かり易い解説で
充実した時間を過ごす事が出来ました。

実際にレクチャーを受けてから観る街並みは以前とは比較

えられており、中心部を歩行者専用道があり、両サイドを一

車線の道路が取り付いている。これらの住棟の街区には信

できない程の楽しみ、興味が感じられた事に改めて感謝をし

号は無くあくまでも人々の空間であり、溜まり・集い・語らい

た次第です。

を楽しんでいる様に感じられました。其々のポケットパーク

バルセロナの街は新旧の街が融合して共存して再生されて
おります。東側地区のゴシック建築が多く残された旧市街地
rゴシック地区』、都市計画で計画され直線道路を基調に碁

盤目に整備された新市街地『エシャンプレ地区』が共に共存
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都市における街区の道路形態は、基本的に人が優先で考

同士を道路が繋ぎ、ネットワークを形成しよりコミュニティ性

を高めていく手法を今後の街創りに大いに活かして行く必要
があると感じました。

基本的には広場や緑道における規則付けは無く、フリース

する形で再生され、我が国に見る「スクラップ＆ビルド」に展

ペースとして、住民参加型の場所として、お祭り・演奏会・ダ

開される街並みとは別の良さを、バルセロナの古きを守りな

ンス・ティースペース等人々が自由に楽しむ雰囲気がとても印

がら新しさを調和させる街並み風景が新鮮に感じられました。

象的でした。
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2−2城壁を撤去した境界のない都市
古い街並みと新しい街並みが共存し、一体の景観を形成
する計画において新旧の境をどの様に演出するかが大きな問

題になると思われま或バルセロナにおいての手法は、新し
い街と古い街お間を分断する形態の道路を地下に下げて創
ります。中心に車道〜自転車道〜歩道〜緑地帯〜街並みへ
と雛壇状に地下に掘り下げる立体的な処理にて街並みの連

写真6：街の広告塔、フラッグ・バナーコート

続性を確保しておりま嵐また、もしも分断した場合には、上

写真7：アート性の高い道路と歩道の境界部の演出・段差の解消

等のスペースとして利用しております。

2−4バル四脚ネータ
海に面したバルセロナにあって、貨物輸送が中心で古い工
場が多く、廃線になった線路等がさらされたままのエリアを
1986年にオリンピックの開催地に選定された事をきっかけに、
一大整備を行った地域です。

写真4：新旧を分断する道路をレベルダウンさせた形態

2−3人々に優しい街
今回の視察で非常に感じた事
・車道と歩道との段差を極力無くしたバリアフリーとして
の演出。
写真8：マリーナのシンボル、フランクゲーリー作「金色の魚」

・街灯の下にフラッグ・バナーコートを下げた広告塔として
の演出。

以前は海も汚れ、周辺も荒れていたそうですが、今では商

・街の至る場所に置かれたごみスデーション。

業・オフィス等の複合施設やマリーナ等の整備された有数の

・色彩・デザインを考慮した街のサイン。

ウォーターフロントとして人気があると共に、オリンピック村

・ハンディキャップのある人々の積極的な採用。

の住居とした高級住宅地区としてもかなりの人気のエリアと

・街の中心部の宝くじ売り場等。

なり、今後のビーチサイド開発の見本となると同時に更なる

・朝に各場所で配布ざれる朝刊。無料との事。

都市再生の発展が思われます。

・公共の空間に展開ざれるティーテラス。

蕪纏轟難謹撰
写糞5：街広場で競い合うフラメンコの宴

写真9：バルセロナの人気のビLチリゾート

回 塁垂

部に蓋をして人工地盤を創り、公共性の高いポケットパーク

3．ガウディを訪ねて
バルセロナに於いてガウディ無くして語ることは出来ない
と言われるほどガウディ功績が多く残された街であり我々の

灘

頭では理解し難い処も多く見られます。カタルーニャ工科大
学を卒業して初めての作品が、レイアール広場の街灯のデザ
インと言うのも、何者にも興味を持って製作した証かもしれ
ません。建築家と言うより天才芸術家であり、作品はどれも

