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スペイン植民都市の起源・変容・転成・保全に閥する麟窺
一キューバ島を焦点として一
主査布野修司剖

委員ホアン・ヒメネス・ベルデポ・ラモン*2,応地利明':3

本研究は、「植民都市空間の起源・変容・転成・保全に関する調査研究」と題する植民都市研究の一環であり、キュー
バのスペイン植民都市を対象とし、その拡大深化を計ることを大きな目的としている。考察の大きな基盤とするのは、セ

ビージャのインディアス古文書館に収蔵された植民都市関連地図資料である。まず、都市図をもとに、インディアス法と
の比較を視点として都市モデルの類型を明らかにしている。また、臨地調査によって得られた資料を加えて、街路体系、
街区組織、宅地割に焦点を当ててその変容(変わるものと変わるもの)について考察している。
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Authoishavebeenconductingthefieldi'eseal'chLmderthetitlèOiigiii,Transfonnation,AlterationandConservationofUrbanSpaceofColonial

Cities.ThispaperdiscussesthecharacteristicsoftheSpanishoolonialcitiesintheCubaIslalid.Dし画ngSpallishcoionialperiod,approximatelya

sixtyofcolonialcineswereestablishedhnCuba.Tliisstudyhasbeenaccomplishedbasedontheatialysisofoldmapsfi℃mAGI(TlieArchiveofthe
IndiesillSeville‑ArchivodeIndiasdeSevilla).Weclassifythemintr)severaltypesaccor'dingtothecliteriaofしu¶banitemssuchasloca廿on,tùbari,
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1.研究の目的と背景

GeneralDeIndias(AGI)に収蔵された植民都市関連地

本研究は、「植民都市空間の起源・変容・転成・保全

図資料全7152枚をマイクロフィルムの形で入手すること

に関する調査研究」註t)と題する植民都市研究の一一環で

ができた(表D・tlこの地図類は、およそ、A.一般地

あり、これまで主として対象としてきたオランダ植民都

図:新たに発見した領域を描く地図。山川など地理学的

市に加えて、スペイン植民都市を対象として、さらにそ

要素が記入されるもの、B.軍事用地図、C.領域計画図
(ハトhato・コラルcoral図)、D.都市一般図、E.都

の拡大深化を計ることを大きな目的としている。
何故、キューバの都市なのか。第一に、スペインの植

市計画図、F.建築設計図、G.都市建築要素の詳細図、H.

民地化の最も初期から都市が建設され、20世紀初頭まで

その他の8種に分けられる(図1)。この全体について

スペイン植民地であり続けたこと、第二に、1950年代末

は紙数の都合で別稿とせざるを得ないが、3558枚がラテ

のキューバ革命以降の社会主義体制の下で、他の中南米

ン・アメリカに関するもので、D.都市一般図、E.都市

地域と比較して大きな変化がなかったことが大きい。さ

計画図に絞ると、計354枚、都市図として分析に耐えう

らに、世界都市史を考える上で、スペイン植民都市とし

るものに限定すると、その数は減って110となる。この

て、ハバナLaHabanaの他、サンチアゴ・デ・キューバ

うち、26都市(28都市図)がキューバの都市である。多

SantiagodeCuba、トリニダードTrinidad、シエンフエゴ

くの地図が残されているのもキューバをターゲットとし

スCienfuegosが世界文化遺産都市に登録されていること

た理由である。

も大きな研究動機となっている。

110都市全体の類型については別稿・・とした。また、

スペイン植民都市研究の遂行過程で、幸運にも、セヴ

この110の都市図のうち、15都市が、ホセ・デ・エスカ

ィージャSevillaのインディアス古文書館EIArchivo
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ス・ベルデポの学位請求論文・・がある・・。
スペイン植民都市については、インディアス法…の規

驚1認轡寸望＼}

定に基づいて、その基本理念が一般的に論じられるが、

鴻薦・k't)'x・iVT」tt・.,s"'馳

具体的な事例については、基本理念の機械的適用という

理解にとどまるものがほとんどであり、詳細な考察はほ

譲憲謬

とんどない。本稿は、具体的な都市についての計画図と
その実際を明らかにする大きな意義を有していると考え
る。

ノ

除醤皆ゴ・・鼠

スペイン植民都市に関する論文は枚挙にいとまがない

が、本稿が前提とする主要な文献は末尾に挙げる通りで

瞬繍誌1藍藩・㍊,翻

ある。英語文献については、Kagan,RichardL(2000)

1'・"1,}ts・・)1'、f':'灘・、、,

に詳細なBibliographyがある。また、日本語文献につい

}綴、＼ジ霧∵羅嚢

ては、布野修司編『近代世界システムと植民都市』

薯譲軽蝋・,,・

(2005)ll・1)に文献リストがある。

麟総1＼ぐ

メネス・ベルデポ)、第二次調査(2006年8月13日〜9月3

購蒙v""嶺霧

太)、そして第三次調査(2007年9月3日〜9月18日、J.R.

現地調査は、第一次調査(2005年6月6日〜21日、J.R.ヒ

日、J.Rヒメネス・ベルデポ、布野修司、応地利明、山田協

ヒメネス・ベルデポ、布野修司)の三回行った。踏査し、地図

覧"覗3

等資料を入手した都市は、ハバナ、サン・アントニオ・デ・ロ
ス・バニョスSanAntonlodeIosBafios、シエンフエゴス,ヌ

ヘノてち

嚢'・笈窯

エヴァ・パスNuevaPaz,サン・フェリペSanFelipe、ギネス

r窮

Guines,Nuevitas、カルデナスCardenas、サンチアゴ・デ・

斡{聯1'ド
i謄{(一・・、

ラス・ヴェガスSantiagodelasVegas、ハルコJaruco、マタ

嬢出liE:','rJ.、・吻

ンザスMatanzas、トリニダード,サンタ・クララSantaClara、

メ嚢.1・:'
4,'ノ…5

レメディオスRemedios、プラセタスPlacetas、カイバリエン

図11軍事地図LaHabana(MuseooNaval,sec,CartogXVl‑C‑9)

