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業績説明書より 

（１）独創性 

    業績の対象となる本書（全４巻）は、1980年代から日本の都市史研究を牽引してきた伊

藤毅と吉田伸之が中心となり、その多様な研究成果を統括し、次なるステージへ昇華させ
るために企画・出版された点に大きな価値や意義、独創性、新規性、学術的貢献がある。 

 

  イ）比較対象となる研究 

    従来、都市史とは、都市の歴史や都市化の過程の考察、およびその学問の総称であっ
て建築分野よりも、むしろ郷土史、都市社会学、都市地理学あるいは考古学の分野で活発
な学問であった。しかも、都市史は、都市の歴史に関する包括的かつ多角的な視野にわた
るといった根源的な性格を帯びていたため、都市の成立期、成長期、維持期などの都市の
状態と、それをとりまく政治・経済的環境などによって大きく変動することから、単独の学問
分野にはなりにくいものと考えられていた。 

 

    たとえば、戦後日本の実証主義的歴史研究においては、近世史分野において都市史研
究が盛んで、1960年代までは豊田武・原田伴彦らが「封建都市」の概念で都市史研究を行
っている。一方、松本四郎や朝尾直弘は幕藩体制論の観点から都市史研究を行い、1970

年代には吉田伸之や塚田孝らによる江戸や大坂などの大都市をフィールドとした社会構造
・都市下層民などの諸相を明らかにする研究が展開されてきた。 

 

    しかしながら、これらはいずれも人文系の歴史学による、いわば「文字の都市史」として
社会との関係にのみ着目したものばかりで、それを物理的な建築学のなかに起立すべき「
都市史」として明確に位置付けた伊藤毅、ならびに人文系であっても空間構造との強い結
びつきに焦点を当てた吉田伸之の功績は実に大きい。 

    



    吉田伸之は建築史の高橋康夫と共編で『日本都市史入門』（東京大学出版会、1989年）
を出版し、それよりも早く伊藤毅もまた『近世大坂成立史論』（生活史研究所 、1987年7月）

を刊行していて、候補者の二人は研究萌芽期よりすでに都市史研究の中心的存在であっ
たことが知られる。 

 

    その後、伊藤毅と吉田伸之は編著『図集日本都市史』（東京大学出版会、1993年9月）、『
年報都市史研究』（山川出版社、1993年9月～現在）を、また伊藤は編著『シリーズ都市・建
築・歴史』（1～9巻、東京大学出版会 2005年7月～2006年6月）を立て続けに発刊し、建築
史内外の研究者とともに、まさに都市史研究を精力的に推進してきた。 
  

    一方で、伊藤自身、こうした包括的であるがゆえに多角的になりがちな「都市史」をいか
にある一定の方向に向けて収斂させるかを模索し続けた。古代から近世への単なる移行
期とされてきた中世都市に焦点を当て、多様な構成要素のなかから宗教都市論を基軸にア
プローチを試みた単著『都市の空間史』（吉川弘文館、2003年2月）は、それがよく表れた著

書と言え、近世都市のあり方や建築と都市の関係に論及し、重層的な「空間」から新たな都
市史を構築しようとしたものであった。その中世都市の視点を海外に広げて出版したのが
伊藤毅編『バスティード－フランス中世新都市と建築』（中央公論美術出版、2009年7月）で
あろう。 
 



ロ）候補業績が優れている点 

 このように、1980年代に始まる「都市史研究」なるものが、一体いかなる可能性を秘めている

のかという手探りの状態から、次に多様な時代や対象に至る視野の広い期間を経て、次に一
定の方法論や枠組みの明示を模索する現在までの流れを受けて、これまでの成果をまずは
「伝統都市」を主題としながら総括し、明確に示した点に、まず本業績の新規性・独創性が認め
られる。 

 

 しかも、各巻ごとに「イデア」「権力とヘゲモニー」「インフラ」「分節構造」からなるキーワードを
設定している。 

 第1巻の「イデア」では、国内外の中世・近世・近代の都市を対象に、都市社会・空間を構築

するイデア、つまり理念が消失・誕生する移行期の＜時代＞、イデアの特性が表出する＜地
域＞、イデアが具現化する＜図像＞に焦点を当て、とりわけ移行期に注目した論説が集めら
れている。 

