
当協会は、(社)全国市街地再開発協会との共同企画で毎年海外へ視察団を派遣し、世界各地

における再開発事例等の視察及び現地開発責任者との情報交換を行つてきています。今年度は

「景観とデザインに着日した都市再生事情」をテ…マに、チェコのプラハ及びドイツのドレス

デン、ライブツィヒ、デッサウ、ベルリンの計5都市を視察しました。以下概要を報告します。

´
一，

，

ニエ

ブリッツ ジー ドルンクにて 現地専門家ミュラー氏と
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視 察 の 趣 旨

再開発事業の目に見える成果の1つが都市空間

の再構築である以上、事業によってどれだけ良質な

都市空間が新たに創造されたかは、再開発事業を

評価する重要な視点の1つである。ところで都市空

間の良し悪しの評価は、多分にそれまでどれだけ良

質な、あるいは粗悪な空間を体験したかにかかって

いるところがある。そして、どんなにインターネッ

トが発達し、世界中の情報が短時間で手に入るよ

うになっても、空間体験はその場に身を置くことで

しか経験できない。再開発の専門家として、現地を

訪ねる「視察」の大きな意義はそこにある。

そういった思いから、今回の視察のテーマは、直

球のストライク勝負で「景観とデザイン」とした。

現代の再開発の空間デザイン、そして再開発が置か

れている都市の街並みデザインを参加者に体感して

もらおうという趣旨である。視察先はヨーロッパと

いうことでコーディネーターをお引き受けしたが、

中世の博物館のような都市ばかりでは、日本の再開

発にはあまり参考にならない。かといって、ロンド

ンやパリのような有名大都市は、特に視察というこ

とでなくとも訪れることも少なくなかろう。そこで

今回の視察の対象都市は、民主化以来20年近くが

経過し、その間、都市の変化も激しい東欧都市か

らプラハ、ドレスデン、ライプツイッヒ、ベルリン

(特に旧東ベルリン)と した。また、行程途中に近

代建築デザインの源流ともいえるバウハウスの本拠

地デッサウを組み込み、近代空間デザインの発展史

にも触れてもらうことにした。

ドレスデン、ライプツイッヒ、ベルリンの3市は、

いずれも第二次世界大戦末期の激しい空襲や市街

戦の結果、歴史的な市街地は、程度の差はあれど

も、一旦は壊滅状態を経験している。その後の社会

主義的な建築群による市街地再生を経て、民主化

後の現在は、戦前建物の復元、戦禍を免れた歴史

的建築物の保全・修復、戦後建物の建て替えと新

築など様々なデザイン形式の再開発が行われてい

る。また、加えてベルリンには、壁による東西の分

視察コーディネーター 中 井 検 裕 鰊 京工業大学)