独創的で神秘的にさえ感じられました。全体的には、直線

回プ・ジ・ク・報告

や角を無くし曲線等の柔らかいラインを多用した作品が多く

代表としてカサ・ミラが挙げられると思いま凱曲線や凹凸
写真10：マリーナタウン

を多用する事で夜のライティング時の陰影が強調されると共
に、幻想的なシルエットを

2−5バルセロナのナイトスケープ

創り出します。

今回の視察で一番楽しみにしていたのが、夜の街並みを見

ることでした。スペインの夜は非常に遅くPM10：00を過ぎ

バルセロナに無くてはな

るころがやっと日本で言う、日没であり、人々もPM9：00を

らない、世界的遺産が現

過ぎた頃より街に出始め深夜まで盛んにナイトライフを楽し

在も弟子達により建設途

んでいます』

中のサグラダ・ファミリア

・

です。ガウディが生涯43
年の歳月を費やしても更に

後100年、200年係ると言
われている壮大なプロジェ
写真13：カサ・ミラのファサード

クトで或聖堂の中の柱は
下部より見上げると微妙に

位置がずれています。森
の樹林をモチーフにしたと

の事。屋外の塔は完成時
に170mの高さになり壮大
なスケールの塔になると思

写真11：バルセロナの夜景

われます。

スペインを含む欧
州では街灯としてガス
燈が主流でアンティー
ク調のアイアンのデコ

写真14：サグラダ・ファミリア

レイトされた暖色系の
ラインが非常に優しく

演出されてま祝見た目に分かる通り、大きな看板やお店の
イルミネーション等は見当たらず整然とした街路棟のライン
が非常に美しいナイトスケープです。決して派手さは無いけ
れども街灯自体はしっかり主張しており、けれども街並み景
観に溶け込むデザイン・色調等は素晴らしいの一言に尽きる
と思われます。また、一般的に無電柱化が施されており電線

の無い事が如何に景観に大切か改めて思い知らされたと同
時に文化の違いを感じさせられました。
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写真15：聖堂内部の柱。森の樹林をイメージ

写真19：カタルーニャ工科大学ガウディ研究棟、グエル邸ドラゴン扉

．

4．総論として
バルセロナの中心より離れた丘にグエル公園があります』

今回の視察が約10日間、ロンドン経由でビルバオ〜パンプ

現在はユネスコの世界遺産に登録されている作品です。計画

ローナ〜サンタンデール〜サンティリャーナ・デル・マル〜

では20ヘクタールの地に約60世帯の高級住宅街を創る予定

ア・コルーニャ〜バルセロナの北スペインの街並みは住宅・

が資金面等の問題で3棟の建設のみに終わった計画ですが、

街並みとしての情報が非常に少ないと共に、未知の部分が多

ガウディ特有の曲線を全面に押し出すと共に、生き物のオブ

く、大変新鮮で、日々感動の毎日でした。

ジェを配置する等自然界の生き様を創出する作品の力強さが
感じられました。

■凹プ・ジ・ク・報告

写真16：バルセロナの市外のガラスの塔、トラ・アグバル水道局

今回ランドスケープと言う立場から参加させて頂き、見る世

界は建築雑誌で取り上げられる建築主導の情報以外の素晴
らしい、景観、照明、サイン、色調、環境への配慮等一言で書

き表せない位の知識を得る事が出来たことの感謝をしており
ます。今後のプレゼンにどれだけ活かせるか大事ですが、ま
ず自分で感動できるプレゼンの資料を如何に創れるかを改め
て認識させて貰えた視察会だったのではないかと思います。

最後に憧れのバルセロナスタジアムを見る事が出来最高の感
動しました。

写真17：体内を思わせる様な回廊

写真20：ヨーロッパチャンピオンのバルセロナスタジアム

写真18：人工地盤の広場からのバルセロナ、手前はモザイクのベンチ

インァイング

写頁22ヨーロッパチャンピオンカップ
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2．オリンピックの光と影
齢摯

蹴賢轟

皆

1．再開発の流れ

難

扁幽プ・ジ・ク・報告

轟、

写真6：1992年バルセロナでオリンピックが開催され、当時のモニュメン
トがメモリアル公園として残っているヨ

写真1：新市街の町並み。19世紀にセルダによる提案が採用された

写真2：海岸へと延びるディアゴナル通り。中心部を歩行者が優先するバ
ルセロナ特有の道路作り

写真7：当時の選手村の宿舎は、すべて一般市民に分譲された。富裕層が買
い求めたという。オリンピックを境に貧富の差は広がり、バルセロナの治安
は悪化する一方となった