Caibarien、サグア・ラ・グランデSagualaGrande、ヴァラ

2ハト図Xiaraco1742(AGI.SantoDominga211)3都市図

デロVaradero、ホルギンHolguin、ジバラjibara、マヤリ

Panamal609CAGI.Panama87)4都市計画図Talaveradela

Mayari、バラコーアBaracoa、バヤモBayamo、グアンタナモ

Rema1576(AGIBuenosAires,6)5要塞図(AGI.Peru238)

Guantanamo、サンチアゴ・デ・キューバ、ピナール・デル・リ
オPinardelRioである。そのうち、臨地調査を行ったのは、

ンドンJosedeEscand6n・・によるメキシコのヌエヴ

ハバナサン・アントニオ・デ・ロス・バニョ入シエンフエゴ

ォ・サンタンデールNuevoSantanderll・の都市図である

ス,ヌエヴァ・パス、サンチアゴ・デ・ラス・ヴェガスなどで

が、ホセ・デ・エスカンドンについては、J.R.ヒメネ

ある。

表1インディアス古文書館(AGDに収蔵のマイクロフィルム

2.キューバのスペイン植民都市

の部門と数(網掛け部分は未入手)

西欧世界にとって、キューバの歴史は、クリストバ

Nal丁紀Yeardata

ル・コロン(1451‑1501)の「新大陸」の「発見」の「航

1.‑Ar託rlca.Generales.1596‑1801N°1‑8

海」に始まる。1492年に、コロンは、今日のバハマ諸島

2.‑BuenosAh'es.1544‑1888.N°1‑301

獄一騰灘蝋餓・雛罫一欝鷺擢ま一ま23

の小さな島、現地人の言うグアナハニ島、彼がサン・サ

4。講麹繍,欝懸・鰺鰐溝◇}嬢難
5.‑Flo1うdayLしおiana.1576‑1814N°1‑278

ルバドル島と名づけた島を「発見」したあと、キューバ、

6.‑Guatemaぬ.1571‑1892.N°1‑344

そしてエスパニョーラ島(ハイチ、ドミニカ)に寄港し

7.‑M合xico.1519‑1823N°1‑768

ているのである。もちろん、キューバがコロンによって

8.‑Pallama.1541‑1858N°1‑373

9.‑Pel喰yChile,1575‑1818N°1‑270

初めて「発見」されたのではないことは、今でははっき

10.‑SantoDo11ゴngo.1519‑1938N°1‑916

りしているが、ここでは、コロン以降のキューバにおけ

11.‑VelleZuekし.1547‑1889N°1‑286

るスペイン植民都市の建設の歴史を必要な範囲で振り返

携一搬齢騰群雛韮翻3一鑛黙郵鴨嬉齢

っておきたい。キューバを中心とするカリブ海史にっい

鎗鋤騨眺響鰍醸犠$.熱欝・鰺購擁゜鋳黛勢
鱗。攣総磁購熱器、17鍛。欝鋤弱鯖一欝

ては、日本では研究の蓄積は薄いが、大きな流れをっか

繍虐総蜘蝶,雑灘誘$磐鞭1婦$
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む上では、E.ウィリアムズの名著『コロンブスからカス