断という特別な歴史をかかえ、壁の跡地の統一ドイ

ツの首都機能構築のための再開発利用という要素

もある。結果としてこれらの都市の空間は、主とし

て19世紀以降の様々な時代の開発が併存することに

よって形成されており、すなわちアンサンブルの都

市デザインが特徴となっている。

これらの 3市に比較すると、プラハは戦災を受

けていないため、オリジナルの歴史的市街地がよく

残されている。とはいっても千年の都プラハには、

ロマネスクから始まり、ゴシック、ルネサンス、

バロック、アール・ヌーボー、アール・デコ、キ

ュビスム、モダニズムといった千年の各時代に対

応する建築と建築空間があり、やはりこの意味で

は、アンサンブルの都市デザインが特徴といえる。

このようなアンサンブルの都市デザインは、変化

の激しい日本でも大いに参考になるはずである。し

かし、アンサンブルの都市デザインは、ルールによ

ってデザインを統一させるのとは異なり、操作的に

上質なまとまりとすることはなかなか難しい。ポイ

ントは、個別の建物や空間のデザインの質と、全体

を包含する大きな都市デザインのコンテクストでは

ないかと思う。

前者については、個別の再開発事業のデザインも

さることながら、特にデッサウのバウハウスで、グ

ロピウスなどの設計による個別デザインのもつ力と

質を感じてもらえればと思う。後者は、都市や地域

の空間デザイン全体に係る要素なので、再開発の事

業区域だけでなく、それを取り巻く地域や市街地を

見ていただくしかない。そのために、今回の視察で

は、歩いて視察していただくことを基本とした。経

験的に、街並みを体感するには、歩いてみるのが一

番だからである。結果として、体力的にはかなリハ

ードな視察となったかもしれない。しかし、その後

のビールは格別で、とりわけチェコとドイツはビー

ルが素晴らしい。コーディネーターとしてはそれも

折り込み済みで、ヨーロッパの都市を楽しんでもら

えればとの企画である。
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1.調査対象都市

プラハ (チ エコ共和国)、 ドレスデン・ライプツ

ィヒ・デッサウ・ベルリン (ドイツ連邦共和国)

(2カ 国 5都市)

2.調査期間

2010年 9月 11日 ～19日 (7泊 9日 )

3.調査団メン′ヽ―

視察コーデイネーター・団長の中井検裕教授

(東京工業大学)以下、総勢27名 にて視察を行っ

た。参加者の業種は学識経験者、コンサルタント

業、不動産業、総合建設業、その他。

4.視察報告

プラハ

【概要】チェコ共和国の首都で、ヴルタヴァ川の東

西両岸に発達した都市。川の東西にわたる約850ha

が世界遺産登録対象地域となっている。約1,500の

建築物が規制により守られ、個人所有の建物であ

っても、修復には専門家の厳しいチェツクや手続

多様な建築様式の建物が点在する
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きが必要となる。

また、プラハは中世以降の様々な建築様式が見

られることから「建築の博物館」と称される。古

い建築様式の建物に新しい建築様式を取 り入れた

修復や増築の事例も見ることができる。

【視察】終日、徒歩にて市内視察を行った。

<リ バーシティ・プラハ>
ヴルタヴァ川沿いの振興開発エリアを視察した。

オフィス・ホテル・住宅が計画されており、現在

は一部が竣工し、一部で工事が進められている。

ドレスデン

【概要】ザクセン州の州都で、エルベ川の水運を利

用した商業都市として発展した。かつてはバロック

様式の宮殿・教会・貴族の館が建ち並び、「エルベ

川のフィレンツェ」と呼ばれた美しい町であった

が、1945年の大空襲によりその殆どが破壊された。

【公式訪間および視察】ドレスデン市役所にて、都

市開発STESAD有限会社 (ド レスデン市100%出資

法人)のヘンケル部長よリレクチャーを受けた。

その後、同氏の案内により旧市街の再生状況等を

中心に視察を行った。

ドレスデンでは東西ドイツ統一後、他の旧東独

諸都市と同様に人口が減少した。統一前の最大人

口は68万 人であったが、統一後は40万 人まで減少

し、現在は45万 人まで回復している。

統一後、都市政策上の課題として積極的に取り

組んだのは、歴史的街区である中心市街地の再生、

住宅の空室率の改善 (旧東独時代の簡易式プレハ

ブ住宅が老朽化・陳腐化し問題となっている)、 新

しい産業の育成である。中心市街地再生において

リバーシティ プラ八 (ドナウハウス)

ヴルタヴア川西岸の街並みとカレル橋
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υへυへυへυへvへυへ調査団報告

は、伝統的建築物保存地区を指定して歴史的建築

物を守る反面、バランス良く新しい建物も取 り入

れ、新旧の対比を生む工夫をしている。

<歴史的建造物の再建・修復>
ザクセン州立歌劇場であるゼンパーオペラは、

戦後40年の歳月をかけて1985年に再建された。ま

た、旧東独時代には戦争の悲惨さを示すため廃墟

のままとされていたフラウエン教会は、統一後の

象徴的事業として11年の歳月と1.9億ユーロの費用

をかけて修復され、2005年 に完成した。この再建

費用の半分は市民の寄付で賄われた。

フラウエン教会 (左 現在/右 修復前 (市資料より))

<エ リアQF複合再開発地区>
フラウエン教会に隣接するこの地区は、旧東独

を代表する中心市街地活性化地域である。2006年

開業のホテルと下層階に併設されたショッピング

モールが賑わいをみせている。バロック中心の歴

史的街並みの中心で、周辺の景観に配慮したデザ

インとなっている。

エリアQF複合再開発 (外観とショッピングモール内部)

