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「モビリティとコミュニティの未来を考える」講演会の 2 回目で、き

ょうの講演内容は、だんだんモビリティ度を上げていこうと思いま

す。第 1 回目は昨年 2019 年の 12 月にポンピドゥー・センターをテ

ーマにしながら、文化の交差点として人の動きはどのようになって

いくものかをお話しいたしました。引き続き、ポンピドゥー・センタ

ーが存在しているパリの話をしたいと思っています。 
 パリをテーマに挙げたのは、大規模コンパクトシティというのは

勝手な命名なのですけれども、パリは周辺まで入れると人口 1,000 万

の都市ですから、コンパクトであるかというと全くそうではありま

せん。ただ、通常パリと呼ばれる地域は、人口 200 万から 270 万ぐ

らいの間を動いていて、今日では 220 万ぐらいの都市に集約してい

ます。領域的には限られたもので、その限られているところが非常に

重要ではないかと私は思っています。この基本となる領域を見なが

ら本日のお話を展開したいと思います。 
 特に 19 世紀の近代化を図っていく過程で、いわゆるコンパクトシ

ティというものの考え方に近いものを見いだすことができるのでは

ないかと考えて、きょうのレクチャーのテーマとしました。歴史学的

なものではないし、都市計画的なものでもありません。きょうのお話

の中には一般的な話に加え、私自身がパリで携わってきたプロジェ

クトを通して、パリはどのような街としてできてきたのかを突っ込

んでお話したいと思います。 
 パリの大きさを皆さんの頭に入れてほしいので前回の講演でもお

示ししたパリと東京の地図の比較です。東京と比較しやすいように

するために、似たような大きさがどこなのかと作った地図です。中心

部分の東京 8 区を集めてみるとほぼパリの面積と同じくらいになり

ます。 
 何がコンパクトかというと、東京 8 区の範囲で人口が 160 万ぐら

いです。それに対してパリは 220 万程です。パリの人口密度が高い

ことが見えてくると思います。東西方向が 12 キロメートルで、南北

方向が 9.5 キロメートルというのがパリの範囲です。 
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パリの地形と先史時代のセーヌ川のコース 

出典：Atlas de Paris 2018 

 きょうはパリの空間構成がどのようにつくられてきたかを見てい

きたいと思います。パリの基本像が出来上がるのは 19 世紀です。1
つはオスマンとナポレオン 3 世の手によってつくられた都市改造計

画。もう 1 つは 19 世紀に開催された 5 回の万国博覧会です。その 2
つが絡み合いながら、街を近代化して現代へと続く基本的なパリを

つくってきたのだと思います。 
 3 つ目は非常に個人的な仕事の内容ですが、実は私が所属していま

したレンゾ・ピアノ・ビルディング・ワークショップで 1989 年のパ

リ万博計画をしていました。この万博計画は実現されませんでした

が、そのときのお話をします。 

 
 
1. パリの空間領域 
 －パリの都市形成の変遷 ローマ期－18 世紀 

 
 それではメインの話に入ります。 初にローマ期から 18 世紀、19
世紀までのパリの空間構成について、一挙に 2,000 年分を見てみよ

うと思います。もちろん大いに単純化します。 
 まず、パリの地形を把握してみます。先ほど申し上げました東西 12
キロメートルと南北 9.5 キロメートルの範囲の先史時代の地形を見

ると、セーヌ川は今日とは異なった流れを形成していることが分か

ります。いくつかの丘があり、セーヌ川の流域がこれらの丘に囲われ

た低地に広がっています。セーヌ川の流れのコースは変わっていき

ますが、セーヌ川流域の低地と周辺の丘という基本の構造は変わり

ません。その後のパリはこういう低い所に埋め立てをしながら街を

造っていくわけです。ローマの時代から都市の領域を膨らませてい

きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 これは時代ごとのパリの境界線を単純化した図版ですが、1844 年

にティエールの城壁が完成し、パリは今の外周とほぼ同じ形なりま

す。都市としてのパリの完成形と言えます。この領域決定をベースに

現代へつながるパリが出来上がっていきます。 

 

パリの境界線の変遷  

出典：Atlas de Paris 2018 
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ジョルジュ・オスマン  

セーヌ県知事 (1853 – 1870)    
出典：BNF Gallica 

 もう一つ忘れてはいけないのは、ベルサイユ宮殿が約 20 キロ離れ

た所にあって、王が執務をしたり作業をしたりするような城が 17・
18 世紀に存在しました。 
 セーヌ川の話と並行して、パリの都市構造で重要なものが地下で

す。パリは地下を掘って造られてきた街です。パリには多くの地下の

石切り場がありました。パリの地下は穴だらけと言えます。結構怖い。

時々穴が崩れて、建物が崩壊するということが起きます。場所によっ

ては上下 2 層ぐらいに掘り込んでいます。この掘り込んだ空間はそ

の後にカタコンベ、遺骨を収容する場所に利用されていますが、時々

子どもが迷い込んで行方不明になることも起きるようです。パリの

地下は穴だらけというか、地下の空間構成は土木工事による下水道、

上水道とは別に、地形的に石切り場があって穴が開いていることを

記憶してください。 

 
 
2-1. 近代都市パリへ 
 －ルイ・ナポレオンとオスマン知事の都市改造 

 
 ここから先が本題になります。パリの近代化はどのようにしてつ 
くられてきたかにふれていきたいと思います。大きな近代化への展

開が実行されたのはナポレオン 3 世、ルイ・ナポレオン（1808-1873
年）の時代です。彼はサン・シモン主義者といわれていますが、理想

主義者で産業を興すことに対して非常に興味を持っていました。当

時、フランスは世界第 2 の植民地所有国でした。その中で、富もたく

さんあったわけです。英国ロンドンに対しての一つのライバル心が

非常にあったと伝えられています。ロンドンのほうが先に近代都市

開発をやっていますので、それに対してパリを何とか衛生面を含め

優れた近代の街にする、開放された街にしたいと考えていくわけで

す。 
 それで彼が一番の頼りにしたのがジョルジュ・オスマン知事

（1809-1891 年）ですね。もう一人が土木エンジニアのウジューヌ・

ベルグラン（1810-1878 年）です。彼は非常に優秀で、こうした土木

エンジニアがつくられた背景には、1789 年のフランス革命が出発点

にあると思います。ナポレオン 1 世は理工科大学（エコール・ポリテ

クニック）をつくり、近代科学技術を推し進める基盤をつくりました。

また、ナポレオン法典にする法整備を図りました。ルイ・ナポレオン

も同様に科学技術、産業発展を推し進めることに力を注ぎます。 
 オスマンによりパリの街区は大きく変わります。細かな道は破壊

されブールバールと名付けた直線的で見通しのいい大通りが生まれ

ます。1870 年代にプロシアと普仏戦争があって、その後ルイ・ナポ

レオンが失脚しますが、その後もこのオスマンによる計画はずっと

20 世紀まで続いて街路が造られて、同時に下水道を完備していきま

す。 
 19 世紀半ばは、パリに 10 万台ぐらいの馬車があったようなので

すが、パリの今の悲劇というか、大変なのは、馬車が 10 万台だった

パリの地下採石場の分布   

出典：Atlas de Paris 2018 

 

ルイ・ナポレオン 

フランス大統領 (1848 – 1852)  
フランス皇帝  (1852 – 1870)  
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オスマン通り計画図（1887）   

出典：BNF Gallica 

ら良かったけれども、今は 100 万台の自動車が走っているのがパリ

です。それがとんでもない現況にパリを追い込んでいるといえます。 
 オスマンの道は、車が来ようが何しようができるぐらいにゆとり

のある大きさで造ってあったはずなのですけれども、現在の交通状

態はそれを突破してしまって、移動システムをどう再考するかが非

常に重要な課題になっています。ブールバールオスマンの地図です。

オスマンの名前を付した通りです。街並みに一つは大きな通り、拡幅

した通り、そして、きちんと整備された建物の基準を作って、同じパ

ターンのデザインで建物を造って、高さを合わせると。これがオスマ

ンのやったことですね。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 同時に彼らが考えたのが、計画の中に緑を入れることです。これだ