征服は暴力的に行われ、エスパニョーラ島から逃亡し

てきたアトゥエイHatuayの指揮の下でインディオたちは

トロまで』…がある。また、スペイン語の通史としては、
RicardoV.Rousset(1918)などがある1・ll。

抵抗するが、数ヶ月後には鎮圧され、アトゥエイは火爽

スペイン人がキューバ島を最初に訪れた頃、キューバ

りに処せられている。この戦闘も含めて、キューバ植民

には少なくとも三種のインディか1一が居住したとされる

の経緯については、ラス・カサスの『インディアス史』

が、詳細はわかっていない。また、考古学的な遺構も少

(第3巻21章〜32章)lll・に書かれている。

なく、キューバ固有の先住民はいないとされる。一般に

征服は東部からなされ、最初に建設された村、居留地

は、フロリダ、ユカタン半島、あるいは南アメリカから

(ヴィジャvilla)がバラコーアNuestaSefiorade

移住してきたと考えられるが、バベケBabeque島(ドミニ

Asunci6ndeBaracoaである(1512)である。バラコー

カ共和国)から移ってきたシグアヨCiguayos族が先住してい

ア以降、スペインが建設した拠点、58都市を、諸文ex・il一

たという説もある。多くの研究者は、ヴェネズエラのオリ

をもとに年代順に示したのが図2である。最初期、ヴェ

ノコ川周辺から移住したと考えている:11。

ラスケスの時代に建設された8都市は、今日のキューバ

知られるように、「発見」以降、最初に征服され、拠

の主要な都市ともなっている。

点とされたのはエスパニョーラ島であり、キューバは

キューバは金の採掘によって一時繁栄するが、金はまもなく

1510年までは放置、無視されたままであった。ただ、セ

枯渇し、スペイン人の入植活動がメキシコ、ペルーなど大陸へ

バスチャン・デ・オカンポSebastiandeOcampoが、こ

移行すると、活動は停滞する。その後18世紀末まで、キューバ

の間、キューバ沿岸部を全て探索し(1508年)、良港と

は人口も少なく、牧畜とタバコ、砂糖を生産する小農的な植民

なる湾としてカレナスCarenas(ハバナ)とジャグア

地にとどまった。ただ、ハバナが大陸のスペイン植民地と本国

Jagua(シエンフエゴス)を発見している。

との間の貿易の中継地となり、それなりの地位を保つことにな

1511年、デ・オカンポによってもたらされた情報をも

る。西欧列強の海賊が横行し、ハバナ周辺には要塞が建設され

とに、キューバの征服に乗り出したのがディエゴ・ヴェ

る。市壁をもったキューバのスペイン植民都市はハバナだけで

ラスケスDiegoVelazquezである。ヴェラスケスはエス

ある。今日のハバナの骨格ができるのは1670年頃である。

パニョーラ島の征服によって最も裕福となった軍人であ

18世紀末から大規模な奴隷制砂糖プランテーション産業が勃

り、彼には、後にアメリカ大陸で名をなすエルナン・コ

興する。隣接するフランス領サン・ドマング(ハイチ)で奴隷反

ルテスHernanCortesらが付き従っていたことが知られ

乱が起こり、砂糖産業が壊滅したことが大きい。また、アメリ

る訓。また、スペイン人のインディオの虐殺を告発する

カ合衆国が独立して新たな市場となったことも大きな要因とさ

ことになるラス・カサスBartholomewdelasCasasIH・

れる。1840年代には鉄道や蒸気機関が導入され、60年代には世

は、ヴェラスケスの友人であり、共にキューバに移り、

界最大の砂糖生産地となった。
19世紀初頭に、イスバノ・アメリカの地域は本国からの独立

定住している。
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9.Melenadelsur(1650),1(PHolguln(1523),11‑Consolidaciondelsしtr(1690),12‑VillaClara(1690).13‑Matanzas(1693),

14‑SantlagodelasVegag(1725),15‑Jigしvanl(1701).16‑Bejucal(1713),17‑Gulnes(1735),18‑SanFelipe(1739)、
19‑SanCristobal(1743),20‑JuaiiAlbertoGonrez(1747),21‑Guairnaio(1750),22‑・LasTunkas(1750),23‑SaguadeTanamo(1750),24‑SanJuanyMartjnez(1750),25‑k)sPalacios(1763).2a
Gulsa(1766),27‑Janico(1770),28‑PlnardelRlo(1773),29‑NueVitas(1781),30‑SanDlegode]osBanos(1775),31‑SanJosedelasIrajas(1778),32‑GuiradcMelena(1779)、33‑SanAntr〕nlodelos

Bafios(1782),34‑Mahel(1797),35‑Cumanayagua(1800),36‑SantaRita(1800),37‑NuevaPaz(1802),38‑Madmga(1805),39‑Malizanillo(1792),40‑Casilda(1808),41‑SaSTualaGrande(1812),
42.VaiadeK)(1815),43‑CifU釧tes(1817),44‑Colon(1818).45‑Cienfuegos(1817),46‑SantoDomingo(】819),47‑Glba【a〔1820),48‑Guantartamo(1820).49‑Morr)ll(1827),50‑NuevaGerr〕na

(1827)、51‑Cardenas(1828),52‑Calbarlen(1832),53‑ClegodeAVila(1840),54‑SanLulsdelosPlnos(1845),55‑BembaGovellanos)(1849)、56‑Sibanicu(1849),57‑Vl触1es(1875),58‑Banes
〔1887).

図2キューバのスペイン植民都市
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を次々に達成するが、クリオーリョ(クレオール)の内部分裂な

ントロールするために、バラコーアに続いて、バヤモ

どで、キューバの独立は遅れる。1868年に独立のための反乱が

(1513),トリニダード,サンクチ・スピリタスSancti

起こるが(「10年戦争」)、反乱は功を奏せず、」.マルティの

Spiritus、ハバナ(1514),プエルト・プリンシペPuerto

指導のもとで独立を達成するのは、米西戦争(1898)を経た19

Principe(1515)、サンチアゴ・デ・キューバ(1515)の

02年5月のことである。

7つの植民都市(拠点)を建設した。
1774年に、植民地政府は、キューバ島をハバナを中心

3キューバ島の領域分割:ハト・コラル・システム

とする西部行政区とサンチアゴ・デ・キューバを中心と

ディエゴ・ヴェラスケスに率いられたスペイン人が入植

する東部行政区の二つの行政区デパルタメント

し、バラコーアを建設した1512年に、キューバ島は、グ

departamentoに分ける。

アニグアニカGuaniguamca,マリエンMarlen,ハバナ.サ

1827年には、西部行政区を二つに分け、ハバナの西を

バネケSabaneque,バグアXagua,クバナカンCubanacan,

ピナール・デル・リオPlnardelRioを中心とする新た

マゴンMag6n,カマグエイCamaguey,オルノファイ

な西部行政区とし、ハバナを中心とする領域を中部行政

Ornofay,マニアボンManlab6n,バヤモBayamo,クエイバ

区としている。すなわち、領域を三区分とした。

Cueiba,マカカMacaca,バヤティキリBayatiquiri,バラコ

10年戦争・・後の1878年に、植民地政府は、さらに領

ーア、マイシMaysiという16の先住民の領域からなって

域分割を行い、6つの州プリヴィンシアprovinciaを設

いたとされる。ヴェラスケスたちは、この16の領域をコ

ける。これはスペイン本国における州構成を導入するも
のであり、州長の選定を行おうとするものであった。6

州は、西から東へ、ピナール・デ・リオ、ハバナ、マタ
ンザスMatanzas、サンタ・クララSantaClara、プエル

ト・プリンシペ、サンチアゴ・デ・キューバである。

1899年に、プエルト・プリンシペはカマグエイに、1905
年にサンチアゴ・デ・キューバはオリエンテOrienteに、
1940年にサンタ・クララはラス・ヴィジャLasVillas
に、それぞれ改称されている。
1978年6月に樹立された現在のキューバ政権は、新た
な行政区分を行っている。結果として、14の州と1特別

州から今日のキューバはなる。各州は計169の自治体

municiploに分かれ、各自治体はさらに居住区バリオbarrio
に分かれている。

・"『,糖講罵繍瓢鰯

攣嶺. ・藁斗,繧・'へ
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スペイン国王は、当初、ディェゴ・デ・ヴェラスケス