<ド レスデン中央駅修復事業>
ドレスデン中央駅は1890年代に建設され市の発

展に重要な役割を果たしたが、爆撃によリー部を

残し破壊された。終戦後に再建され、さらに2000

年からノーマン・フォスターの指揮による大改築が

行われた。破壊を免れたバロック式の屋根フレー

ムや壁を活かし、現代建築 と組み合わせている。

膜屋根を用いて太陽光を入れ、軽量化により既存

のフレームや基礎への負担軽減を図っている。

ドレスデン中央駅

ライプツィヒ

【概要】ザクセン州に属し、人口約51万人を有する

旧東独地域第2の都市。国際見本市によって発展

した商業都市であると同時に学芸都市でもある。

旧東独時代には、ドレスデン等とともに主要工業

地域を形成した。旧東独時代の末期、1989年には

「月曜デモ」と呼ばれる反体制運動が起き、 ドイツ

統一の先駆けとなる民主運動の拠点となった。

【公式訪間および視察】午前中は都市計画局を訪問

し、都市開発部のコム部長代理よリレクチャーを
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受け、午後は同局計画部レンケ部長の案内により

視察を行った。

靡臨:ドレ…――響プず手lill朝

<パサージュ>
1990年以降、都市開発に伴って整備された多 く

の商業施設は郊外型ショッピングセンターであっ

た。小規模・小資本の個人商店が大半を占める都

心商店街の衰退が予測される中、市は都心の賑わ

いに欠かせない飲食店・専門小売店・文化施設を

充実させた。また、街を縦横につなぐパサージュ

を重点的に整備し、快適な歩行空間を実現した。

パサージュ

<旧市庁舎>
16世紀半ばに建てられた ドイツを代表するルネ

サンス様式の建築物で、現在は改装され 1階がシ

ョッピングモール、 2・ 3階がライプツイヒ市歴

史博物館として利用されている。

<ラ イプツイヒ中央駅の改修>

都心部における中心機能向上を目指したもう一

つの策として、ライプツイヒ中央駅の改修が挙げ
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られる。駅舎の改修とともに地下にショッピング

モールが増築された。歴史的建築物の保存と中心

市街地の商業活性化を同時に行う施策の好例。

ライプツィヒ中央駅

デッサウ (バウハウス建築群 )

