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序章 研究背景・目的・構成、及び既往研究の検討 

 

第１節 研究背景：フランス植民地都市計画という欠落 

我々が近代における都市の変遷を語る際、フランス植民地における実践がど

れだけ論じられてきただろうか。その問いがこの研究の根幹である。 

近年、幾人かの研究者によって近代都市史の文脈で 20 世紀序盤にフランス

植民地で展開された都市計画が語られ始めている。これらの先行研究は１９００

年前後のフランスにおいて、それまでの美学偏重のバロック的都市計画に疑問

を唱え、国外で萌芽していた科学的手法の導入を推進し、両者が並存する近

代都市計画の確立を目指した組織（ミュゼ・ソシアル、ルネサンス・デ・シテ、フ

ランス都市計画家協会など）が存在し、それらとフランス植民地都市計画家達

が密接に関連していたことを明らかにしている。さらに、そのような組織を介し、

彼らがル・コルビュジェとも接点を持っていたという事実も浮かび上がってきてい

る。フランス植民地都市計画家達は、その多くがエコール・デ・ボザール建築部

門の教育を受けた者であり、植民地において重要な成果を残したアンリ・プロス

トやエルネルト・エブラールなる都市計画家たちは、学生時代に「工業都市」で

有名なトニー・ガルニエと生活を共にし、そこで自身の都市計画思想・手法の基

盤を形成していたという関係性も指摘されている。 

その植民地都市計画の実体は、合理的・人道的統治に向けた協同政策下で

の人種分離という方針の体現のために考案されたゾーニングを用い、新市街を

旧市街と分離して建設し、新交通網を整備することで両者を結ぶというものであ

った。この主題に関するフランスの研究者であるポール・ラビノウは、アンリ・プロ

ストに対し「ガルニエは建築史書において多大な注目と賞賛を得ているが、プロ

ストはその功績という観点からすると、それと同等、もしくはそれ以上である。」とま

で評価している。エルネスト・エブラールに関しては、「コミュニケーション世界セ

ンター」におけるハンス・クリスチャン・アンデルセンとの協働を介して、ポール・

オトレ、ル・コルビュジェの協働である「ムンダネウム」と関連していことが指摘さ

れてもいる。 

フランス植民地都市計画はその外見こそボザール流古典主義ではあったが、

都市の構成方法や捉え方といった思想の部分ではガルニエ以上に、ル・コルビ

ュジェなどの近代建築家の先駆的存在であったと言い得るのである。 

 

第２節 既往研究との関連、及び仮説の設定 

海外でのフランス植民地都市計画を対象とした研究には、モロッコ、インドシ

ナ、マダガスカルで展開された協同政策下の都市計画を取り上げたグウェンドリ

ン・ライト氏の研究[文献 12]や、２０世紀初頭のフランス本国における社会的・科

学的指向に伴う近代都市計画導入の経緯から植民地モロッコへの展開を包括

的に扱ったポール・ラビノウ氏の研究[文献 10]、モロッコ・カサブランカの変遷を

記したジャン・ルイ・コーエン氏の研究[文献 06]などがある。日本においては、イ

ンドシナを扱った大田省一氏の研究[文献 01]や、モロッコ・フェズの変遷を辿っ

た松原康介氏の研究[文献 02]、そしてル・コルビュジェとフランス植民地都市計

画家の関連を明らかにしている八束はじめ氏の一連の研究[文献 04]等がある。 

未だ論じられていない部分としてはアンリ・プロストとル・コルビュジェとの実作

における直接の影響が挙げられる。また、近代前衛建築家以降の世代との接点

も指摘されておらず、現代的研究意義を見出すには至っていない。そのような

背景から、本研究における仮説を以下の２つとしたい。 

 

１．アンリ・プロストはル・コルビュジェの実作に直接的に影響を与えていたのでは

ないか。 

 

２．アンリ・プロストは近代建築前衛後の世代であるジャンカルロ・デ・カルロ（ＴＥ

ＡＭ１０）に影響を与え、尚且つその実践の先駆であったのではないか。 

 