磐雛徽蕩藤

に征服した先住民の土地を分配する権力を与えた。その

ヘノノで

。灘歎ぐ
・4鰯伝勢

轟

蓬

'等ダ'㌦・郎、

毅 鵯㍉、、、,,

際、ヴェラスケスは、カバレリアcaballerialt1・とペオ
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ニアpeonias…というスペインで用いていた単位を使っ
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課せられた。また、私的な土地とともに住民組織のため

羅

の共有の土地も分配されている。1512年1月15日に自
治法が施行されて以降は、市政府カビルドcabildoが土

地の分配を行うようになる。土地の獲得は、メルセド
Merced(土地の権利)の獲得によって行われたが、そのた
めに必要とされたのは以下である。

蘇渉、＼

a)セヴィージャのインディアス枢密会議COIlcejo

ぞ認議'＼

RealySupremodelasIndiasに規定のお金を納める

.i

ζ

鷲AC

ている。新たに分配された土地は4年間の耕作の義務が

l姦・D

b)カビルドに規定の頭数の家畜を収める
c)土地の使用期限の決定.

図3一ハバナ州のハトトコラルのグルーピング

d)所有地の近隣に旅人のための宿所(飲料水と薪の提

1一全体分割GISdata

供)の建設。

B一北東部1729AGI‑MPSantoDomlngol53,

A,C一西部1756AGI‑MPSantoDommgo303

このシステムは1690年まで179年問続くことになる。

D一南部1739AGI‑MPSantoDomlngo195

メルセドの面積はハトあるいはコラルによって規定さ
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キューバのスペイン植民都市図
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ハバナは20、マタンザスは19、ロス・ピノスは14、カ

一嚢璽

マグエイは8の自治体からなる。そのうち、最も多くの
8

ハト・コラルからなるのは、カマグエイ州のカマグエイ

.〉灘額3

自治体で、79ある。続いて、サンクチ・スピリタス78、

,1無猷1鍛

グアネ37、サンタ・クルス・デル・スル33、マントゥア
32、イスラ・デ・ロス・ピノス32の順である。2つのハ

りW

トあるいはコラルからなる自治体が11、ひとつのハトな
いしコラルからなるものが8ある。

セヴィージャのインディアス公文書館(AGI)には、計
149のハト・コラル図があり、全部で287のハト・コラ

鍵

ルが描かれている。古いものは1728年、新しいものは
1847年の図が含まれている。当初は、ハト・コラル図は
用いられなかったことがわかる。

ハトとコラルにつては、一枚の興味深い図がある(図

4):AGI‑SantoDomingo209)。

図4‑AGI‑SantoDomingo209.ハトとコラルの形態.

これによると、ハト1つからなる1から11の土地のか

れた。コラルは半径1レグアlegua(リーグ):t・、ハトは半径2

たちが分類されている。1一ハト、2一コラル、3‑4つ

レグアの円形の土地を意味する。ハトとコラルの間の土地はレ

のハト、4‑3つのハトと1つのコラル、5‑2つのハト

アレンゴRealengoと呼ばれ、スペイン国王に属す。

と2つのコラル、6‑1つのハトと2つのコラル、7‑1

当初、メルセドの分譲に当たってハトとコラルの面積

つのハトと1つのコラル、8‑2つのコラル、9‑1つ

を厳密に規定せず、要求された土地の場所を指定するの

のレアンゴ(ハトとして用いられる),IO‑1つのレア

みであった。重要なのは中心の決定であって、境界の決

ンゴ(コラルとして用いられる)、11一最小土地.

定は曖昧で、不正確であった。他に居住者がいないので

日本の条里制、米国のマイル・グリッドなど、方格地

あるから当然である。時を経て新たな土地が譲渡される

ようになると、土地の境界をめぐる紛争が頻発し始める。

割(グリッド・パターン)が古今東西に広く見られる中
で、この円による分割は極めてユニークである。

他の所有者のハトあるいはコラルと重なるケースが起き

キューバのスペイン植民地におけるこの極めてユニークな領

たからである。

域分割システムについて、ハバナ周辺について具体的に明らか

植民地政府は、1579年になってようやく土地確定のた

にしたが、その要点は以下のようである。

めの測量規則を制定することになるが、そこで大きな役

①キューバでは、入植者に一定の囲い地、すなわち牧畜の

割を果たしたのが土地測量士ルイス・オブ・ペニャLuis

ための土地ないし農地が与えられたが、それをハトあるいはコ

ofPefiaである。

ラルという。コラルは半径1レグア(リーグ)、ハトは半径2レ

当初、メルセドは個人に分譲されたが、世襲が可能で

グア(リーグ)の円形の土地である。

あった。次第に家族の各成員にも譲渡され、他人に権利

②ハトとコラルによる領域分割によって、18世紀末までに

を与えることも行われるようになった。結果として、共

キューバ島全域が分割された。

同所有のハトあるいはコラルも出現している。

③ハトとコラルの領域が重なることから、ハト・コラル図

リカルド・V・ルーセットRicardoV.Rousset:ilTによ

が作られるのは1730年代からである。

れば、1509年から1742年にかけて分譲されたのは。コ

④ハト・コラルは、沿岸部の入植拠点にまず設置され、そ

ラル858、ハト100、ハト+コラル26である。ハトとコラ

の周辺に付加する形で拡がっていった。

ルは、大きく、ハバナ、ロス・ピノス、マタンザス、サ

⑤ハト・コラルの内部分割が行われるのは1820年代以降で

ンタ・クララ、カマグエイの5つの地域にグルーピング

ある。

できる。キューバ島東端部のオリエンテ地域ではハト・コ

⑥ハト・コラルによる領域分割の痕跡は、今日の行政境界

ラルによる領域分割は行われていない。一例としてハバ

に円弧の形で残っている。

ナ州のハト・コラル図を図3に示す。

リカルド・V・ルーセットの調査によると、計548のハ

4都市図に見るキューバ都市モデルの類型

トとコラルは当初の名前が知られるが、残りの310につ

キューバのスペイン植民都市58のうち、セビージャの

いては、15世紀から16世かけての英国の海賊の侵略を

インディアス古文書館(AGDに都市図が残されている都

受け、古文書が失われているため明らかにできない。

市は26である。サンチアゴ・デ・ラス・ヴェガスとヌエ

上述のように、各州はいくつかの自治体(ムニシピオ

municipio)をもつが、具体的には、サンタ・クララは30、

一58一

ヴァ・パスの都市計画図が二種あり、都市図については
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あるが、後者のバラコーア、バヤモ、プエルト・プリン

