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0-1 研究背景と目的
　東京を歩いていると使われていない空間が目につ
く。環境改善のために作られた公開空地に人が滞在す
る風景はあまり見られず、密集して建つ建築の隙間は
人の立ち入ることのできない空間となっている。この
ような現状は、建築は内部を作るためのものであり、
外部はその余りという意識の表れではないだろうか。
対してパリのパサージュは路地を建築内に引き込んで
おり、内部化された外部に多くの人が滞在し賑わって
いた。建築を作るということは内部空間を作ると同時
に都市空間を作ることである。パサージュのように都
市を一つの室内空間と見ることができれば、現在余白
となっている空間がそれぞれ別の意味を持つ空間へと
変わり、人々の都市空間での過ごし方や捉え方がより
豊かなものになるのではないだろうか。本論は図と地
の反転というキーワードから都市を室内空間と認識す
る空間の形態を探り、現状の都市と建築のあり方対し
て一石を投じることを目的とする。

第 1章　日本の都市空間
1-1 着目する都市空間
　日本の都市空間の中でも特に商業地域に着目し、さ
らにオフィス街とショップ街に分類し問題を探る。
1-2 オフィス街からショップ街へ
　オフィス街の夜間・休日に人がおらず閑散とした状
況はかねてより問題視されており、一部の街ではその
対策が講じられてきた。その一つとして、道路を車の
為の空間ではなく人の為の空間と捉え、街づくりを

第 2章　図と地の反転
2-1 図と地の反転とは
　図と地の反転とは図形の一定の領域が図に見えたり
地に見えたり、2 種の見え方が交代して現れる事象で
ある。さらに [ 参文 3)] によれば、反転の条件として
輪郭線が二つの意味を表すということが挙げられる。
この図と地の反転において代表的な図形が E.J ルビン
の「ルビンの壺」である。
2-2 建築・都市においての図と地
　認知心理学において [ 参文 3)] に記述されている、図
と地の考え方をまとめると次のようになる。1. 領域が
小さい方が図となる、2. 原則として輪郭線は図に属す
る、3. 広い一様な方が地となる、4. 地になった領域
は境界線で終わるわけではなく、図が生じることで　
その下にも一様に存在する。以上の条件と、現在の都
市と建築の役割から本論では「図」は建築内部空間、
または人々の滞在の場として作られているもの、「地」
は都市空間や外部空間、または図の為に働き図に帰属
するものと定義する。
2-3 都市空間の図と地の反転
　都市スケールで図と地を反転させてみると、公開空
地のある西新宿オフィス街よりも、建物が密集する神
田の方が違和感がない。これは建築、つまり図の輪郭
が同時に道路の輪郭となっており、輪郭線が二つの意
味を持つためである。 
　

2-4 建築の図と地の反転
　丸の内や表参道のように道が内部空間のように扱わ
れる建築としてパサージュがある。ガラス屋根のか
かった道の両側にはブティックが並び、人々はそれを
見ながら行き交っていた。また、自らの立ち位置によっ
て内外の認識が移り変わる空間は店の配置構成の他に
仕掛けがあるように感じた。主に内外の反転、ファサー
ドの反転である。　
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図 .2-1 西新宿と神田の反転

図 .0-1　パサージュ・デュ・グランセール 図 .0-2　日本の建物と建物の隙間の路地

0-2 研究方法
1 章では、現状の都市空間の問題を統計データや事例
をもとに明らかにする。２章では図と地という概念か
ら、都市と建築においての図と地とは何であるのか、
それらが反転する条件を文献調査と事例分析を行う。
3 章では建築の図と地の反転が起こる特徴的な空間と
してパサージュの分析を行う。現存するパリのパサー
ジュの中で実際に訪れることのできた 17 のパサー
ジュについて調査、分析を行い、空間的特徴をアイコ
ン化して抜き出す。分析を元に考察を行い、4 章の提
案につなげる。4 章では以上の要素、建築手法を用い
て設計を行い本論の結びとする。　

行った丸の内仲通りが挙げられる。そのような街の作
りはショップ街の表参道や下北沢も同様であり、建築
を道に対して開き、人の滞在の場とすることで内外の
関係性が逆転する、図と地が反転する空間を作り出し
ている。
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第 3章　パサージュに置ける図と地の反転
3-1 パサージュの分析目的
　パサージュの分析を行うことで、建築の建ち方と図
と地の反転が起こる関係性を探る。またその建築的特
徴を導き出し、反転要因を明らかにし、4 章での提案
につなげる。
3-2 パサージュの分析方法
　パリに現存する 17 のパサージュについて、自身の
五感で体験したことを交えながら空間的特徴を抜き出
しアイコン化する。アイコンを用いて分類を行い、ど
の空間要素が反転の要因になっているのかを表にまと
め、どのように空間の反転に影響しているのかをまと
める。

図 .2-2　内外の反転

図 .2-3　ファサードの反転
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3-3 反転要因
　反転に影響を与える空間要素として 1. 高さの認識、
2. 図の配置と向き、3. 床素材の切り替えが挙げられ
る。これらは内外または高さの仮想的な境界を作り、
外部にいながら内部にいるという認識を与える。また、
反転を補完する要素として 1. 壁面のデザイン、2. 空
間の明暗、3. インテリア・エクステリアの配置が挙げ
られる。これらはその要素単独では反転の要因になり
得ないが、反転に影響を与える空間要素に取り入れる
ことでより反転を強調する役割を果たす。

図 .3-4　空間要素相関図

第 4章　設計

4-2 計画・提案
　4 つの街区にまたがって設計を行うことで路地を内
部化する。開発が進んだ都市のスケールに神保町の路
地のスケールを取り入れ、街らしさを取り戻す。建築
の輪郭線が道や広場の輪郭を示すことで図と地の反転
が起こり、内部化された外部を積層させることで、人々
の活動の場をより多く生み出し、街に寄与する建築を
提案する。
第 5章　終章
本論では図と地の反転する建築のあり方を探った。こ
の提案により、都市は一つの室内空間であり様々な過
ごし方ができる場だと再発見してほしい。一つの建築
で都市すべてを変えることはできないが、人々の認識
を変えることで都市での過ごし方や今後の都市のあり
方は変えられるのではないだろうか。建築にはその力
があると信じ本論の結びとする。
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4-1 対象敷地
　敷地は神田神保町の本屋・飲食店・オフィスが共存
しているエリアとする。人通りはあるが賑やかな通り
の裏となっており、開発により図と地の反転が崩れつ
つある場所と、神保町の反転が起こりやすい場所との
境界に位置している。

反転の関係が
崩れつつある
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3 章　パサージュにおける図と地の反転

　ストラスブール大通りの両側に伸びるパサージュ・ブラディは、最初は一続きの延長 200 メートル余の長いパサージュであったが、
大通りが開通したときに削られ、東西に分断された。現在は西側に屋根があり、東側には屋根がない。現在、この辺りは下町でもか
なり場末の印象が強いところである。西側の屋根付きの方のパサージュは活気にあふれている。インド料理とパキスタン料理店が軒
を並べ独特な香辛料の香りが辺りを包む。他の雑貨店、レコード店、ブティックなどもインドやパキスタンの商品を扱う店が多い。
廃屋同然になっていたところに、インド料理店が店を構えたのは 1970 年代である。それから店が埋まり、いまではエスニック横丁
として、若者やスノッブな人種のトレンディスポットになっている。

参考：『パサージュ /遊歩の商業空間』　新井洋一著　
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図 .3-1　パサージュ分析野帳 1/17
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図 .4-1　敷地と敷地の反転