 第2巻の「権力とヘゲモニー」では、権力の周縁や対抗的存在、地域間ネットワークから都市
権力論の方法を探っている。 

 第3巻の「インフラ」では、都市のもっとも物理的な構成要素であるインフラの意味とその変容

を考察している。地下収蔵や監獄などに注目し、先行研究の蓄積が多いと思われがちなテー
マに対し、非日常的な空間と日常的な都市空間・社会との関係性を描き出し、新たな視点が提
示されている点は意義深い。 

 第4巻の「分節構造」では、分節的な社会＝空間構造の特性やその関係性から、都市の全体
史を構築的・帰納的に解明する方法を提示している。 

 

 このように、これら相互の関連性を十分に考慮しながら、「伝統都市」を解読し理解する大き
な道筋が設定されているのである。つまり、これまでの30年間にわたる都市史研究の蓄積に

たって、候補者の二人はまず「伝統都市」の総括を試み、そこからさらに次へステップアップす
るための重要かつ新鮮なヴィジョンを明示している。このことこそ、本業績がもっとも優れてい
る点と言えるだろう。 

  

 



（２）評価の側面 

 本業績は、つかみどころのない「都市史研究」に対して一定の見方や調べ方を提示しただ
けでなく、次の世代に向けて新たな研究のステージを生み出した点に、何にも代えがたい学
術的な波及効果をもつ。次へステップアップするためのヴィジョンの提示は、ある一定の結論
を見た「都市史研究」が収束の道へ向かうことを避け、さらに若手研究者の興味を引き、育成
を促し、研究のすそ野を広げていくことに大きな意義をもっている。 

 しかも、包括的かつ多角的であるがゆえに、一見して複雑に思われがちな「都市史」そのも
のについて、一般書として編集し、みずからも記述しながら出版を実現した点は、広く社会に
都市の歴史の面白さと、それを考える意義を示したのであって、その貢献は実に大きい。学
術の基盤を守りながら、国内外の都市を対象として興味あふれる内容に構成するのは容易
なことではないが、本業績ではそれが見事に成し遂げられているのである。 

 
（３）候補者と業績との関係 

 本業績は、伊藤毅と吉田伸之の共編である。とくに、第1巻と第3巻が伊藤、第2巻と第4巻
が吉田の主編によるものであるが、各巻の編集を両者のいずれかに明確に分けられないの
も事実である。 

 都市には、時代・地域・社会という枠を超えて共通する要素が見出せる一方で、地域や時
代の個性ともいえる要素が多様に展開する。そこには複雑かつ重層的な関係性が存在し、
それゆえに都市史には魅力が満ちている。したがって、候補者の二人によって全体のフレー
ムワークが設定され、すべてが共同作業で統括されながら、建築史・都市史・日本史・西洋
史・美術史など多彩な分野の研究者を選別し個々の論考が所収されているのであって、両
者の綿密な構想がなければ実現しなかった業績である。 

 こうした都市そのものがもつ性格、一方でその魅力を失わないことを企図して、伊藤毅と吉
田伸之は業績達成のために全四巻のすべてに深く編者としての役割を果たしたのであって、
そうした多様な学問分野から総合的に捉えようとする二人の姿勢にこそ、「都市史」の特徴が
もっとも顕著に表れていると言えよう。 



日本都市史入門 
 

     Ⅰ 空間 

     Ⅱ 町 

     Ⅲ 人 

 

    東京大学出版会 

    1989～1990年 

 

 

 

 

高橋康夫・吉田伸之編 

建築史と日本史の初の
共同研究 

 