…・llll'1騰

シペ、トリニダードなど、ほとんどがヴェラスケス時代
に建設されたものである。これを第1類型とすることが

i4i謬!二2
財⊥騨

できる。ハバナ、サンチアゴ・デ・キューバにしても、
全体的にはグリッド・パターンと言えるが、正確な直交
グリッドにはなっていない。

・1一囎麟.彰i一雛一一㎝一一一
1i1一一匿一1謬li一

スペイン植民都市の特徴とされる直交グリッドの街路

体系をもっ都市でも、インディアス法が理念化するよう
な完結的な形(矩形)を採るものとそうでないものに分

「

けられる。前者が第H類型、後者が第皿類型となる。理

;醗'1i

念型がそのまま実施された場合も、グリッドに従って拡
張が行われるのが一般的である。

晶1「一一「
襯1113・3‑1…iI1

ここで、都市モデルの理念型を示すと考えられる完結
的形態(矩形)をしている都市図13についてみると以下
のようである。全体が正八角形をしており、放射状の街

図6基本モデルの街区割りパターン

合わせると28となるt}。この28枚の都市図は図5に示

す通りである。各都市の建設年、建設者、立地、各都市
図の製作年、製作者は明らかになっている。

路体系をとるヌエヴァ・パス(図5、21)は、唯一特異
であるが、実際の建設には用いられていない。
この全体が矩形で示される13例のうち、東西×南北の
街区数をみると以下のようである(図6)。

マヤリ:3×3、サン・フアン・デ・ラグニジャス:3×
4

4.1都市形態と街路体系
都市全体の形態についてみると榔、まず、全体が市壁

マナフアイ:4×4、サン・フェリペ:5×7

および稜塗bastionによって囲われたものとそうでない

サンタ・クララおよびハルコ:6×6、アトチャ:7×
6

ものにわけることができるが、前述のように、キューバ
で市壁をもつのはハバナのみである。イベロ・アメリカ

サンチアゴ・デ・ラス・ヴェガス:8×9、ヌエヴァ・

(ラテン・アメリカ)全体をみても、スペイン植民都市

パス:9×9

で市壁をもつものは少ない。周辺に要塞をもつのは、ハ

ギネス:10×10、サンチアゴ・デ・ラス・ヴェガス:

バナの他、サンチアゴ・デ・キューバ、マタンザス、シ

11×ll

エンフエゴス、ヌエヴィタスである。これらの都市は戦
略上重要な拠点であったことがわかる。

ヌエヴィタス:12×8、ニペス:13×13
限られた数ではあるが、以上のように、キューバにお

街路体系として、グリッド・パターン(直交街路パタ

いては、ホセ・デ・エスカンドンJosedeEscand6nがメキ

ーン)を採るものとそうでないもの(不規則なもの)が
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図7都市モデルの類型一中央広場と街路のパターン
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シコのヌエヴォ・サンタンデールNuevoSantanderで用いたよ