け密度を上げていく都市になっていきますから、そこで緑地帯は非

常に重要だと、公園の計画がその当時から重要度をもって上がって

いきます。それは現在も受け継がれている計画思想といえます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パリ改造計画におけるブールバールの実施状況  

出典：Atlas de Paris 2018 

パリ改造の公園計画  

出典：Atlas de Paris 2018 
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産業宮の内観  

出典：Les Grands Dossiers de  
      l'Illustration : Les Expositions 
      Universelles 

2-2. 近代都市パリへ 
 －パリ万国博覧会 

 
 もう一つ、オスマンたちと並行してパリを改造していったのが万

博です。パリは 19 世紀に万博を 5 回行って、開催するたびに前の施

設を利用したり、さらに加えたり、その中には移動システムに対する

実験が結構入っています。そして、20 世紀に入ってからアール・デ

コ博、それから植民地博、更に 1937 年のパリ世界博が実現します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第 1 回目の万博は 1855 年です。世界で 初の万国博覧会は、皆さ

んご存じのように水晶宮、クリスタル・パレスで知られるロンドン万

博です。1851 年の開催です。それに遅れること数年で 1855 年にパ

リの第 1 回目の万国博覧会が開かれます。 
 シャンゼリゼ通りに面して造られたのが非常に巨大な鉄とガラス

の建物の産業宮です。これはロンドンのクリスタル・パレスから非常

に大きな影響を受けていると思われます。まさに 19 世紀は鉄とガラ

スの世紀です。産業宮とともにセーヌ川に面して 1 キロぐらいの長

さのガラスのパビリオンを造っています。この 2 つがつながって

初の万博会場となりました。産業宮はクリスタル・パレスには及びま

せんけれども、長さは 250 メートル、幅は 180 メートル、高さは 35
メートルという巨大な建物です。 

 
 
 
 
 
 
 
 

会場地図     

出典：PARIS - Les expositions 
      Universelles de 1855 à 1937 

産業宮（幅 108m、長さ 250m、高さ 35m）   

出典：Les Grands Dossiers de  
      l'Illustration : Les Expositions 
      Universelles 
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シャン・ド・マルス公園に建設された 

メインパビリオンと各パビリオン     

出典：BNF Gallica 

エレベーターの展示     

出典：PARIS - Les expositions 
      Universelles de 1855 à 1937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 その次に 1867 年パリ万博、第 2 回目です。ここで初めて日本から

の参加がありました。まだ江戸幕府の時代ですね。幕府と薩摩藩と佐

賀藩が参加します。会場に使われる場所ががらっと変わります。今日

のエッフェル塔がある所の公園地区はシャン・ド・マルスといって、

練兵場で、そこの部分を使ってメインの会場が造られます。この会場

は非常に面白くて、建築的に見て結構魅力的で、巨大なパビリオンを

1 つ造ります。長さは 500 メートル近くになる建物です。 
 1855 年の第 1 回の万博でメイン会場となった産業宮の大きなスペ

ースを利用して、第 2 回万博のさまざまな儀式が行われました。こう

やって前の建物を利用しながら開催しています。 
 エレベーターの展示がありました。エレベーターができることに

よって、建築の世界は随分変わることになりますが、会場でのエレベ

ーターのデモンストレーションは結構人気があったようです。エレ

ベーターの特徴は落下したときに安全に止まるということです。そ

れができたことによってエレベーターが普及します。 
 技術力を見せていくことが万博の一つの重要テーマだったので、

その中に様々な機械が展示されました。蒸気自動車などもあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メインパビリオン（長さ 490m、幅 380m ）  

出典：Les Grands Dossiers de  
      l'Illustration : Les Expositions 
      Universelles 

1855 年パリ万博の会場として建設された

産業宮での授賞式の様子        

出典：Les Grands Dossiers de  
      l'Illustration : Les Expositions 
      Universelles 
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トロカデロ庭園に展示された日本家屋  

出典：Les Grands Dossiers de  
      l'Illustration : Les Expositions 
      Universelles 

シャン・ド・マルス公園に展示された 

自由の女神の頭部 

出典：国立国会図書館 

メインパビリオン（長さ 760m、幅 350m）  

出典：Les Grands Dossiers de  
      l'Illustration : Les Expositions 
      Universelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1878 年の第 3 回目のパリ万博ですが、ここも同じようにシャン・

ド・マルス、練兵場を使います。前回万博のパビリオンは解体されて、

新しいパビリオンを造ります。面積、中身が増えていきます。セーヌ

川の対岸にトロカデロ宮という宮殿風の建築を造ります。セーヌ川

を挟んで向かい合う形を取っています。この構成が現在にまで保存

されています。トロカデロの建物自体は 1937 年の万博のときに造り

変えられますが、メインのこの形は残ります。セーヌ川は船、水運も

結構重要な要素でした。 
万博は回を重ねるごとに来場者数を増やしていきます。メインパ

ビリオンは長さがより拡大し、面積自体がどんどん増え、長さ 760 メ

ートル、幅が 350 メートルにもなります。 
 後ほどエッフェル塔が出てきますけれども、この当時ギュスター

ブ・エッフェルというエンジニアはエッフェル塔を造る前でいろい

ろな橋を造っていました。エッフェルの仕事で、構造体は中に隠れて

いますけれども、アメリカのニューヨークにある自由の女神があり

ます。造ってからアメリカに運んで組み立てたものですね。その一部

がこうして万博会場に置かれ注目されていました。 
 トロカデロの庭の一角で、これは覚えておいてください。後でまた

登場しますけれども、庭の一画に日本の茶屋を造り、日本衣装の女性

がお茶をサービスしたようです。農業の姿を見せることもしたよう

です。日本の茶屋がトロカデロに展示されたときはもう明治政府に

なっていて、ちょうど西南の役のすぐ翌年、1878 年です。 

 
 
 
 
 
 
 

セーヌ川右岸のトロカデロ宮と左岸の 

メインパビリオン 

出典：Les Grands Dossiers de  
      l'Illustration : Les Expositions 
      Universelles 
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メイン会場全景     

出典：PARIS - Les expositions 
      Universelles de 1855 à 1937 

建設中のエッフェル塔と会場  

出典：Les Grands Dossiers de  
      l'Illustration : Les Expositions 
      Universelles 

今日のエッフェル塔  

© Noriaki OKABE 提供：NOAN 

2つの会場を結ぶ全長約3kmのドコービル

社の鉄道  

出典：BNF Gallica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1889 年はフランス革命の 100 周年記念で、第 4 回パリ万博は非常

に力を入れた万博になりました。セーヌ川に沿っての開発が万博を

活用しながら進んでいきます。前回の万博会場のシャン・ド・マルス、

練兵場にはエッフェル塔と機械館という壮大な建築物が現れます。

同時に東側のアンバリッド地区ですが、この部分の庭に 2 つ目の万

博会場、植民地博の会場ができます。フランスは巨大な植民地大国で

したから、植民地のパビリオンを並べました。ここでモビリティとし

て、2 つの会場間に仮設で鉄道を敷きます。鉄道を敷いてこの 2 つの

間を行ったり来たりする形を取りました。 
 この万博で歴史に残る も重要なものは何かというと、300 メート

ルの高さの鉄塔です。それまでのタワーは 160 メートルぐらいしか

なく、鉄で造っていたものはなかったのですが、エッフェルの手で

300 メートルのタワーが造られました。後にエッフェル塔と呼ばれ、

パリのシンボルとなる塔です。 
 エッフェル塔の建設は非常に早いスピードで造られます。エッフ

ェルは「1 年でも造るぞ」と言っていたようですが、実際には 26 カ

月で完成します。それでも大変な建設スピードで地盤も大変だし、基

礎工事も大がかりでした。セーヌ川の脇ですから不同沈下対応も重

要です。そうした中で綿密に計算して造り上げて、あらゆる労働問題

を乗り越えて 26 カ月半で造り上げたわけです。 
 エッフェル塔は 1900 年の万博の後ぐらいに壊されることになっ

ていました。エッフェルがいろいろな人たちの協力を得て残すこと

に成功します。当時重要になっていた無線施設として軍事にも利用

できることなどが解体を免れる根拠になりました。これは今、見える

エッフェル塔のイメージです。非常に繊細で、これ以上軽くは造れな

いというくらいにぎりぎりに抑えられた鉄骨のサイズで構築されて

います。 
 エッフェル塔の何が美しいかといえば、加速度的に伸び上がる形

に加え部材一つ一つが小さいことからくる繊細さを挙げることがで
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機械館の内観   