繋・

肇難「

轡

∵遷写真3、4：ウォーターフロントには、
フォーラムを中心とした高級ホテル
や高級マンションが立ち並ぶ

写真5：ジャン・ヌーベル設計のバル

セロナ市水道局の建物。街の新たな
シンボルタワーとなったが、方角に
よってはかウディの「サグラダ・ファ

鋤

ミリア」を隠してしまうので賛否両論

写真8、9：隣の建物にピッタリくっついて建てられている。建築現場を見る

あり、物議をかもしている。写真の左

と確かにくっついている。これは、合法であるらしい。また、地震がほとん

下にかすかにサグラダファミリアが
．鍵写っている
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ど無い国なので、柱が異常に細い

3．ガウディ作品

写真12：サグラダ・ファミリア、

建設中を内部から見る

写真18：グエル別邸。ガウディは、その他にもカサミラやカサパトリョ、ミ
ラージェス同門などの作品を残した

4．その他の世界遺産の作品

ガウディの代表作「サグラダ・ファミリ

ア1は、1883年から着手され、今だ建築

繍

途中である

プロ ジ ェ ク ト 報 告

写真10：サグラダ・ファミリス受難の門。

写真19：カサビセンス

完成予想図。完成は25年後にな
るらしい。世界遺産には登録さ
れていない
写真11：サグラダ・ファミリア、生誕の門

写真21：ピカソ美術館。ガウディを
中心に最終日の視察は進められた。
行程の中で、ピカソ美術館やスペイン
村、モンジュイックの丘、カテドラル、
そして、最後にはフラメンコを視察し

て全行程が終了した

写真14：グエル公園（世界遺産）。

写真16：グエル公園（世界遺産）、

グエル氏は、ガウディのスポンサーであ

ガウディの家

り、良き理解者でもあった

写真20：カタルーニャ音楽堂（世界二二）。ガウディのライバルとされたド
メネク・イ・モンタネルの最高傑作。今でもコンサートホールとして現役で
使われている。また、パスで移動しながらの見学になってしまった、「サンパ
ウ病院」も圧巻であった

写真15：グエル公園（世界遺産）。

広場に溜まった水が柱から地下に集め

写真17：グエル公園（世界遺産）、

られ、貯水タンクの役割を果たす

列柱廊

写真22：フラメンコ

写真23：スペイン村
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5．バルセロナ
6月9日早朝3時30分に起床、サンティアゴ・デ・コンポス
テーラー空港からイベリア航空でバルセロナへ入る。