植民都市22を、街区が正方形あるいは長方形の1種類か

うな統一的なモデル・1は用いられなかったと考えられる。

らなるものと2種類以上からなるもの、そして、街区の

形状が正方形か長方形かを分類軸として、ヴァリエーシ
42街区、広場、街路

ョンも含めて図示したものが図7である。同じパターン

都市全体の形態は、以上のようであるが、直交グリッ

を採るものは少なく、むしろ、ヴァリエーションは多い

ドの街路パターンを採る22の都市について、街区、広場

といえるであろう。

の規模、形状、街路幅員についてみると以下のようであ

以上の類型は広場の規模とある程度関係する。中央広
場の規模を見ると、ヴァラvara(0.836m)・を単位とし

る。

まず、街区と広場の形状に着目すると、S:全て正方形

て、最小70vara×70varaから最大280vara×280varaま

の区画からなるもの(6/22)とR:全て長方形の区画から

で、それぞれである。100vara×100varaが3都市、

なるもの(6/22)があり、残り(10/22)は、正方形と長

120vara×120varaが2都市、95vara×95varaが2都市で

方形の二種類の区画からなる。

あり、強いて言えば、100vara×100vara近辺が多いとい

知られるように、インディアス法は、東西南北の長さ

える。基本的に100vara×100varaで計画され、両端に

の比が1.5:1となることを推奨しているが、中央広場が

12varaの街路幅を加えると124varaとなる。都市図の残

正方形であるものが少なくない。

されているスペイン植民都市全体で最も多い広場の規模

22の都市のうち、広場を一つだけ持つものは12ある。

は124vara×124varaで都市ある。

そのうち広場が中心に位置するのが8つである。2つ以

インディアス法は、200pie・1×300pie(66.7vara×

上の広場を持つ10都市のうち、中央と東北、西北、西南、

100vara)を最小とし、理想を400pie×600pie(132vara

東南の4ヶ所、計5つの広場をもつのが、ギネス、ヌエ

×200vara)、最大を530pie×800pie(176vara×

ヴィタス、ニペスである。これは、ひとつのプロトタイ

266vara)としている。キューバのスペイン植民都市の場

プと言えるだろう。

合も、およそ、その範囲に収まっている。

インディアス法は、内陸に立地する場合は中心に置く
とし、沿岸部に立地する場合は港の近くに置くというが、

中心に広場を持たないものは、実際、海岸部もしくは川

43街区分割
28の都市図のうち、広場、街区、街路の規模が特定で

沿いに立地するものである。

きるものについて、街区の分割パターンだけに着目して

インディアス法は、中央広場を中心に都市の建設と構

抽出すると図8のようになる。同一都市でも複数の分割

成を記述する。そこで、広場と広場周辺の街区の形態に

パターンが見られる。

よって、都市モデルを類型化してみよう。実際、最初に

広場や教会など一街区全体を用いるものから、2分割、

広場を中心として周辺の街区が計画されるのであるから、

3分割・…20分割までみられるが、それぞれ考えら

その類型で都市モデル全体を類型化することが本質的で

れている分割モデルは容易に理解できる。街区内部の土

あると考える。

地の利用の問題から、3×3の分割、すなわちナイン・ス

7152枚の地図のうちグリッドプランを採る都市図が残

クエア形の分割は極めて少ない。

シエンフエゴスおよびカルデナスのようにフランスの

されているのは110都市であるが、中央広場と周辺街路
との関係、すなわち中央広場から発する(中央広場へ達

影響も、この街区分割のパターンに認めることができ、

する)街路の方向と数を見ると、AからFの6パターン

初期の極めて単純な土地分割パターンが変わっていった

にきれいに区別することができる。キューバのスペイン

ことがわかるが、実際にどのように分割が行われたか、

嘱慧謬尋難㊧霧騒咽⑪鰹韓⑳

匪]鰹曝翻翻匪‑騒謬麟鴛國餐臨臨臨臨麗3醗層麗調臨騒閣慧1溺黛鰯唱㈱黛購羅瞬黙
図8街区分割のパターン
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また、どのように再分割が進行したかについては個々の

灘i鎌灘難灘、

講難雛灘雛礁

5キューバ都市の変容

キューバのスペイン植民都市、すなわちスペイン統治

謙

辮欝灘̲撫難i灘…

都市についてみていく必要がある。

礁灘織叢懇騰繍

時代に建設された都市58のうちかなりの都市については、

衛星写真・によって、その現況をある程度伺うことがで
きる。しかし、ここでは都市図の残る、上記26都市の現
況について確認したい(図9)。

世界文化遺産に登録された4都市については、その都

市形成と変容について別個に考察が必要となるが、シエ
ンフエコスの場合、その計画理念とその後の発展過程に
極めて一貫するものがある。すなわち、クリッド・パタ

ーンの街路体系がものの見事に実現し、その後も体系的

蕪.獺灘藝灘灘纐難

に都市計画が行われてきた典型がシエンフエゴスである。

懇灘灘灘1

これは、同じように港湾都市として計画されたカルテナ

スについても指摘できる。キューハの南岸と北岸を代表

轍灘辮難雛雛難

するのがこの2都市である。

搬灘難難難鰻縫難購灘

欝欝灘雛i灘i雛纏

ig世紀初頭に建設されたこの二つの都市に対して、17
世紀後半から18世紀にかけて建設された都市の多くは、

完結的な基本モテルを用いたと思われるが、基本モテル

靴・醒㈱,羅霧屈

藤

ゑは

をそのまま実現させたと思われるものは、サンチアコ・

灘鍵

テ・ラス・ウェカス、ヌエウィタスを除くと少ない。サ

馨

ン・フェリペの場合、測量技術が未熟であったことが明
らかで、当初からクリッドが歪んでいる。また、ハルコ

職灘

黎灘

の場合、地形が急斜面にあり、基本計画はそのまま実現
していない。さらに、ギネスの場合、既存集落があり、

クリッドが既存の街路に引きずられて、当初から二重に

図9現兄航空写真

なっている。また、広場も新旧二つがそのまま維持され

1一サンフェリペ、2一カルテナス、3一ヌエウァ

パス、4一ハルコ

てきている。

市といっても、その具体的な計画、建設過程、変容過程
は実に多様である。

個々の都市の起源、形成、変容の過程についてのモノ

クラフを積み上ける中で、変わるものと変わるもの、都

市、街区の骨格とその使用についての基本原理を明らか
にするのが大きな課題となる。

都市形成過程、基本モテル、建設過程など詳細は省かさるを
得ないが、具体例を挙けておきたい。

図10は、ヌエウァ・パスの現況の宅地分割図である。ヌエ
ウァ・パスは、整然としたスペイン植民都市の基本モテ
ルを用いた典型的な都市であり、19世紀初頭のキューバ

において、依然として基本モテルが用いられていたこと
を示す事例である。

80vara×80varaの街区を3×2=6個の宅地(267vara×
40vara)に分割するのが当初の計画であるが、7×7=49区画、

東南部の2区画を除いて47街区について、宅地分割のパター
ンをみると、角地と街区中央の宅地で分割パターンは当然異な

翻麗欝
雛黙

以上のように、極めて当然であるが、スペイン植民都
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…慨

銭‑

キューバの植民都市の場合、あるいはメキシコのヌエヴォ・

.i髪凱,鰹
、槻し

丹

野

」i嚢

サンタンデールのエスカンドンの都市の場合でも、長さを幅の

ねいソぬヨ

讐

裏誹

嘱
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鍵

群
f11ー

・i^1と

漁
靴

ド

図12は、その分割パターンを整理したものである。

篭
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が

ε鴫6

箋
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灘鑑

1.5倍とするインディアス法の規定(112条)にもかかわらず、
聾

催一

匡」㌔

中央広場は正方形とすることが多い。シエンフエゴスの場合も、

議

コ

一

串郵
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譲婆雛1
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鷹‑蓑