出典：BNF Gallica 

機械館のトラス基部のディテール  

出典：Architecture in Detail  
パリ万国博、機械館 

グラン・パレ（右）とプティ・パレ（左）  

出典：Les Grands Dossiers de  
      l'Illustration : Les Expositions 
      Universelles 

セーヌ川に面して建ち並ぶ各国のパビリ

オン 

出典：PARIS - Les expositions 
      Universelles de 1855 à 1937 

きます。非常に細い部材でできているので、光は粒子であるとともに

波ですから、回折現象を起こします。細ければ細いだけ回り込んで余

計に細く見えるのですね。そのことがエッフェル塔の美しさ、エレガ

ンスさを生み出していると思います。 
 もう一つの巨大な建物が機械館です。130 メートル強の非常に大き

なスパンを持っていました。構造力学的に言えば、ピンジョイントで

中央部、脚部が構成されています。どうやって組み立てるかというこ

とが非常によく考えられています。 
 世界 大のシャンパンの樽の展示やエジソンの蓄音機のデモンス

トレーションもあったようです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 世紀 後の万博は 1900 年のパリ万博です。ここで先ほどのト

ロカデロ、1889 年の機械館も利用されました。エッフェル塔も残っ

ていますが、1855 年の第 1 回目のパリ万国博覧会の時に造った産業

宮が解体されます。そして大きな街路がひらかれ、街路の両側にプテ

ィ・パレとグラン・パレという 2 つの建物を造り、この街路が新たな

橋を経て対岸の万博会場へとつながります。会場との間は、なんと動

く歩道と鉄道の両方でつないでいます。 
 このときまでパリの鉄道はみんな周辺にあるのですが、この 1900
年に唯一パリ中心のセーヌ川沿いにオルセー駅が造られます。今の

オルセー美術館ですね。 
 全体の会場構成です。以前からあるエッフェル塔、機械館、そして、

新たに建設されたグラン・パレとプティ・パレがあります。セーヌ川

岸も会場となります。セーヌをベニスに例えるというテーマがあり

まして各国のパビリオンが建ち並びました。 

 

会場全景   

出典：Library of Congress 
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万博時のグラン・パレの内観   

出典：BNF Gallica 

現在のグラン・パレ、手前にアレクサンド

ル 3 世橋  

© Noriaki OKABE 提供：NOAN 

機械館前の動く歩道と鉄道 

出典：PARIS - Les expositions 
      Universelles de 1855 à 1937 

 グラン・パレでは飛行機の展覧会、気球や車の展覧会など、とんで

もないものを含めていろいろな展覧会をやるし、戦後は傷病兵を収

容する場所にも使われました。グラン・パレは屋根のある都市だと言

われるほどの大空間です。 
 近年、グラン・パレは随分長い間閉じており、10 年ぐらいかけて

主には屋根ですが、屋根の構造体とガラスを取り替えることをやり

ました。残すと決めたので、多くの時間と研究資金をかけて、今は完

璧に修復されています。近代建築の祖であるル・コルビュジエは「グ

ラン・パレなんか壊せ」とかなり強く言っていたようなのですが、ル・

コルビュジエは 1965 年に亡くなったのでグラン・パレは救われたと

いう感じです。 
 非常に素晴らしい大空間です。その空間を今はどのように使って

いるかというと、年に 1 回、1 人のアーティストがその空間に展示す

るプロジェクトがあります。2008 年にはリチャード・セラという鉄

板を使って巨大な彫刻をつくるアーティストが、会場で 30 メートル

ぐらいの高さの鉄板を林立させ、不思議なパースペクティブの空間

を現出させました。いろいろなアーティストに「この巨大スペースを

使ってみて」とオファーしてアートの展示を行っています。 

 
  1900 年万博のときの移動システムとして、動く歩道と仮設の鉄

道を造りましたが、合わせてできた重要なものは地下鉄 1 号線です。

ロンドンにかなり遅れるのですが、ロンドンのほうが早く地下鉄を

導入したので蒸気機関車が使われました。蒸気機関車が地下を走っ

ているわけですから、煙の処理が大変でした。今でもロンドンの幾つ

かの駅に行くと、大体ずっと高い天井があって、上のほうに窓が開い

ているものがあるのですが、それは当時の名残です。パリの地下鉄は

全電化でスタートしました。遅れが幸いしたと言えるかと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パリメトロ 1 号線  

出典：PARIS - Les expositions Universelles de 1855 à 1937 

グラン・パレでのリチャード・セラによる

インスタレーション「MONUMENTA 2008」  

出典：MONUMENTA 2008 / RICHARD SERRA / 

PROMENADE 
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オルセー美術館 1986 年開館  

© Noriaki OKABE 提供：NOAN 

オルセー駅  

出典：Les Grands Dossiers de  
      l'Illustration : Les Expositions 
      Universelles 

1910 年パリ大洪水により水没したオルセ

ー駅のプラットホーム 

出典：BNF Gallica 

 オルセー駅には非常に豪華なホテルが付属していましたが、オル

セー駅は使われなくなります。その理由の一つはやはり鉄道駅とし

ての機能がうまくいかなかった部分がでてきて、プラットホームの

長さが足りないなどの事情が考えられます。オルセー駅は駅として

の運用をやめ、長い間放置されていていました。それをどうするかが

散々検討された上で、美術館に改造され、1986 年に開館しました。

この空間を利用して美術館に変える案は、ジスカール・デスタン大統

領によって決められました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 世紀に入り、パリを大きな危機が襲います。セーヌ川と共に生

きていくのがパリの街の歴史であり宿命であって、素晴らしい景観

を持つ反面、一番怖いのは洪水です。私自身もパリにいた間に何度か

洪水に遭っています。急峻な日本の地形と違って、フランスの土地の

多くは平野です。その平らな周辺の広い領域からじわりじわりとた

まった水が押し寄せてきます。特に冬に雨、あるいは雪が多く降るた

め、1 月、2 月あたりにじわっと水が上がってきたとき、パリは大き

な貯水池を遠隔に 2 つほど持っているのですが、貯水調整が追い付

かなくなるとセーヌ川の水位が上がってきます。日本の洪水とか津

波のような急速に短時間で上昇するのではなく、毎日じわっ、じわっ、

じわっと上がり、船が橋の下を通れないくらいまで上がってくるの

です。 
 歴史的に 2 番目の規模の大洪水が 1910 年に起こります。先ほどパ

リの地形図をお見せしましたが、パリの地形のとおりに水が入り込

みます。この辺りは逆に地下に潜り込み、あるいは地上に流れた水が
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イエナ橋の拡幅工事 

出典：PARIS - Les expositions 
      Universelles de 1855 à 1937 

現在も残るシャイヨー宮と手前に 

トロカデロ庭園、イエナ橋 

出典：Les Grands Dossiers de  
      l'Illustration : Les Expositions 
      Universelles 