 この２つの仮説を主軸に本論は展開される。 

 

第３節 命題と研究目的：フランス植民地都市計画の現代的研究意義 

本研究の目的は、上述の仮説を論証し、いまだに未研究領域の多いフラン

ス植民地都市計画研究という主題に対して現代的研究意義を見出すことにあ

る。その達成に向けて論証する命題は以下３つである。 

 

１．アンリ・プロストが協同政策下のフランス植民地都市計画モデルを創出し、そ

れがフランス領各地で展開されていたという事実 

２．ル・コルビュジェのアルジェ計画とアンリ・プロストの１９３４年パリ地域計画の類

似性、及び両者においてアンリ・プロストが先駆である可能性 

３．ジャンカルロ・デ・カルロのウルビノ都市計画とアンリ・プロストの一連の植民

地都市計画における類似性、及び現代の歴史的環境保全型都市計画に

対してのアンリ・プロストの先駆性 

 

これら３つの命題を論証していくことで、アンリ・プロストが１９６０～７０年代にお

いてイタリアから発起し、いまや世界的な関心を集める歴史的環境保全型都

市計画の思想的・手法的先駆であったことを示す。そして、彼によって案出さ

れた旧市街分離型都市計画モデルがフランス領各地で展開されていたという

事実から、上述の未研究領域において先駆的計画案が埋没している可能性

を論じ、この主題に対する現代的研究意義を提示する。 

第１章 協同政策期のフランス植民地都市計画 

 

第 1 節 この章について 

本章では先行研究成果を基に協同政策下の旧市街分離に基づく都市計画

がアンリ・プロストによってモデル化されたということを検証する。さらに、そのフ

ランス領各地における展開を辿ることで、アンリ・プロストの重要性を明確にす

ると共に、２０世紀初頭のフランス植民地都市計画が同一の指針の下に展開さ

れていたことを示す。 

 

第２節 旧市街分離政策に基づくフランス植民地都市計画の展開 

■２－１ 近代都市計画を実施した植民地総督達 

■２－２ リヨテ方式の確立 

■２－３ フランス領各地でのリヨテ方式の展開 

 

第３節 １９３１年「国際植民地博覧会」 

■４－１ 開催までの経緯 

■４－２ 模擬植民地 

■４－３ リヨテの野望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 フランス教育・研究機関という背景 

 

第１節 この章について 

本章では先行研究成果を基に、フランス教育・研究機関におけるル・コルビ

ュジェとアンリ・プロストの関連性を示す。さらに、文献調査を基に１９３２年「アル

ジェＡ計画」と１９３４年「パリ地域圏計画」の類似性を指摘し、プロストがコルビュ

ジェに影響を与えていた可能性を論じる。 

 

第２節 エコール・デ・ボザールとフランス植民地都市計画家 

■２－１ エコール・デ・ボザール設立の経緯 

■２－２ ２０世紀初頭周辺のローマ大賞受賞者と近代都市計画 

■２－３ アンリ・プロストの原点 

 

第３節 フランス都市計画家協会（ＳＦＵ）という結節点 

■３－１ 創設におけるフランス植民地都市計画家の貢献 

■３－２ ミュゼ・ソシアル 

■３－３ ルネサンス・デ・シテ 

 

第４節 アンリ・プロストとル･コルビュジェ 

■４－１ 植民地経験後のプロスト 

■４－２ 両者の接点 

■４－３ 実践における類似 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 アンリ・プロストとＴＥＡＭ１０の関連性 

 