【概要】バウハウスは1919年、当時のワイマール共

和国 (現在のドイツ)ワ イマールにて、工芸学校

と美術学校を統合する形で「国立バウハウス・ワ

イマール」として設立され、1925年、ワイマール

からデッサウに移転し「市立バウハウス・デッサ

ウ」となった (1932年 にはベルリンヘ移転)。

【視察】バウハウス財団の貝山氏の案内により、校

舎・マイスターホイザーの視察を行った。

<バウハウス校舎>
1926年、ヴァルター・グロピウス設計。ア トリ

エ館・実業学校・工房棟の 3つの部分からなる。

<マイスターホイザー>
校舎から数百メー トル離れた松林の中にある。

1棟の一戸建て住宅と3棟の二戸建て住宅の計 4

棟が、20m間隔で配置されている。バウハウスの

教師のための住宅で、設計は同じくグロピウス。

コム氏によるレクチャー

ム
一
爾
圏

旧ライプツィヒ市庁舎
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<テ ルテン・ジー ドルンク>

視察コーデイネーターの中井教授のご説明のも

と、テルテン・ジー ドルンクの視察を行った。テ

ルテン・ジードルンクは、デッサウ郊外のテルテ

ン地区に建設された低所得者向けの集合住宅群で、

設計はグロピウス。

本の茂る街路の両側に316戸の連棟式住戸が配置

されている。 1住戸あたりの面積は約60ピ程度。

住戸は半地下の 1階がダイエングルームで、スキ

ップフロア状に各部屋がつながる。低価格化を図

るため工業化、規格化が行われている。また、周

辺にバウハウス設計の世界初の外廊下形式の集合

住宅、鉄骨造実験住宅等が現存している。

調査団報告

ベル リン

【概要】東西ドイツ統一により1991年に統一ドイツ

の首都に定められた。シュプレー川をはじめとす

る5本の川、120本の運河、60の湖、40haのティ

アガルテン公園等、水と緑に囲まれた人口約350万

人のドイツ最大の都市である。

【公式訪間および視察】終日、都市計画事務所であ

るミュラー事務所のミュラー氏に案内していただ

いた。

冒頭、都市計画局の市街地模型やパネルを用い、

ベルリンの都市政策に関するレクチャーが行われ

た。ベルリン市は環境問題等の視点から、いかに

歴史的建築物を新しい建物と融合させるか、また

修復してリニューアルするかという課題に注力し

ているとの説明があった。また、旧西ベルリン地

区は第二次大戦後整備が進んだが、旧東ベルリン

地区は戦前の老朽化した建物が多く残っていると

いう課題も抱えている。

都市開発の計画にあたっては、うち20%は住宅

を確保する必要がある。また20mの高さ規制によ

り景観への配慮がなされ、ポツダム広場 (後述、

ソニーセンター・ダイムラーシテイ)お よびテレ

ビ塔周辺を除いては高層建築物が規制されている。

レクチャーに続き、ミュラー氏の案内のもと市内

視察を行った。

:…J七_■主  _‐■ ‐́「「・1■:二=
都市開発局の市街地模型を用いたレクチャー

<ベルリン中央駅>

設計はドイツの大手建築事務所の一つであるゲ

ルカン・マーグ&パー トナー。 5階建て構造で東

西を走る路線は陸橋に、南北に走る路線は地下に

設置され、中間階はショッピングモールとなって

いる。

バウ八ウス本校舎

マイスターホイザー (ク レーとカンディンスキーの家)