全部地下に落ち込み大洪水が起きます。 
 セーヌ川のレベルから何メートル上がったかの基準があり、1910
年の大洪水では 8 メートル以上も水が上がりました。それがじわり

じわりとどんどん上がってきて避けようがない、そのような状況に

なります。 
 貯水池の強化などで今随分操作されているにしても、近年の温暖

化もあって、水の増量を防ぐのは非常に難しい。セーヌ川沿いには重

要な施設が多くあります。ルーヴル美術館にしてもオルセー美術館

にしても、美術館員は洪水が起きたら作品を持って上層階に上がる

という指令を受けているわけです。 
 パリの洪水に関してはすばらしい研究図書があります。『パリが沈

んだ日―セーヌ川の洪水史』（佐川美加 著、白水社、2009 年）と、

フィクション映画の『PARIS 2010 －パリ大洪水』（DVD、Bruno 
Victor-Pujebet 監督、2007 年）も興味深い資料です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 その次に、20 世紀に入って、1937 年に世界博が開かれます。この

とき、今パレ・ド・トーキョーといわれるその当時の近代美術館がト

ロカデロのすぐそばに新設されます。 
 1937 年の万博のときに、2 つの大きな工事が実施されます。1 つ

はトロカデロ宮を壊して造りかえられたシャイヨー宮、もう 1 つは

シャイヨー宮とエッフェル塔のあるシャン・ド・マルス公園をつなぐ

イエナ橋の幅を 3 倍に広げる工事でした。1937 年は映像等も結構あ

るので、万博の記録を今日でも具体的に見ることができます。 
 1937 年の万博にはナチスドイツが参加しています。ナチスがナチ

スのかぎ十字をドイツ館に付けている様子が見られます。そして、ス

ペインはスペインの人民政府としてこの博覧会に参加していますが、

そのときにスペインでは内戦が始まります。非常にきな臭いことが

始まる前兆にあった博覧会です。 
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飛行船ヒンデンブルク号の火災事故が表

紙となった雑誌イリュストラシオン  

出典：L'Illustration No.4915 

坂倉準三設計による日本館  

出典：空間を生きた。  
―「神奈川県立近代美術館 鎌倉」 
の建築 1951-2016 

会場内を走る小型電車 

出典：PARIS - Les expositions 
      Universelles de 1855 à 1937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1937 年博にはとてもモダンな建築も現れます。航空パビリオンで

すね。それから、電気の時代となり光の芸術が彩ります。 
 日本にとって忘れてはならないのは、坂倉準三による日本館です。

1900 年の万博のときは金閣寺もどきの日本館で、これが日本ですと

いうのは恥ずかしい感じがするのだけれども、ル・コルビュジエのと

ころにいた坂倉さんは 1937 年に軽やかな近代建築を創り出しまし

た。 
 万博のいろいろな図版をお見せしましたが、30 年間ぐらい続いた

フランスのグラビア誌イリュストラシオンに掲載されています。こ

の雑誌はナチスがパリを占領する頃に廃刊になりました。イリュス

トラシオンの 1 冊で偶然私がセーヌ川沿いの古本屋さん「ブキニス

ト」で見つけて手に入れたものですが、ヒンデンブルク号が爆発した

ときの表紙の写真です。この号は中を開くと戦争が近づいているこ

とを感じさせるグラビアがそこら中に散りばめられています。まさ

にこの後、第二次世界大戦に世界は突入していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

航空パビリオンの内観  

出典：Les Grands Dossiers de  
      l'Illustration : Les Expositions 
      Universelles 

ライトアップと花火で演出された会場． 

エッフェル塔を中心にナチスドイツ館（左）とソビエト館（右）が向かい合う 

出典：Les Grands Dossiers de l'Illustration : Les Expositions Universelles 
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3. 消えたパリ万博 1989 
 －「浮かぶブールバール」計画の目指したもの 

 
 パリは 1937 年以降万博を開催していません。実は 1989 年、この

年はフランス革命の 200 周年記念に当たりますが、パリ万博を開く

計画がありました。当時はミッテラン大統領です。ジャック・シラク

がパリの市長でした。ミッテランのお声掛かりもあって、準備委員会

ができて、その委員会の一番の責任者としてミッテランから指名さ

れたのは、ロベール・ボルダーズです。第 1 回目の講義を聞いていた

だいた方は覚えていらっしゃるかもしれませんが、ポンピドゥー・セ

ンターの初代の総長です。あとはいろいろな建築家にも声を掛けら

れ、われわれレンゾ・ピアノのパリオフィスは主に全体像の中で万博

会場の入り口部分を考えてくれないかということを依頼されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この万博計画では今までの万博で開発された西側のシトロエン自

動車工場の跡地に第 1 会場、東側のセーヌ河岸の倉庫の多い地区に

第 2 会場を計画しました。2 つのメイン会場の間に入場するための入

口広場、1970 年の大阪万博で言えば、お祭り広場みたいなのを造ろ

うと企画がまとまりました。ここでわれわれの提案が「浮かぶブール

バール」です。セーヌ川の上に浮いている街路を造ることでした。 
 提示するのは私の手描きのスケッチです。エッフェル塔より西側

のセーヌ川に 1 つだけ人工の島があります。Allée des Cygnes「白鳥

の島」です。この島の片側は水路に使われていないので、この部分に

「浮かぶブールバール」と名付けた入口広場をつくる提案です。 
 この万博のときには既に交通渋滞とか、車によって街が支配され

つつあるという時代になってきていますから、人間のための街路を

復活する方法はないかという試みをこの万博でやろうと考えました。

1 つは交通手段として、外側から入ってくる車を一切入れないという

方向で考え、東西の 2 つの会場を結ぶ交通手段に船、セーヌ川を使う

会場配置図 

出典：Urbanisme No. 197  

第 2 会場 第 1 会場 

浮かぶブールバール 

第 1 会場 

出典：Urbanisme No. 192 

第 2 会場 

出典：Urbanisme No. 192 

1989 年パリ万国博覧会プロジェクト 

「浮かぶプールバール」計画 

Design: Renzo Piano Building Workshop 
提供：RPBW 
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大屋根「クラウド」の断面スケッチ  

提供：RPBW 

「浮かぶプールバール」断面スケッチ  

提供：RPBW 

「浮かぶプールバール」アイソメ図  

提供：RPBW 

計画を立てました。セーヌ川を遊覧するバトームッシュという観光

船を、皆さんご存じだと思いますが、大型化すると 1,500 人ぐらい乗

れるので、それで行ったり来たりして 2 つの会場をつなぐ計画です。 
もう 1 つは使われなくなった鉄道環状線プティト・サンチュールを

復活して利用するものです。 
 ブールバールは馬車の時代、あるいは車が少なかった時代は、オス

マンの大通りを含めて人間のための道だったわけです。それが、どん

どん車で占められ、揚げ句の果てに渋滞で公害に悩まされる今日に

なっています。車の量を徹底的に減らして、パリに外からの車は入れ

ない方針を立てて、交通計画も立ててみています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 西と東の会場の開発計画提案が建築家たちから出される中、われ

われは「浮かぶブールバール」計画を進めました。プールバールを組

み立てるユニットのプロトタイプを造る計画まで行いました。ポン

プでもって水を移動させながら常に水平を保つということで、その

ときはレーザーセンサーを使って、位置を特定しながら常に「浮かん

でいるな」と思いながらも、安定性を維持するものを実現しようと考

えていました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 次に雲、いわゆるクラウドを浮かべる計画です。ピーター・ライス