第１節 この章について 

第３章では先行研究成果を基に、近代建築・都市運動の要であったＣＩＡＭ

を取り上げ、その晩期に生じたＴＥＭＡ１０への移行に、フランス植民地での実践

が大きく影響していたという事実を確認していく。さらに、その過渡期における、Ｔ

ＥＡＭ１０主要メンバーとアンリ・プロストに連なるミシェル・エコシャールとの関連

を示し、彼らがプロストを認知していた可能性を示す。さらにジャンカルロ・デ･カ

ルロが現代における歴史的環境保全型都市計画の流れの原点に位置している

ことと、その現状における評価を確認する。そして、プロストの植民地における一

連の都市計画と、デ・カルロのウルビノ都市計画の類似性を指摘し、先のエコシ

ャールという接点から、プロストがデ・カルロに影響を与えていた可能性を示す。

そして、リヨテ方式が CIAM 流の統計的リサーチ手法を経たものこそが「ウルビノ

都市計画」であるという推論を検証していく。 

［図１］ カサブランカ都市基本計画（1917） ［図２］ メクネス都市基本計画 

［図３］ パリ地域圏計画(1928) ［図４］ アルジェＡ計画(1932) 



第２節 ＣＩＡＭとフランス植民地 

■２－１ ＣＩＡＭの転機 

■２－２ ＡＳＣＯＲＡＬ 

■２－３ ＡＴＢＡＴ 

■２－４ アンリ・プロストの系譜とＣＩＡＭ／ＴＥＡＭ１０ 

 

第３節 ＴＥＡＭ１０におけるジャンカルロ・デ・カルロの功績 

■３－１ ＣＩＡＭの終焉とＴＥＡＭ１０の誕生 

■３－２ ＴＥＡＭ１０の活動展開 

■３－３ ジャンカルロ・デ・カルロ：結実したＣＩＡＭ批判 

 

第４節 ジャンカルロ・デ・カルロとアンリ・プロストの多角的類似性 

■４－１ ウルビノ都市計画とリヨテ方式都市計画 

■４－２ 思想的関連の可能性 

■４－３ ＣＩＡＭ批判者デ・カルロという評価への疑問 

■４－４ ＣＩＡＭ手法とリヨテ方式の混血児 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終章 フランス植民地都市計画の近代都市史的意義 

 

第１節 命題１論証：フランス協同政策下植民地都市計画の原点としてのプロスト 

２０世紀初頭の現地民懐柔へ向けた協同政策下でのフランス植民地では、

旧市街・新市街の分離による歴史的環境保存と新都市開発の混在型都市計

画手法が展開されていた。この手法を考案したのは、モロッコ総督ユベール・リ

ヨテであり、それを体現した者がアンリ・プロストであった。この手法はカサブラン

カ、フェス、ラバト、メクネスなどのモロッコの諸都市で実践され、これに影響を

受けたインドシナやマダガスカルなどの植民地総督達は、その手法をリヨテ方

式と名付け、協同政策下の都市計画モデルとして模倣を試みたのであった。彼

らはリヨテ同様にボザール出身のエリート都市計画家を招聘し、各地でリヨテ方

式を展開した。アンリ・プロストはその根幹を築いた人物として重要であり、フラ

ンス領各地において彼のような思想と手法を志す都市計画家が出現していった

のであった。 

また、リヨテは本国帰還後の１９３１年に「国際植民地博覧会」の企画を手掛け、

これを機にリヨテ方式をパリ周縁部再開発の発端として逆輸入しようと考えてい

た。結果的に、この計画は失敗に終わる。しかし、これにル・コルビュジェが多大

な関心を示し、ここから着想を得、１９３６年にヴォワザン計画を発展させた「パリ

計画」を作成したのであった。コルビュジェ、リヨテの両者は相互に言及し合って

おり、そこにアンリ・プロストとの間接的な接点を見出すことが出来るのである。 

 