レクチャー講師の伊東豊雄建築設計事務所バルセロナ
事務所勤務の三好隆之氏と合流する。（阿部氏も同行）スペ

1．はじめに

閣凹プ・ジ・ク・報告

北スペイン、バルセロナを視察先とし、6月3日〜12日（10

インの住宅、都市居住、都市再生等のレクチャー及び勉強

日間）の日程で、総勢15名にてロンドンヒースロー空港経由で

会、市街地や街並みを視察する。バルセロナは10世紀以

ビルバオに入る。現地コーディネーターのカタルーニャ工科

降、地中海貿易で栄え、画家のピカソ、ミロ、ダリや建築家

大学バルセロナ建築学校へ留学中の東京大学工学部都市工

ガウディらをも輩出したスペイン独自の文化圏である。現

学科博士課程の阿部大輔氏とビルバオ空港にて合流する。

在はスペイン第2の大都市人口300万人以上で、港湾、商業

ビルバオ〜アルタミラ〜ア・コルーニャと北スペインの中小都

都市として繁栄、碁盤の目のように整備された市街地、ゴ

市を中心にパンプローナ、ア・コルーニャの住宅地開発を視

シック地区、ランプラス通り、グラシア通りと街並みが広がっ

ている。1992年のオリンピック開催を契機に大掛かりな都

察する。

市の再開発が進められた。特にウォーターフロント周辺、

ビーチは素晴らしい。建物は近代的で統一感がある。住宅

2．サリグレン・エコシティ視察
ナバーラ住宅公社が開発しているスペイン最大のエコシ
ティ。第1期住宅整備では5，217戸が供給され、そのうち

は億ションで欧米の資本家などが別荘・セカンドハウスとし
て購入する。

98．12％をアフォーダブル住宅が占める。スペインの典型的

バルセロナの街全体は天才ガウディの個性的な建築物を

な低層住宅が主体で平均床面積90㎡、ガレージ及び物置付

象徴として展開されている。シンボルの聖家族教会サグラダ

きで価格は11万ユーロ（日本円約1，500万円）。全体開発とし

ファミリアは1883年に工事着手し、124年が経過し、さらに

て、歩行者専用道路、自転車道の整備、住宅ブロックの街並

100年くらいかけて170m18本の塔を完成させるとの事。気

みは2〜3階〜5階建で街区を囲み中庭が共有空間になってお

の遠くなる息の長い計画である。ガウディの作品として他に

り、緑地が多く整備されていた。

もグエル公園、カサミラ等も素晴らしい。

3．インモコルーニャ社訪問

6．密集市街地の再開発について（私見）

スペイン北西部を代表する不動産開発業者を訪問し、住

古いものを残しながら（外壁等）新しく使いやすい建物に

宅供給のトレンドなどをインタビューした後、同社の手掛けた

変えていく。パティオ中庭方式で公園の周りに建物が配置さ

住宅地を数多く視察した。スペイン北部はまさにグリーンス

れ、都市居住として住宅の外側の空間；を考えている。400m

ペインと呼ぶにふさわしい地域で街全体に緑が多く、プラタ

の3分割133mの正方形の街区を形成した街並みが美しく、

ナス、ユーカリの木が多く植えられており、建物は高さ、外壁、

人が集まりコミュニケーションが生まれている。建物は1階に

窓、バルコニー、シャッター、屋根材（スペイン瓦、赤）等みご

店舗、バル（立ち飲み居酒屋）、レストラン（イベリコ豚の生

とに統一感があった。古い建物はロマネスク様式の影響で

ハムは絶品口いっぱいに上品な脂と深い味わい、スパークリ

石造りが多くみられた。

ングワイン

カバ

との相性は抜群）、2階には事務所等、3階

以上は住居になっており、機能が平面的でなく立体的である。

最後に今回視察を通じて「百聞は一見にしかず」でした。

4．サンティアゴ・デ・コンポステーラー
ポルトガルとの国境に近い都市で世界遺産、大聖堂カテド
ラル、キリスト教3大聖地であり、ダンテ曰く「真の巡礼者と
は聖地サンティアゴを目指す者のことである。」キリストの
十二使徒の一人「聖ヤコブの墓」（9世紀初めに発見される）ま

で800kmを1ケ月かげてホタテ貝をぶらさげて
道
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自己浄化の