というエンジニアと一緒に考えていたのですけれども、夕方になっ

て日が落ちてきたら、高度を下げ、陽が昇ってきたら高度を上げる浮

かぶ大屋根を造れないかと考えていました。それがこの万博会場の

入り口の部分のブールバールの上を覆います。 

「浮かぶプールバール」平面図 

出典：Urbanisme No. 192  

「浮かぶプールバール」断面図 

提供：RPBW  

「浮かぶプールバール」ユニットの断面詳細図 

提供：RPBW  
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IBM 巡回パビリオン  

© G.B.Gardin 提供：RPBW 

IBM 巡回パビリオン  

© G.B.Gardin 提供：RPBW 

パビリオンの組み立ての様子  

© Noriaki OKABE 提供：NOAN 

パビリオンの部材を運ぶトレーラー  

© G.B.Gardin 提供：RPBW 

 「浮かぶブールバール」は 5 メートル掛ける 30 メートル程のユニ

ットで、それをフランス中の工場で造って、川を利用してパリのセー

ヌ川に集めてジョイントするのです。万博が終わったら、ヨーロッパ

中の都市に水路を使ってプレゼントする計画でした。 
 水の話でいうと、「浮かぶブールバール」の船を計画したとき、洪

水は大分研究しました。水位が上がってきたら「浮かぶブールバール」

が橋にぶつかってしまいますから、ブールバールをどのぐらいのセ

ーヌ川の上昇や洪水に耐えられるように造るかというような検証を

随分行いました。 
 あとは、2 つの会場の跡地をどう利用するかを考えていましたが、

この万博計画自体が中止になりました。1983 年まで 2 年余り計画に

関わっていましたので、大変残念な思いをしました。西の万博会場は

後にアンドレ・シトロエン公園として生まれ変わり、今ではパリの新

しい公園として人気があります。東側の敷地はフランス国立図書館、

ミッテラン図書館、対岸はベルシー公園となりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 万博ではないのですが、この消えた万博に先駆けてやっていたプ

ロジェクトの一つが IBM 巡回パビリオンです。万国博の会場でエッ

フェル塔の向かいのトロカデロの宮殿がありましたが、その庭園に

造った仮説のパビリオンです。1 つのパビリオンをサーカス会場のよ

うに持っていって、造っては解体してということをやった計画です。 
 その後、3 年間にわたってヨーロッパの 14 カ国 20 都市にまたが

って移動しながら展示会をやる企画でした。パビリオンは 18 台のト

レーラーでもって運びます。 
 IBM は子供たちのためにコンピュータの可能性を伝える展示パビ

リオンを考えていました。そのテーマを実現するために子どもが遊

んでいる公園の中にパビリオンを造ることが決まりました。いろい

ろな都市の公園を選んで造りました。パリは 1 番目に設置した都市

です。平らで 50 メートル掛ける 12 メートルの敷地を見つけるのは

パリのどの公園でも難しく、 終的に造成して実現したのはパリ万

博で日本の茶屋が造られた場所でした。 

IBM 巡回パビリオン 

1982-1986，Around The EUROPE, Design: Renzo Piano Building Workshop 
© G.B.Gardin 提供：RPBW  
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ポンピドゥー・センター  

© Noriaki OKABE 提供：NOAN 

パリ＝シャルル・ド・ゴール空港  

第 1 ターミナルビル 

出典：Airworld - Design und Architektur 
 fur die Flugreise 

ラ・デファンス 

ポンピドゥー・センター 

Design: Piano & Rogers 
© Noriaki OKABE 提供：NOAN 

4. 第二次世界大戦後のパリ改造 
 －グラン・プロジェと多様な大規模建築 

 
 戦後のパリの中でのプロジェクトについてご説明します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 まず、第二次世界大戦が終わった後に何が大きなプロジェクトと

してあったかというと、ド・ゴール大統領の時代ですね。先ほど 1844
年に出来上がったティエールの城壁を説明しましたが、それを 1919
年から解体し始めます。そこで出てきた 大の計画が、ブールバー

ル・ペリフェリックという環状道路です。全周 34.5 キロの高速道路

です。城壁に替わり高速道路がパリを囲みます。ここに入って、どこ

かに行って、そこから出ればいいという、そのような仕組みを作り上

げました。1973 年に全線開通します。 
 次に巨大なオフィス街をパリのすぐわきに造るラ・デファンス新

都心計画（1958 年計画着手）です。パリ西側に超高層ビル群と人口

台地からなる巨大な計画ですが、西側へ向かう高速道路を止めるこ

となく建設を実行しています。今もこの地区の計画は続いています。 
 そして、シャルル・ド・ゴール空港です。シャルル・ド・ゴール空

港は 1974 年に開港します。私自身ちょうどポンピドゥー・センター

のデザインチームに入った頃です。 その次の大きなイベントはポ

ンピドゥー・センターです。ポンピドゥー・センターは 1977 年に開

館します。ポンピドゥー・センターについては前回お話をしましたの

で、SDM のホームページ（http://www.sdm.keio.ac.jp/upload/ 
20191211_Keio_SDM_Symposium_Noriaki_Okabe.pdf）を見てい

ただければ私の知っている限りのことはご説明してあります。 

 
 パリの地図は非常によくできています。実際の地形と路線が縮図

として眺められる。空間性を持っているのです。空間性、空間認識を

持ちながら都市計画なりいろいろなことを考えていくことが必要だ

ろうということで、パリのメトロの地図は空間や実際の地形がわか
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シュルンベルジェ社モンルージュ社屋 

Design: Renzo Piano Building Workshop 
© Deidi von Schaewen 提供：RPBW 

改修工事前の様子 

提供：RPBW 

モンルージュ社屋の庭園 

© Michel Denancé 提供：RPBW 

り、その中に路線があるということをベースにしています。 
 この中で大きな計画としては、RER（高速郊外鉄道）を走らせたこ

とです。それをメトロ（地下鉄）に結び付けるのですね。その両方に

乗り換えができるかどうかということは、日本の経験が多分に生か

されていると思います。日本は乗客量が世界のトップクラスです。混

雑量というか、世界の鉄道駅における乗客数の上位はずっと日本で

す。10 位ぐらいまでみんな日本。新宿駅の乗降客は 1 日 300 万人で、

ガール・デュ・ノール（北駅）というフランスで一番大きな駅は 1 日

80 万人。ここがヨーロッパでトップです。 
 そのような中でも、高速郊外鉄道と地下鉄を結び付けることが可

能かどうかは、中目黒駅のあの細いプラットホームで乗り換えがで

きるのだったら、パリだってできるという話も出たぐらい、日本の鉄

道に対してはかなり研究をしたそうです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 その次に、ポンピドゥー・センター以降の建築の中で主要なものを