テルテン ジー ドルンクの街並み
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ベルリン中央駅

<ポッダム広場>
かつてベルリンの壁があった場所。壁崩壊後、

4つの区域に分割され、高層建築も可能との条件

でソニー、ダイムラー・ベンツ等へ土地が譲渡さ

れた。

ソニーセンター (ヘルムー ト・ヤーン設計)は、

大屋根のある中庭を囲むオフィスを中心とした地

区となっている。また、かつてベルリンを代表す

るホテルであったエスプラナーデの保存を望む声

を受け、その一部を吊り上げて移動させ取 り込ん

でいることも特徴の一つである。ダイムラーシテ

ィは、コンペによリレンゾ・ビアノのマスタープ

ランが採用され、マレーネ・ディー トリッヒ広場

を中心に放射線状に通 りが貫 き、オフイス・住

宅・アーケー ド・国立図書館・ホテルのある地区

となっている。

ソニーセンターの中庭と保存されたホテル エスプラナーデ

<ハ ッケシャー・ホーフ>
19世紀初頭に造 られた中庭 (ホ ーフ)のある建

物を改修し、プティック・カフェ・映画館・オフ

イス・住居等に利用している。家賃は 5ユーロ/ぷ

からと低価格で、若い芸術家等が多 く住む。

八ッケシャー ホーフ

<ヘ ラース ドルフ団地 >
ヘラースドルフ団地はかつて「労働者のコイン

ロッカー」と呼ばれた、画一的な集合住宅であっ

た。人口流出、コミュニティの崩壊、治安の悪化

等の問題の発生を受け、建物の減築・彩色・バル

コニーやエレベーターの付け加えや注文改装等に

より利便性を高め、親しみやすい街並みを作り、

住民の定着につなげている。

<ブ リッツ・ジードルンク>
1920年代に労働者の住宅難を解消するためにブ

ルーノ・タウトらが設計した集合住宅で、ロンド

ンのガーデンシティを参考にしている。色彩を多

用することで、コストを抑えながらも、画一的に

なりがちな家々に個性をもたせた。第二次世界大

戦時、爆撃を受けなかったため今でも当時のまま

残されており、近年、ユネスコの世界遺産に登録

された。登録にあたっては、ジードルンクそのも

のの建築物としての評価はもとより、後に世界の

集合住宅の様式にも影響をおよぼした点なども評

価されたとのことである。

エスプラナーデ

ブリッツ ジードルンク
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えを 終調 て査

酷暑の日本を発ち、中欧の涼しい気候と旅情を

満喫するはずが、ジャケット着用で連日の公式訪

間、マニアックな知識と豊かな語彙でとぎれなく

説明されるガイ ドの方々に連れられ、万歩計が二

万歩を超える日々…。本当に充実した九日間でし

た。参加された皆様、お疲れ様でした。私自身は

といえば、肉体は疲れながらもゴシック、バロッ

クからモダニズムまで建築様式を一気にたどる博

物館巡 りのような体験に久しぶ りに好奇心を刺激

され、かつて建築を学んでいたときの情熱が若干

の感傷とともに蘇 り、「現地での体感は何ものにも

代え難し」と改めて感じたのでした。

プラハでは、都市文化財保護地区として歴史的

な建築を多く保存する中心街を中心に巡りました。

この街には、ゴシック様式の教会やバロック様式

の官殿だけではなく、古典主義やキュビズム建築、

機能主義から最新のモダンデザインの建築まで、

各年代の文化を体現した建築物が百花績乱。 ドー

ム、ヴォール ト、バ ットレス等の建築構造の革新

と、石からレンガさらに鉄とガラスヘと産地に縛

られない素材の出現が空間の大きさの次元を変え、

建築様式の変遷につながった、との中井団長の解

説が′さに残 りました。

プラハからベルリンヘはバスでの行程となりま

した。都市を離れると牧草地が広がる田園風景が

続 くのですが、その中に点在する村落には荒れた

廃屋が目立ち、貧困の匂いが隠せませんでした。

ヒトラーの遺産アウトバーンも旧東独圏では低規

格で速度も制限されているそうです。また、過剰

なサービスにあふれたパーキングエリアに慣れた

日本人にとって、アウトバーンのそれは簡素でむ

しろ心地よかったです。

旧東独の中核都市 ドレスデン、ライプツイヒで

は、歴史的な意匠を尊重した街並みを復元する試

みがなされており、市職員の方から詳細な説明を

受けました。また、この二つの都市では中央駅の

再開発を視察し、伝統的な建築の枠組みを保全し

国際委員会委員長 黒 澤 俊 彦 鉄 式会社日建設計)

つつショッピングモールを組み込んで再生、活性

化したプロジェクトが印象的でしたが、デパ地下

を駅構内に持ち込んでしまうわが国の駅リニュー

アルの発想の方がエキサイティングかも…。

デッサウでは、バウハウスの建築群に当時の気

鋭のクリエイター達の志の高さを実感することが

できました。建物はもとより照明器具、家具、住

まい方まで新しいあり方を提唱して今日の礎を築

いた文化の遺産に、ものづくりへの情熱と迫力を

感じました。

東西の壁崩壊後に首都機能を整えたベルリンで

は、現代建築の粋を集めた展示会のような賑わい

がありました。街の活力、多様さはまさにメトロ

ポリスでしたが、現地のプランナーの方のガイド

によれば、高さやデザインに対する綿密なコント

ロール下にあるとのこと、欧州文化の自律性を見

せ付けられた気がしました。

現代史のターニングポイントである壁や検問所

跡、ポツダムの史跡群のしつらえに感心し、旧東

ベルリンのそっけない街並みに権力の色合いを感

じながら、都市開発に携わる自らを内省させられ

た三日間の滞在でした。

ビール大国の地ビールを堪能し、肉とジャガイ

モ漬けの日々を送った後のベルリンの夜は、淡い

ベルリナービールと若手ジャズビアニストの演奏

が実に爽やかでありました。

今回の充実した調査は、企画及び現地視察のア

レンジをしていただいた中井先生はじめ、個性豊

かで楽しい時間を共有していただいた調査団メン

バーの方々、羊を追う牧羊犬のごとくメンバーを

まとめ、支えていただいた事務局の皆様のおかげ

です。本当にありがとうございました。この記事

をお読みになった方にはぜひ次回調査に参加され

るようお勧めいたします。「行ってよかった」とい

う充実感は保証します。
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