建築史からは高橋康夫、
宮本雅明、玉井哲雄、伊
藤毅が参加 

Ⅰの付録として都市史図集 

高橋康夫・宮本雅明・伊藤毅担当 

吉田伸之を編者に加えて 『図集 
日本都市史』に結実 



都市史研究会編『年報都市史研究』
（山川出版社、1993年～現在） 
 

吉田伸之を研究代表者とする科学研究費グ
ループ 

・総合研究(A)「前近代・巨大都市の社会構
造に関する総合的研究」1992-1994 

・基盤研究(A)「日本型伝統都市類型の社会
=空間構造に関する基盤的研究」1997-2000 

・基盤研究(A)「伝統都市の社会=空間構造
と諸類型に関する基盤的研究」2001-2004 

・基盤研究(S)「16-19世紀、伝統都市の分節
的な社会=空間構造に関する比較類型論的
研究」2006-2010 

 

    

 

 

 

 

都市史研究会の発足
１９９０年 
初期メンバー 

吉田伸之・伊藤毅・杉森哲也・西坂
靖・小林信也・岩渕令治 

 

日本近世史と建築史を中心とした
都市史研究者集団の形成 

 

    

 

 

 

 



都市史の共同研究
のさらなる展開 
    1993年～ 
 

   

    吉田伸之+伊藤毅 



 

 

 

  近世大坂成立史論 

 

        伊藤毅 

 

 

 

       生活史研究所 



鈴木博之・石山修武・伊藤毅・山岸常人編 

『シリーズ都市・建築・歴史』 
（東京大学出版会、2005-6年） 



『ＵＰ』2006年9月号 



若手研究者との共同研究・育成 

吉田科研による研究者グループの形
成・発展 

 

・ぐるーぷ・まんもす  1992～1994年 

・ぐるーぷ・とらっど  1995～2000年 

・ぐるーぷ・とらっど２ 2001～2004年 

・ぐるーぷ・とらっど３ 2006～現在 

日本建築学会 建築歴史・意匠委員会 
都市史小委員会の設立と展開 

 

・都市史小委員会 設立 陣内秀信
（主査）・伊藤毅（幹事）・松本裕（幹事）
1999年 

・若手研究者によるWG活動の開始 

伊藤毅（主査）・松本裕（幹事） 
 

海外研究者の招聘・ラウンドテーブルの実施 

・フランス アラン・ティレ氏、フランソワ・ルッジュウ氏 

・アメリカ リチャード・プランツ氏、アンバラス氏 

・中国 ほか 

 





都市史小委員会 
委員グループ 

1999年－ 
14名 

都市史小委員会 
顧問グループ 

５名 

都市史小委員会 
テーマ・方法論検

討WG 
2006年－ 

12名 

都市史小委員会 
地域・方法論 
検討WG 
2008年－ 

11名 

都市建築史的観点
からみた中央と地方
若手奨励特別研究

委員会 
2008・9年－ 

国際的・都市史的
観点からみた都市
再生論若手奨励特
別研究委員会 

2010・11年 

①第１クール（1999-
2005年）「転換期の都
市史」古代から中世へ
／中世から近世へ／
近世から近代へ／近
代から現代へ／まとめ 

②第２クール（2006-
2009年）「都市と建築」
（内と外／個と全体／
水平と垂直／大と小／
まとめ 

総勢４3名 

③第3クール（2010-）
「都市と表象」（都市と宗
教-都市に宗教のたち
あらわれるとき／体／都
市と技術-その効用と限
界 

日本建築学会 建築歴
史・意匠委員会都市史
小委員会およびＷＧ 



長野県飯田市歴史研究所の設立 

            2002年～現在 
 

 

日本の地方自治体で初の恒常的地域史研究機関の誕生 

 

研究部には各分野の研究員をおき、顧問研究員などの専
門研究員がバックアップする。 

＜調査研究＞ 

・史料調査、建築実測調査 

・オーラルヒストリー 

・研究集会、研究会、ゼミ、海外からの研究者招聘など 

＜教育・地域研究者養成＞ 

・アカデミアの開催 

・市民研究員制度の導入 

・こども向け出版企画（ジュニアライブラリー） 
・褒賞・助成（飯田市歴史研究所賞、研究助成） 
＜出版事業＞ 

・『飯田・上飯田の歴史』編纂 

・年報の刊行 

・史料叢書の刊行 

＜その他＞ 

・史料アーカイブ 

 