ご紹介します。赤いマークが国家プロジェクトでできた施設です。テ

ット・ド・デファンス、デファンス地区の先端にある象徴的な建築は、

国際コンペによりデンマーク人のスプレッケルセンの案が選ばれ実

現したグラン・アルシュです。スケッチ一発で決まったかと思われま

した。シドニー・オペラハウスのコンペを思い起こしました。 
 それから、オルセー美術館がオルセー駅を改装して1986年にでき、

アラブ世界研究所がセーヌ川の付近にあります。建築家ジャン・ヌー

ベルと、Architecture-studio のチームの設計です。新オペラ座も大

規模なコンペの末に出来上がります。 
 あと、民間の施設で、自分の関わったものを挙げてみました。その

一つがパリ郊外のシュルンベルジェ社モンルージュ社屋です。パリ

の郊外は、19 世紀から 20 世紀の初頃は工業地帯でした。工場跡を庭

園化し、古い工業建築の原型を残しながらリニューアルした計画で

す。 
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ベルシー2 ショッピングセンター 

Design: Renzo Piano Building Workshop 
© Michel Denancé 提供：RPBW 

地下施設を覆う庭園中央の丘とテント 

© Deidi von Schaewen 提供：RPBW 

建物に沿ってめぐらされた池 

© Michel Denancé 提供：RPBW 

 もう一つはベルシー2 ショッピングセンターです。ちょうど東に向

かう高速道路とペリフェリック（外周道路）とぶつかる辺りに造った

ショッピングセンターです。ここはパリの中よりも基準が緩いです

から、何でもできるというか、景観基準もそんなに厳しくなかったの

です。この 2 つの計画を説明します。 

 
 シュルンベルジェ社モンルージュ社屋の計画では、工場を造り替

えて 4 ヘクタールの庭をつくっています。鉄筋コンクリートの構造

フレームにコークスで造られた黒いれんがを壁面に組み込んだ建物

がありました。このれんがの建物はそのまま残して、改造して、中央

の建物は壊してそこを庭にするという計画を立てました。当時の社

長は優れた経済人そして文化人で、彼が計画を推してくれました。植

栽についてとても詳しい方でした。古い建物をそのまま残して、われ

われはコスメティック、お化粧プロジェクトと呼び、白くきれいに構

造体を塗って、黒い壁面はそのまま残してトリートメントして、1 つ

の建物だけでも長さ 120 メートルぐらいありますが、所々ファサー

ドに穴を開けて軽い表現にしました。あとは丘と池をつくりました。

その下に駐車場と福祉施設、サービス施設を外から見えないように

挿入しました。車は全部で 1,000 台ぐらい地下に入れられます。 
 施設と庭は公道で 2 つに分かれていまして、町の人たちも庭を見

ることができる環境を整えました。モンルージュ市は緑が非常に少

ない工業地帯だったので、緑を提供する計画としました。これは民間

の計画ですが、パリ郊外に対しての一つのインパクトを起こすとい

うことを考えたわけです。 
 この計画ではランドスケープアーキテクトのアレクサンドル・シ

ュメトフが協働してくれました。彼と話をしたのは「四季を見せる」

ことです。フランスの四季は春と秋がとても短いのですね。長い冬が

来て、長い夏が来て、そのような中で植栽の方法を考えると、それを

ちょっとでも春、秋を増やしてあげることができないかというのが

そのときの計画でした。水を入れて池を造ると鳥が訪れます。パリは

随分内陸だと思うのですが、カモメなども飛んできます。 
 デザインはインダストリアル的で、非常に単純に仕上げました。唯

一現代的なデザインとしてテフロンコーティングのテントを丘の中

央に高度な技術で造りました。既存の建物にもあちこち床を抜いて、

光が入ってくる所に階段、エレベーターなどのヴァーティカルサー

キュレーションを設けました。みんながここを通って、コミュニケー

ションができるような場所を、古い建物を部分的に壊しながらつく

っています。 

 
 もう一つは高速道路のへりに造ったベルシー2 ショッピングセン

ターです。クライアントがデベロッパーなのですが、 初に言ってき

たのが、四角くてつまらない建物ではなく、もう少し目立つものにし

てほしいということだったのです。では、何をやってもいいだろうと、

思い切ってやるかという話になったのですが、確認申請ベースをも

う既にマトリックスのグリッドで書いたものが通っていたので、そ

床を撤去して導入された動線を兼ねたヴ

ォイドスペース 

© G.B.Gardin 提供：RPBW 
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ステンレスパネルの屋根（左）と内観（右） 

© Michel Denancé 提供：RPBW 

リュ・ドゥ・モ集合住宅 

Design: Renzo Piano Building Workshop 
© Michel Denancé 提供：RPBW 

の柱位置などを動かすことができずに、さらに上をつくるというパ

ズルのようなことをやりました。 
 屋根は、2 万 6,000 枚ぐらいのステンレスパネルを組み合わせて作

ったのですが、出来上がるのは 1990 年です。私はその途中から関西

空港のコンペに取り掛かりました。このときの屋根で経験したこと

は関西空港の屋根に適用することもできて、非常にラッキーでした。

関西空港のシステムを見たときに、ここでやっていたことが使える

だろうと思い、そのような意味で役に立ったわけです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 国家プロジェクトとしてミッテラン大統領が一番こだわっていた

のがルーヴル美術館の改装です。グランプロジェクトといわれるミ

ッテランプロジェクトの中で、一番お金がかかり、一番規模が大きか

ったのがルーヴル美術館改修計画グラン・ルーヴルです。 
 それから、先ほど触れたアンドレ・シトロエン公園とミッテランの

国立図書館があります。それにラ・ヴィレット公園という、もともと

は屠殺場だった所を科学博物館に変えて、規模の大きな国際コンペ

の後、公園が整備されます。 
 私が関わったものではないのですが、レンゾ・ピアノ・ビルディン

グ・ワークショップがデザインしたリュ・ドゥ・モ集合住宅がありま

す。パリの古い貴族の館には、馬車を入れるための中庭が多くみられ

ます。この計画はパリ市の市営住宅ですから、コストがそんなにある

わけではないのですが、自然なマテリアルのテラコッタと、GRC コ

ンクリートを混ぜて造ったフレームの組み合わせからなる壁面ユニ

ットをシャープに造り上げて表現を出しながら、中庭を囲んでいま

す。地下に駐車場を入れ、中庭を造ろうという計画でした。 
 ピアノ・オフィスのベルナール・プラットネルが建築デザインを、

造園はミシェル・デヴィーニュでした。中庭を介して向き合い、両方

の棟が適切な距離で見えます。今、ここにはピアノ・オフィスのメン

バーが何人か住んでいます。マリア・サレルノというイタリア人の女
リュ・ドゥ・モ集合住宅 配置図 

提供：RPBW 
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性のメンバーにコロナを心配して連絡をしましたて、「大丈夫？大変

だね」と言ったら、「大丈夫、大丈夫」と言って小さな動画を送って

きました。その動画は、夜 8 時になったらみんなこの窓を開けて、お

互いにカンカンカンと鍋などを鳴らして、医療関係者に対してお礼

を言うというもので、とてもほのぼのして良かったです。そのような

環境をつくり上げられる場所が、パリにはあまりなかったため、こう

した空間を生み出す工夫ができるのではというプロジェクトです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 大きなプロジェクトとして、ケ・ブランリ美術館がセーヌ川に沿っ

て建設されました。これは日本でいう民族博物館です。先ほどお話し

しましたが、フランスは万博と植民地博をやって、植民地がたくさん

ありましたから、アフリカなどの芸術作品等をたくさん集めている

わけですね。膨大な数、何万という数があります。それを整備してい

いものを選んで、選んで、選び抜いて造ったのがケ・ブランリ美術館

です。建築はジャン・ヌーベルでジル・クレモンがランドスケープを

やっています。 
 あとは、ラ・セーヌ・ミュージカル。少し離れた所にありますが、

ここはコンサートホールです。日本の建築家の坂茂君のデザインで

す。それから、フィルハーモニー・ド・パリ。これもジャン・ヌーベ

ルで、非常に変わった建物ですが、音響はとてもいいです。ポンピド

ゥー・センターと同じように、あらゆる人たちが使えるようにと、メ

インのコンサートホールをはじめ、小さなホールなどがたくさんあ

って、家族や子どもたちが来ても何かできる場所があります。また、

楽器などを貧しい子たちにも貸し出したりして、運営側と利用する

側がつながり合う事業を展開しています。これは IRCAM 音響音楽

研究所の創設者のピエール・ブーレーズがずっと望んでいたことで、

それが実現したわけです。 
 ルイ・ヴィトン財団美術館です。いわゆるブランドのルイ・ヴィト

ンによって、ブローニュの森の中に造られました。アメリカ人建築家

パリ裁判所 

Design: Renzo Piano Building Workshop 
出典：RPBW ホームページ 

リュ・ドゥ・モ集合住宅の中庭 

© Shunji ISHIDA 提供：RPBW 
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パリ裁判所の内観 