第２節 命題２論証：「アルジェ計画」に先立つ存在としての「パリ地域圏計画」 

第１章で確認したような実践を手掛けたフランス植民地総督たちは、その多

くがエコール・デ・ボザール芸術学校建築部門の出身者であった。リヨテ方式の

体現者アンリ・プロストもその内の１人であり、学生時代にローマ大賞を受賞した

ことにより、ローマのヴィラ・メディチ宿舎へと留学し、そこでガルニエやエルネス

ト・エブラール、レオン・ジョースリーと親交を持つとともに、イスラム圏への旅行

を経て、都市計画と歴史的なるものへの関心を高めていった。 

その後、彼らはミュゼ・ソシアルやルネサンス・デ・シテといった科学的手法

に基づく近代都市計画の導入を推進した組織に属し、その交友関係を広めて

いく。そこにル・コルビジェとの接点が存在したのであった。コルビュジェはルネ

サンス・デ・シテ「技術部会」の創設メンバーであった。同じく、レオン・ジョース

リーもルネサンス・デ・シテの複数の部会に所属しており、プロストが彼を介して

コルビュジェと相互に間接的に影響を及ぼし合っていた可能性を指摘できるの

である。さらに、前節で確認したリヨテとコルビュジェの関係や、フランス都市計

画家協会(Societe Francaise des Urbanistes)が１９２３年に開催した「都市計画

及び公衆衛生国際会議」にコルビュジェが参加していたことからも、その可能

性の高さを指摘できるのである。 

実際にコルビュジェの１９３２年「アルジェ A 計画」とプロストの１９３４年「パリ地

域圏計画」では、表現方法の酷似や、交通網への関心の高さに類似点を見出

すことが可能である。加えて、プロストは１９２８年の時点で最初の図面を書き上

げているため、コルビュジェの関心に先んじるものであったと言い得るのである。

「アルジェ計画」は１９３０～３９年に掛けて長期的展開された大規模な計画であ

り、それは A、B、C 計画と分割されて進められた。同様に「パリ地域圏計画」も

大規模なものであったが、既にプロストは１９２０年代においてこのような経験を

「コート・ダジュール地域圏計画」で経験していた。また、コルビュジェは１９３３年

に「アントワープ左川岸都市計画」を手掛けているのであるがプロストも１９１０年

に「アントワープ都市計画」を経験しており、コルビュジェが「アルジェ計画」の

進行中にプロストの計画案を認知していても不思議はないのである。コルビュ

ジェがその最初期から、交通に高い関心を抱いていたことは、１９２２年の「現代

都市」や、１９２３年「Corseaux 都市計画」から伺える。しかし、それが１９３７年の

「パリ計画」のような、都市を上回る地域を対象としたものに発展していく契機と

なっているのは、やはり「アルジェ計画」であり、リヨテとジョースリーとの接点から

プロストの計画案を認知し、そこから影響を受けた可能性は高いと言える。 

第３節 命題３論証：リヨテ方式の帰結としての「ウルビノ都市計画」 

近代前衛建築家以降の世代とフランス植民地都市計画家の接点はCIAMに

存在しているのである。CIAM はその活動の晩期である１９５０年代において

ATBAT というチームを組織し、フランス植民地を含む北アフリカで実践を行っ

た。このチームの中には、後の TEAM10 の幹部となるジョルジュ・キャンディリス

やアレックス・ジョシック、サンドラッチ・ウッズなどの姿があった。彼らは ATBAT

においてイスラム圏の地域性を考慮した住居の提案などを行い、この時期にお

いて、後の TEAM10 の主題となる要素に関心を高めていった。ATBAT は組織

外の様々な建築家、都市計画家、技術者との協働において活動を展開した。

その中に、アンリ・プロスト後の１９５０年代のモロッコにおいて都市計画を手掛け

ていたミシェル・エコシャールの存在があった。彼は、キャンディリスなどの幾人

かの ATBAT メンバーと共に CIAM のモロッコチームや、アルジェリアチームに

関与し、CIAM 大会にも参加した。ここに TEAM10 とアンリ・プロストの接点が見

出せる。彼らはエコシャールを介し、プロストの存在を認知していた可能性が高

い上、それ如何に拠らず、モロッコで既に実施され都市環境となっていたリヨテ