財団の街並みコーディネーターとして、今後の街並み住まい
づくりを担当する上で大いに役立ちました。

1視察日程表
昌．・

@

＝

1≡＝

6／3

土

@

・≡

・≡1＝、＝

成田発10：50

1卿

現地同行講師阿部大輔氏と合流、バスでホテルへ

飛行機（ロンドン経由）

4

ビルバオ着20：30
ビルバオ発

終日（バス）エチャラール、レサカ、フエンテラビーア視察

ビルバオ発

終日（バス）サリグレン・エコシティ視察、その開発者ナバーラ

月

5

日

@

火

Z宅公社訪問

・

ビルバオ発

6

終日（バス）ビルバオ視察、途中サンタンデール、アルタミラ視

Tンティリャーナ・デル・マル着

︐

木

8
9

金

@16：40
サンティリャーナ・デル・マル発
A・：コルーニャ着 18：15

終日（バス）途中ナヴィア再開発住宅視察

ア・コルーニャ発

終日（バス）途中インモコルーニャ社訪問及び物件視察、サン
eィアゴ・デ・コンポステーラ視察

ア・コルーニャ発

ﾄ開発事例視察
P7：30〜19：30バルセロナ在住三好隆之氏によるレクチャー

9

11

土

バルセロナ

終日（バス）ガウディ建築を中心にバルセロナ視察

08：35

日

10

バルセロナ在住三好隆之氏と合流しバルセロナ最新住宅及び

@07：05飛行機
oルセロナ着
蓄

04：45

Tンティアゴ・デ・コンポステーラ発

バルセロナ

oルセロナ発
月

●

12

0：45バスでバルセロナ空港へ

13：25

@飛行機（ロンドン経由）

成田着

11：05
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回7料

水

7

・

@

2視察参加一名一
圃

凋

■

．謹

．＝＝

阿部

大輔

東京大学大学院博士課程、カタルーニャ工科大学バルセロナ高等建築学校博士課程

石井

清一

（株）細田工務店

常務取締役

土井

信

積水ハウス（株）

大阪設計部主任

田中

透

トヨタホーム（株）

地域営業部分譲営業室係長

大長

友道

旭化成ホームズ（株）

開発営業本部宅地開発部部長

坂井

則和

ミサワホーム（株）

商品開発部ジニアスアーバン設計グループ

金田

健也

大和ハウス工業（株）

営業本部住宅事業推進部課長

井野

善久

大和ハウス工業（株）

東日本住宅設計プロジェクト室主任

川崎

修宏

（株）細田工務店

分譲住宅部門課長

大山

晶子

（株）細田工務店

分譲住宅部門課長

武藤

るり子

（株）細田工務店

設計部課長代理

花田

大介

（株）ニチレイ

不動産事業部担当課長

入澤

岳登

（株）サンフジ企画

横浜支社リーダー

佐藤

忠行

東急グリーンシステム（株）

営業設計センターセンター長

荒井

好和

（財）住宅生産振興財団

常務理事

来栖

豊

（財）住宅生産振興財団

事業部部長

添乗員

湯本

昭夫

（株）シー・ムーン企画

バルセロナ
激Nチャー

三好

隆之

（株）伊東豊雄建築設計事務所バルセロナ事務所勤務

同行講師
団

長

国■資料
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当財団は、「まちなみ大学（1997年）」以来、定番となりました海外における最新住宅地の調査を、本年も6月3
日から6月12日までの10日間実施いたしました。

今回は、日本では余り得られないスペイン、特に「北スペインにおける伝統あるまちなみ・最新住宅地・都市
型住宅の事例を調査する」という企画にしましたが、これまでと違い日本からコーディネーターとして同行してい

ただける適任者も見つからず企画を依頼した（株）シー・ムーン企画の湯本氏にはスタート時点から手こずらせ
る団となりました。

しかし、湯本氏の奔走のおかげで、スペイン・カタルーニャ工科大学バルセロナ建築学校に留学中の阿部大
輔氏（東京大学工学部博士課程在籍）に、論文提出前のお忙しいところをビルバオからバルセロナまでの全行程
にわたり解説と現地案内を、また、三好隆之氏（伊東豊雄建築設計
事務所バルセロナ事務所勤務）にも、業務多忙の中をバルセロナで2
時間にわたる「バルセロナの都市空間」の講義の了解を取り付けて
いただくことが出来、後は、団員「人ご人が、専門分野で現地を目で
イギリス︑ロンドンのヒースロー空港付近

確かめ、写真に記録し、耳で聞き資料等情報を収集することで出発
しました。

この場をお借りして、阿部大輔氏並びに三好隆之氏のお二方には、

現地でお世話になりましたお礼と本報告書にも寄稿していただき感
謝申し上げま或ありがとうございました。

この報告書が、ご謡いただいたらお分かりと思いますが、それぞ

れご苦労された調査記録となっておりま凱そういう意味では、団
員一人ゴ人の皆さんはこの地方における貴重な専門家といえるので
はないでしょうか。

今回も、それぞれ専門分野も業務も違う方々の集まりでしたが、
15名という少人数の団でしたので、家族のように親しくお話ししまた
交流も深めることが出来、またとない思い出の視察となったことと思
います、

この地方は雨量が多いということでしたが、視察中の全行程素晴
スペイン︑バルセロナ空港付近

らしい天候にも恵まれ、団員全員が、健康で無事帰国できましたの

も皆様のご理解・ご協力と添乗員の湯本さんのご苦労のおかげと
深く感謝申し上げます』

財団は、来年度以降も調査視察を継続していきたいと考えており

ま或どうぞ皆様の忌揮のないご感想・ご意見をお願いいたしますも

住宅生産振興財団海外視察（平成18年6月3日〜6月12日）
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P｝lone O3−3580−8811 Fax O3−3580−9422
関西事務所
〒541−0046大阪市中央区平野町3−3−8辻梅ビル5階

北スペインにおける伝統あるまちなみ・

最新住宅地・都市型住宅の事例を調査する
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