© Noriaki OKABE 提供：NOAN 

プロムナード・プランテ 

（クレ・ベルト・ルネ＝デュモン） 

© Noriaki OKABE 提供：NOAN 

散策路となったかつての高架橋の上 

© Noriaki OKABE 提供：NOAN 

のフランク・ゲーリーによる非常に情熱的なデザインです。 
 近年の建築の 1 つにパリの裁判所があります。これはレンゾ・ピア

ノのパリオフィスが担当しました。フランスの裁判システムは日本

とだいぶ違い、いろいろな裁判所を集めて、構築的に出来上がってい

くもので、高層ビルで造られています。高さが 160 メートルありま

す。内部空間は裁判所の重圧感を極力なくす、明るい空間が生み出さ

れています。 
 パリの中にはなるべく高層ビルは造らないようにしていますが、

周辺の東側は増えてきています。西側にはフロン・ド・セーヌ地区が

あります。南側にはプラス・デ・イタリー地区などがありますけれど

も、国家のプロジェクトとして高層ビルを造る計画は、パリの中では

抑えられ、バランスを保つことに注意が払われています。 

 
 
5. グリーンとネットワーク 
 －公共緑地の成り立ちと今日の試み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 次に緑地の計画について説明します。たくさんあるので全部を挙

げるわけにはいかないのですが、主要な公園を挙げました。先ほどの

万博のときにできたトロカデロの公園、シャン・ド・マルス公園です。

歴史的な公園としてルーヴル美術館に隣接するチュイルリー公園が

あります。リュクサンブール公園はフランス上院に属するかわいら

しい、素敵な公園です。 
 シャンソンをお好きな方はご存じだと思いますが、フランスの現

代的シャンソンを作ったジョルジュ・ブラッサンス。そのジョルジ

ュ・ブラッサンスの公園ですが、これはもともと何だったかというと

屠殺場です。屠殺場の跡を公園にしています。 
 バスティーユからリヨン駅に向かう鉄道がありました。廃線にな

った高架橋を植栽された空中のプロムナードにする計画が実現され

ました。クレ・ベルト・ルネ＝デュモンという、フランスで 初のエ

コロジストの議員になった政治家だと思うのですが、その人の名前

が付けられています。高架橋の下は家具を作ったり、テキスタイルを

作ったり、いろいろな人たちが入るアトリエ兼お店です。上にはとて
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もいい感じの公園があります。周辺のアパートの人々にとって、目の

前の鉄道の廃線の風景が一気に緑に変わっていきました。ここの整

備は大きな影響力を持ち、ニューヨークのハイラインでも同じ方法

が取り入れられていると思います。 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 公園の計画に併せて、『消えたパリ万博 1989』の項で触れましたが、

パリにはプティト・サンチュールという環状鉄道が走っていました。

一部は使われていますけれども、全体は使われなくなりました。採算

が合わなくなったという理由があるのですが、『消えたパリ万博 1989』
計画でやろうと思っていたことの一つに、このプティト・サンチュー

ルを使おうという計画がありました。そのとき、乗ってみようと列車

を出してもらいましたが、興味深いパリの都市風景に出合えました。

今、何が起きているかというと、その部分を利用してグリーン地帯や

公園を造ろうと、パリのそれぞれの区が住民と相談しながら進めて

いるところです。 

 
 今のパリ市長アンヌ・イダルゴは 2020 年に再選されて、あと 6 年

間任期があるのですが、スペイン系で女性の市長さんです。非常に大

胆な計画をやる人で、パリの市民から強いサポートを受けています。

彼女がやろうと思っていることの一つは、自転車レーンを造るとい

う計画です。今は北京ほどではないにしても、とにかくパリの公害は

大変です。冬に行って「きょう曇っているね」と思ったら、全部公害

です。僕の学生時代の新宿のような感じです。 
 それをどうやって防ぐかは、『消えたパリ万博 1989』計画のときに

やったように、車を入れないことしかないかもしれない。あるいは制

限をどのようにするか。 初に地形図をお見せしたように、パリは周

りに丘がありますから、ちょうどお鍋の底のようになっています。本

当に公害の空気がたまりやすくなっています。あまりひどくなると、

バス料金や地下鉄料金をただにするということさえして、とにかく

出典：Apur 
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ポン・デ・ザール（パスレル・デ・ザール） 

© Noriaki OKABE 提供：NOAN 

公共交通を使って、車に乗って来ないでくれというような対策もや

ります。そこまで逼迫しているのです。 
 そのような状況を踏まえ、いろいろとシェアリングのシステムを

考え、自転車レーンを造る工夫や、ミニマムシティ、コンパクト化し

て 15分圏内の自転車移動で日常生活ができる環境をつくりましょう

という構想などを提起ししています。そういう意味で、ブールバール

など大きな道路をどうやって組み立てていくかは非常に大きなテー

マです。車は自分で買って乗るもので、それに対しての規制はかけに

くいところがあったのですが、パリの人たちの寿命が今の公害で 6 カ

月間縮まっているという統計が出ています。確かに深刻なことにな

っているのは事実で、どうやって防いだらいいかということに必死

です。パリ都市計画局 APUR のホームページを参照してみて下さい。

今進められている計画が見られます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 一つ、 後に付け加えます。パリの景観としてのセーヌ川について

です。パリで も美しい景観を持っている大通りはセーヌ川です。セ

ーヌ川を船で渡ればいいのだけれども、船で渡るより橋を渡るのが

一番素晴らしい。パリには全部で 35 本の橋がセーヌ川に架かってい

ます。歴史的に一番古いのがポン・ヌフというシテ島の先にある橋で

す。その脇にポン・デ・ザール（パスレル・デ・ザール）、芸術橋と

いう橋があります。この橋は 1803 年、鉄が使われだした 初の頃に

できた橋です。ナポレオン 1 世の時代です。この橋は 1 回、船がぶ

つかって壊れて、しばらく使えなかったのですが、随分時間がたって

今は完全に直されています。 
 その後できた新しい橋の中には、パスレル・レオポール・セダール・

サンゴールがあります。初代のセネガル大統領の名前が付いた歩道

橋で、オルセー美術館とルーヴル美術館が隣接するチュイルリー庭

園を結ぶ所にあります。知人のマルク・ミムラムというエンジニアが

デザインしました。 
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ENS パリサクレー・キャンパス  

Design: Renzo Piano Building Workshop 
出典：RPBW ホームページ 

 それともう一つ、一番 近のものが、エンジニアオフィス RFR が

技術担当をしていたのですが、女性の哲学者として知られるシモー

ヌ・ド・ボーヴォワールの名前が付いた歩道橋があります。女性の名

前が付いた橋は初めて、ミッテランの国立図書館と反対側のベルシ

ー公園を結ぶ所に架けられました。 
 いろいろなモニュメントがそれぞれの橋を渡るとあります。 近

できた 2 つの橋は歩道橋、パスレス（Passerelle）で車が入れない橋

です。車両が通る橋と歩道橋では全然造りが違いますから、歩道橋は

非常に軽やかでエレガントに造れる可能性があり、都市景観をつく

るための素晴らしい要素です。セーヌ川の橋を渡ることで、街自体を

鑑賞し、街自体を知ることができるわけです。 
 歩道橋、パスレルは、日本の場合には景観において存在感がない。

優れたデザインの歩道橋をつくることは大切だと思います。ロンド

ンでは 2000 年ミレニアム記念にテート・モダンからセント・ポール

大聖堂へ渡る所にミレニアム・ブリッジを造りました。多くの人が渡

り、そこに車はないわけです。そうした場を獲得して、人間のための

移動空間をつくることはとても大切だと思います。 

 
 