方式を知っていたのは当然であると言えよう（それがリヨテ方式であると意識して

はいなかったかもしれないが）。 

そして、決定的にプロストのリヨテ方式と類似性を見出せる計画が TEAM10

主要メンバーであったジャンカルロ・デ・カルロによる「ウルビノ都市計画」なので

ある。この計画はイタリアの、古城を中心とした歴史的都市を完全に保存し、そ

の周辺に新規建築物を建設していくという手法であり、リヨテ方式の旧市街と新

市街の分離手法に類似するものである。リヨテ方式より秀逸である部分は、徹底

的な敷地調査に基づき保存部分においても修繕を行い、近代的環境を挿入し

ていった所にあるが、根本である都市全体の保存という観点からすると、リヨテ

方式は半世紀も前にそれを実践していたわけであり、これをデ・カルロが認知し

ていた可能性が指摘できるのである。彼は、フランス語を話せたことから

TEAM10 主要メンバーの中でもジョルジュ・キャンディリスと深い親交を持ってい

た。キャンディリスはモロッコでの実践を経験していた人物であるため、無論モロ

ッコの都市環境を熟知していたはずである。尚且つ、エコシャールとの親交もあ

ったのであるから、同じボザール出身の先輩であるアンリ・プロストを知っていて

も不思議はないだろう。そうした背景を考慮するのであれば、デ・カルロがモロッ

コの都市環境に関心を持ち、キャンディリスを介してプロストの存在を認知して

いた可能性は高いと言えるだろう。 

「ウルビノ都市計画」での完全な都市保存の実践に続いて、イタリアのサヴェ

リオ・ムラトーリなどが同様の活動を展開し、それが世界的にも認知され、現代に

おける主題の一つともなっている。つまり、デ・カルロは現代の保存ブームの原点

とも言える存在と言えるのである。彼が、歴史性について高い関心を示すように

なったのは、その師匠であったエルネスト・ロジャースの影響が大きいと言えるだ

ろう。また、デ･カルロとCIAMを引き合わせたのもロジャースであった。デ・カルロ

やムラトーリの特徴は、１９世紀後半のイタリアにおいて展開された記念的なもの

としての建築単体の保存に対し、都市環境全体を保存したことにあった。それが

１９６０～７０年において斬新なことであったとするならば、アンリ・プロストはそれを

約半世紀も前に実践した人物であったということになる。デ・カルロにも通じるそ

の手法は、現代の歴史的環境保存型都市計画のソースに十分成り得るのでは

ないだろうか。 

 

結 節 結論：近現代都市計画の先駆者としてのアンリ・プロスト 

１、２、３章を通じて、それぞれ命題１、２、３を論じた。命題２により仮説１が、命

題３により仮説２の論証に努めたわけであるが、最後に命題１を考慮することで、

本研究の目的であるフランス植民地都市計画の現代的研究意義を論じる。 

我々が本研究を通じて獲得した近代都市計画家としてのアンリ・プロストの存

在という観点は、ル・コルビュジェの思考変遷の理解に向けて新たな指標となる

可能性を秘めており、史的対象として大変興味深いものである。デ・カルロとの

関連は現代との接点を示すものであり、手法としてのプロストの先駆性を認める

ことが出来る。このことは、フランス植民地都市計画が近代都市史から忘れられ

ていたという無念を示すと共に、これからの研究領域としての可能性を伺わせる。

総じて、プロストは近代都市計画の発展過程に影響を与えた可能性があり、さら

には、その先駆性から現代の歴史的環境保全型都市計画のソースと成り得ると

言えるだろう。 

２０世紀初頭のフランス植民地ではリヨテ方式がモデルとなり、旧市街の都市

環境をそのまま保存する計画が幾つも展開されてたのは確認した通りである。

本研究で扱った地域は、モロッコ、マダガルカル、インドシナに限られるが、フラ

ンス領は広範であったために都市的関心による研究が未だになされていない地

域が多く存在している。我々は真に新しい手法を案出するために、１世紀前の先

駆者が展開した計画群を熟知し、それを近代都市史の文脈において語ることに

尽力せねばならないだろう。そして、このような結論を導いた本研究が、フランス

植民地都市計画の現代的研究意義の理解に貢献できれば幸いである。 
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