癖,峯

2'P彗53酬8

掘騰響

ys建一u

鵬

IOOヴァラ×100ヴァラという単純均一なグリッドを用いてい
焦

るが、中央広場を二街区分としている点、また公共施設を中央

1;

広場の周辺に配置している点、インディアス法が前提とされて

く

欝

(

一識費…

いたことは当然である。建物の高さは平屋もしくは二階建てが

i;t)5

基本で、モニュメンタルな建物でも現在も四層以下に押さえら
れている。かつての景観をよく残しているといっていい。

疑雀

朧盤

獺難

暇ii

縣

輻徴
四「

初の計画では、23街区(5×5=25街区から中央広場の2街区

蘇

を除く)230宅地が用意されていたわけであるが、当初の

1000ヴァラ平方のままで用いられているのは27区画である。
繭

輪

羅・

唐亘

また、合筆する形で用いられているのが8区画である。その

〜

ー

鍵

麟

、』"

熱慾
̲▼ivvl

「職四

≧楠…

(ご

鐸

謙蕪

しかし、街区の細分化は、かなり顕著に進行している。当

欝

し

灘1)1

内訳は、2000ヴァラ平方のものが3、3000ヴァラ平方のもの

0100varaSN

が5である。すなわち、分割されずにそのまま使われ続けて

・ゴ・一傘

きたのは48宅地(現在のロット数は35)である。

元の1,000ヴァラの宅地が二分割されたものは37、三分割

図11シエンフエゴス中心部宅地分割図

されたものは44、四分割されたものは32である。以上で161

る。2宅地を使う教会を除いて、1宅地をそのまま用いている

宅地となり、230の7割となる。骨格においてはそう大規模

のが19ある。そのうちllは中央に位置する宅地である。以下、

な再開発は起こらなかったことがわかる。

2分割が66、3分割が94、4分割が69、5分割26ある。平均

シエンフエゴスは、古くから南岸の良港として知られてき

すれば、3,05である。

たが、本格的に都市建設が行われたのは、1819年のフランス

宅地の細分化は一貫して進行してきたことがわかる斌宅地

人デ・クルーエの入植以降である。基本的に、100ヴァラ×

分割のパターンとその立地には一定の傾向を指摘できる。一般

100ヴァラを街区の単位として、街路幅も15ヴァラの単純な

に中央広場の周辺、そして北側の宅地は、分割数が少ない。街

グリッドシステムが採用された。また、最初の都市モデルとし

区全体の分割数も、その傾向を示している。

ては5×5=25の街区が想定されていた。市域の拡張は、グリ

キューバにおける都市計画は、このヌエヴァ・パス以後、19

ッドを延長する形で行われ、1839年に斜めに直行する道路が

世紀半ばにかけて新たな展開をみせる。図11は、その典型と

造られ、1879年にほぼ45度回転した街区が東北部に作られ

思われるシエンフエゴスの都市核の宅地分割図である。また、
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図12一シエンフエゴス中心部宅地のタイプと宅地分割
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「新大陸」は帝国の拡張空間であった。オランダは、既に成立して
いた各地或の域内交易ネットワークを繋いだ。そして、世界を帝国
主義的に分割する段階が来る。世界システムの形成と植民都市のネ
ットワーク形成の関係をダイナミックに捉えることは大きなテーマ

発展をコントロールする都市計画法は、1856年に作られ、

改定を繰り返すかたちで今日まで維持されている。詳述する余
裕はないが、世界文化遺産に登録される上で大きな力になった

となる。

のはこの景観コントロールシステムである。

註2)インディアス古文書館(AGI)の16部門(IPATRONATO
307,HCONTADURIA2126,HICONTRATACION6301,IV
JUSTICIA1207,VGOBIERNO18714,VIESCRIBANIADECAMARA
2864,VIIARRIBADAS648,VIIICORREOS895,IXESTADOllO,X
UI」TRAMARlOl3,XICUBA2956,XIICONSULADOS3158,XIII
TITULOSDECASTILLA14,XIVTRIBUNALDECUENTAS2751,XV
DIVERSOS50LXVIMAPASYPLANOS6379)のうち、第16部門

6.まとめ

本稿では、予め入手したセビージャのインディアス古

の地図・計画図MapasyPlanos部はグラフィカルなデータを
集中的に集めている。ペデロ・トーレス・ランサPedro
TorresLanzaが1897年にこの部門をつくり、現在も収集が

文書館(AGI)に収蔵された地図資料によって、キューバに
おけるスペイン植民都市の類型を明らかにし、さらに実際に

続けられている。

用いられた都市モデルを明らかにした。インディアス法

註3)J.R.ヒメネス・ベルデポ、布野修司、齋木崇人、スペイ
ン植民都市図に見る都市モデル類型に関する考察
ConsiderationsonTypologyofCityModeldescribedin

の規定とは異なって、実際は、全て正方形グリッドが用

SpanishColonialCityMap、日本建築学会計画系論文集第

いられているように、かなり簡便な計画が行われている

616号pp,2007年6月
註4)1700年、スペイン、サンタンデール、ソト・ラ・マリナ生まれ
の軍人政治家。メキシコに入植、25の都市を計画建設した。1770年

ことを具体的に詳細に指摘したことは本稿の大きな意義
である。

死亡。

そして、キューバにおいて、ハトとコラルによるユニークな

註5)現メキシコ、タマウリパスTamaulipas県。
言主6)JimenezVerdejo,JuanRamon;TheSPanish‑A皿ericanCity
StudyoftheurbanmodelusedbyJosedeEscand6ntocreate
theColonyofNuevoSantander,Ph.DDisser亡ation,2005(ヒメ
ネスベルデポ・ホアンラモン、『ホセ・デ・エスカンドンがヌ
エヴォサンタンデール建設の際に用いたイスパノアメリカのモデル
都市計画に関する研究』、神戸芸術工科大学学位請求論文2005年)
註7)J.Rヒメネス・ベルデポ、布野修司、齋木崇人、ホセ・デ・エ
スカンドンの都市計画モデルに関する考察Considerationson