6-1. これからのパリ 
 －周辺拠点の開発計画 

 
 これからのパリですが、まだよく検討していないというか、調べて

いないことが多いので簡単にお話しします。 
 サルコジ大統領のときに、「グラン・パリ」というパリの大計画が

生まれました。パリの今後をどうするかという計画をいろいろ立て

て、パリを精錬化させ、要らなくなったものはつぶして、良くしてい

く。新しいものでなかなか市内に入れられないものはデファンスを

造ったように、パリ周辺地域を含めて考えてゆく。 
 その大きなプロジェクトの 1 つが、サクレー科学都市、いわゆるシ

リコンバレーです。アメリカの次は中国になるかもしれないけれど

も、アメリカには及ばないものの、フランスも劣らないぐらいにコス

トをかけてこのサクレーにシリコンバレーをつくっていこうと計画

を動かしているわけです。 
 サクレーの科学施設の中で、レンゾ・ピアノのオフィスがやってい

るのは ENS パリサクレー・キャンパスで、この建物は大体出来上が

ったと思います。 

 
 
6-2. これからのパリ 
 －大 Transportation Network の計画 

 
 「グラン・パリ」計画にとって何が大事かというとモビリティです。

既成のあらゆる交通ネットワークがある中で、パリの中にいる人た

ち、あるいは新都市にいる人たちにとって、どのようなモビリティを
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グラン・パリ・エクスプレスの博物館 

「La Fabrique du métro」 

© Noriaki OKABE 提供：NOAN 

「La Fabrique du métro」の展示 

© Noriaki OKABE 提供：NOAN 

つくっていくか、それがグラン・パリ・エクスプレスというパリを中

心としたイル＝ド＝フランス地域圏に建設中の路線で、 大級のプ

ロジェクトとして動いています。 
 パリの北側にあるファブリック・デュ・メトロという新しい交通計

画を説明するための、工場の跡を使ったような展示場があります。グ

ラン・パリ・エクスプレスを市民に説明するためにこういう努力をす

るのがパリの特徴です。スライドを通して何度もパリの地図をお示

ししてきましたが、この展示場でも随所にパリの地形がグラフィカ

ルに表現され、空間認識がしやすくて、それをベースにしながらイン

フォメーションを聴き、どこで何をやっているか、将来何をするのか

ということが見えてくる仕組みになっています。見えやすいという

透明性とともに分かりやすさがあることはうらやましいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 グラン・パリ・エクスプレスの全体計画で、2030 年を目標に既成

の路線、新都市あるいは空港を結ぶ大きな環状の交通システムをつ

くること示しています。多くのものは自動運転を考えています。その

意味で、2 分、3 分間隔で電車が来て出せるような計画的な運行が可

能になると考えています。 
 ビジョンを持つことはどの国もできると思うのですが、明確なビ

ジョンを持つということと、それが市民あるいは国民にとって明確

に分かるということが、善し悪しの判断を容易にすると思います。何

をどうするのだというストラテジーを作る、それはきょうお話しし

たパリの歴史の中でやってきたわけです。動く歩道のように万博を

全部そういう実験台に使ってきたのです。やって、失敗して、やり直

しての積み重ねです。ナポレオン以降でてきた行政を握る非常に高

度なエンジニアたちが数多く活躍したと言えるのですが、ある明確

な批判力を持ちながら計画を進めていくところに価値があると思い

ます。 

グラン・パリ・エクスプレスの計画路線図 

出典：Société du Grand Paris ホームページ 
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FLUCTUANT NEC MERGITUR 

（たゆたえど沈まず）と書かれた 

パリの紋章 

ポンピドゥー・センターから見るパリの

街並み 

© Noriaki OKABE 提供：NOAN 

7. エピローグ 
 －パリは生きられるか？ 

 
 後のまとめに入ります。「パリは生きられるか？」の答えは、「多

分大丈夫でしょう」ということです。今日の問題は公害問題が非常に

大きな部分を占めています。パリでは何でもあります。テロもあって、

僕が昔いた頃だってテロはあったし、ポンピドゥー・センターで仕事

をしているときでも、アフリカのカダフィが軍を送り込んできたと

いう情報が入ってきたら、「ポンピドゥー・センターの中から皆さん

出てください。カダフィが軍を送りました」というアナウンスが一斉

に流れて、外に出されてしまうわけですね。その頃ターゲットがエッ

フェル塔とポンピドゥー・センターだったので、みんな一日中ずっと

外に出なくてはならず、つらい経験をしたこともあります。 
 それと同時に、パリは洪水という大きな自然災害の問題を抱えて

います。あとは多様な人種問題もあります。2019 年にはノートルダ

ム寺院の尖塔が焼けました。大変だったのですが、パリの消防隊が出

て非常に明確な判断の下にノートルダムの全崩壊を防いだのです。 
 私も建築の申請などで消防隊と付き合うことが結構たくさんあっ

たのですが、パリの消防は特別で軍管轄なのですね。パリの革命祭が

7 月 14 日にありますけれども、そのときにパリの消防隊はフランス

軍の一員として並んで出てきます。今回のノートルダム寺院の火災

からどのように建物を救うかというドキュメンタリーが日本でも放

映されました。消防隊は非常に勇気があるというか、いろいろ多角的

に考え、消防システムを非常に重視しています。 
 もう一つは警察システムです。日本だと誰か重要な要人が来たと

きには何万人という警察官が道路に並ぶ風景がありますが、パリは

そのようなことをいちいちやっていられないわけです。毎週のよう

に世界の要人の誰かが来ているわけですから。そうすると、どのよう

なことになっているかというと、警護のオートバイ部隊がいて、彼ら

の何台か、5～6 台が一斉に周りの車を蹴散らして、要人を乗せた車

を守って大変なスピードでパリの街を通り抜けていきます。そうし

た巧みな警備の中でも、テロ事件も起きるので、そのようなリスクが

日常的にあるのが、パリという街が持っている状況と宿命です。 

 
 パリ市の紋章は揺れている船のマークで、「ゆらゆら揺れているけ

れども沈まないよ」ということがテーマのようなのですが、私が読め

ないラテン語で「たゆたえど沈まず」と書かれています。2015 年に

テロがあって、130 人ぐらいがパリで犠牲になり、私が前にいたレン

ゾ・ピアノ・ビルディング・ワークショップのオフィスのスタッフも

1 人亡くなりました。そのようなことがあって随分心配をして連絡を

したら、パリの友人からこのマークの言葉が流れてきました。つまり

「何があったって大変だけれども、絶対に負けないぞ」という宣言が

込められています。 
 そのような意味でパリはこれからも頑張り、そこからわれわれが

学ぶところはいろいろあります。仕組みが非常に分かりやすい一つ
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のオーダーのレイヤーの中で見えてくる。分析しやすいし、何が起き

たか見えてくる部分が非常にあり、情報を活かして次に計画すると

きのベースになっていることは知っておいていただければと思いま

す。もう一つはインフォメーションのシステムですね。誰もがアクセ

スして分かりやすくするコミュニケーションを非常によく図ってい

ると思います。日本人として考えるテーマとして、パリは知っておい

ていいところです。多分パリは消えないだろうということで、きょう

のお話は終わりにします。 

 
 
※掲載の図版及び写真の使用は一切お断りします。 
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・Atlas de Paris - Évolution d'un paysage urbain（パリの都市風景の発展） 

  / PARIGRAMME (2018) 
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4) パリ大洪水 
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【シンポジウム概要】 

 

タイトル 

シンポジウム モビリティとコミュニティの未来を考える 

第 2回 大規模コンパクトシティ・パリの成立 －歴史都市から近代都市への構造改革 

日時  

2020 年 11 月 18 日（水）18:00-20:00 

スケジュール 

18:00-18:10 冒頭のご挨拶 

18:10-19:30 大規模コンパクトシティ・パリの成立 －歴史都市から近代都市への構造改革 

       建築家／岡部憲明アーキテクチャーネットワーク代表 

       岡部 憲明 

19:30-20:00 質疑応答、ディスカッション 

場所 

慶應義塾大学 日吉キャンパス 来往舎 シンポジウムスペース 

モデレータ 

慶應義塾大学 教授 西村秀和 

主催 

慶應義塾大学 SDM 研究所モビリティシステムマネジメントセンター 

後援 

三菱地所パークス株式会社 