土地分割システムが行われてきたことを明らかにしたことは特
筆すべき成果と考える。
実際にどのような都市が建設されたのか、それがどのように

変容していったかについては、当初の都市計画案がそのまま実
施されない場合や既存集落の存在や地形によって変更された事

UrbanModelbyJosedeEscand6n、日本建築学会計画系論文集第
617号pp95‑lO1,2007年7月。J.Rヒメネス・ベルデポ、布野修司、
齋木崇人,ホセ・デ・エスカンドンによる計画都市の変容に関する

例もあり、多様であることを指摘した。こうした指摘は初めて
のものではないが、スペイン植民都市がワンパターンであると

考察ConsiderationsonTransformationofUrbanModelbyJose
deEscand6n,日本建築学会計画系論文集第620号pp,2007年10

いう一般の理解が誤解であることを具体的に示すものである。

月

街路体系、街区構成、宅地分割の変化については、ヌエヴ

註8)LeyesdeIndias:インディアスと総称されたスペイン領

ァ・パス、シエンフエゴスについて一一部その分析を示した。サ

アメリカの植民地律法の総体を指し、法源はカスティーリャ
法と本国から発せられた植民地のための諸立法から成る。植

ン・アントニオ、カルデナス、ギネスについても同様の作業を
進めつつある。個別の分割変容のパターンは一概に言えないが、

グリッド・パターンの持続1生は一般的に指摘できるであろう。
各都市について実測がL2例を除いて出来なかったため、住

居類型とその変容については十分な検討が出来なかった。宅地

分割のパターンからある程度の考察は可能であるが、今後の課
題になる。ハバナについては既往の調査があり(図13)、分
析が可能である。これも続いて論文としたい。
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本研究によって、カリブ海域とメキシコ東岸のスペイン植民
都市の展開について大きな見通しを得ることができた。この作

業をラテンアメリカ全体に広げる道筋は示しえたと思う。

〈註〉
註1)文部省科学研究費助成研究、主査布野修司、1999年一2001年。
植民都市研究は、第1に伎配←≒・被支配〉〈ヨーロッパ文明←→
土着文化〉の2つを拮抗基軸とする都市の文化変容の研究である。植
民都市は、非土着の少数者であるヨーロッパ人による土着社会の支
配をその本質としている。西欧化、そして近代化を推し進めるメデ
ィアとして機能してきたのが植民都市である。植民都市の計画は、
基本的にヨーロッパの理念、手法に基づいて行われた。西欧的な理
念が、他の地域においてどのような役割を果たしたのか、どのような
摩擦軋蝶を起こし、どのように受け入れられていったのか、計画理念
の土着化の過程は、どのようなものであったのか、さらに計画者と
支配者と現地住民の関係はどのようなものであったのか、等々を明
らかにすることはそれぞれの都市構造を理解する上で大きな意味を
もっている。海外進出の先鞭をつけたポルトガルの場台、現地社会と
の関係はそれぞれ個別の交易関係に過ぎなかった。スペインの場合、

212「∵亀凸

罪轟㍗一・一漁1欝霧豫重や.繍撫峯緩纐購31腰32}、埴、l i.蛙、3 蹴難CRUJIA醐YORC UJIA匪1掲RGALERIAP 丁の駿鍵ARCADE
図13/vけのカサ・パティオ
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民地の経営には、既存の制度や法のみでは不十分であり、新
たな制度や機関が導入され、多くの法令が本国から発せられ
た。1573年のフェリペII世によるインディアス法はこれらの
うちのひとつである。17世紀中ごろには既に40万件を超えて
おり、1680年にこれらを編纂したカルロスII世による「イン
ディアス法集成」が公布された。新大陸の富の開発とカトリ
ックの布教という2大方針に集約されるが、多くの不備や欠
陥があり、論理的な体系を欠いていた。佐藤明夫,インディア
ス法,スペイン・ポルトガルを知る事典,平凡社,pp50〜5L
1999。フェリペll世法とカルロスII世法との比較については、
加嶋章博、古山正雄、「スペイン植民都市計画法におけるフ
ェリペH世法とカルロス2世法の継続性に関する考察」、日
本建築学会計画系論文集、第554,pp329‑335,2002年4月
がある。加嶋章博「スペイン植民地法「フェリーペニ世の勅
令」に関する基礎的考察」、『建築史学』第48号、2007年3
月に全訳がある。
註9)京都大学学術出版会、2005年
言主10)Wllllams,Eric、̀̀FromColumbustoCastroThe
HlstoryoftheCarlbbean1492一ユ969"、Ilarper&Row
Publishers,NewYork,1970『コロンブスからカストロま
で1、H一カリブ海域史、1492‑1696‑』、川北稔訳、岩波
現代選書、1978年
言主1DHlstonadeCubaRlcardoVRoussetLaHabana
正9i8

‑LasprlmerascludadesCubanasysusalltecedentes
urbanlstlcosGulllermodeZendegulCubanNatlonaユ
HerltageandEdlclonesUnlversalMlamlO‑89729‑836‑5
‑500afiosdeconstrucclonesenCubaVuevasToraya,

註27)SatellitephotographsGoogleearthによって47都市の現況
が確認できた。
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B25vara×100vara)が異なっている。

月

註25)ヴァラは、ピエpleとともに、身近なスケールについて
用いられる。ピエは「足」を意味し、ほぼフット(フィー
ト)と同じである。ヴァラは「木組、足場」に由来し、「細
長い棒」を意味するが、3ピアの長さをいう。他にパルマ
palma(「手のひら」)、ブラサbrazaという単位が用いられ、
1ヴァラは4パルマ、2ヴァラが1ブラサである。具体的には
1ピエ=02786m、1ヴァラ=08359mとされている。
言主26)lvara=3ple
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