研究部長 吉田伸之 

顧問研究員 伊藤毅 



都市史研究の
確立に向けて 

2006～2010年基盤研究(S)

「16-19世紀、伝統都市の分節
的な社会=空間構造に関する

比較類型論的研究」（研究代
表者吉田伸之・分担者伊藤
毅） 

2006～2008年基盤研究(A)

「都市イデアの生成と変容に関
する空間論的研究」（研究代表
者伊藤毅・分担者吉田伸之） 

2009～2012年基盤研究(A)

「都市インフラストラクチャーの
史的比較研究」（研究代表者
伊藤毅・分担者吉田伸之） 

2003～2007年東京大学
COE都市空間の持続再

生学の創出（事業推進分
担者伊藤毅） 

2008～2012年東京大学
GCOE都市空間の持続

再生学の展開（事業推進
分担者伊藤毅） 



吉田伸之・伊藤毅編『伝統都市』の企画スタート   
2005年～ 
 
当時のメモから 
 
『講座・伝統都市（仮）』（2005/11/11構成案） 
 
■都市的生活 
伝統都市空間を生業・生活・消費の場とする都市住民諸相の“日常”を、その階層性
に留意しながら多面的に取り上げる。特に、都市住民の人生周期や、年間の生活リ
ズムを軸として、個人、集団（居住共同体、家、経営体、職業的共同組織）などのレ
ベルにおいて、衣・食・住、生と死、教育、芸術、文化、娯楽などの諸局面における
都市的生活の全体像に迫る。そして近代以降とは異なる伝統都市段階において、と
りわけ民衆世界を中心に、都市的生活の特質を考える。 
 
・文化サロン  □□□□（日本近世史） 
・料亭・茶屋  □□□□（日本近世史） 
・芝居とファッション □□□□（日本近世史） 
・印刷文化  □□□□（西洋近代史） 
・女中奉公  □□□□（日本近世史） 
・祭礼   □□□□（日本建築史） 
・墓地   □□□□（日本近世史・考古学） 
 



■都市イデアと権力 
 
都市の社会＝空間は、意識されるか否かによらず、つねに特定のイデアにもとづ
いて企画され、また改造される。宗教コスモロジー、公権力の構造理念、市民的あ
るいは階級的な共同の観念・ユートピアなどが伝統都市には積層し、せめぎあう。
本巻ではこうした都市イデアの諸相を、①都市の社会＝空間に重層するイデアの
解読、②イデアの担い手と実行主体（権力から職人まで）、③現代都市イデアによ
る解体と相剋、などから検討する。 
 
・岩倉使節団   伊藤毅 
・城下町の創成   □□□（日本近代史） 
・植民都市 
  －アジア   □□□（東洋建築史） 
  －バスティード  □□□（西洋中世史） 
・劇場    □□□（国文学） 
・広場    □□□（日本建築史） 
・公園    □□□（日本近世史） 
・築地       吉田伸之 
・ハバナ   伊藤毅 



 
 
 
 

 
 
  

■都市インフラと社会 
 
都市を巨大な人工物（artifact）とみた場合、都市の骨格をなす道路や橋、河川・
運河・水路などの基幹施設（インフラ）、都市生活の生命線となる上水道や燃料、
都市機能の維持するために不断の管理を要する塵芥や下水の処理などが有効
に稼動していることが要求される。本巻では、都市を物的に成り立たせているさ
まざまな局面に焦点を当て、その全工程、それを担った社会集団を念頭に置き
ながら、インフラのもつ空間的・社会的意味を伝統都市のなかに探ることがテー
マとなる。 
 
 
・インフラの建設と社会 
－日本    □□□（日本建築史） 
－フランス   □□□（西洋建築史） 
－アメリカ・イギリス  □□□（西洋建築史） 
・燃料（薪）   □□□ 吉田伸之 
・交通    □□□（日本近世史） 
・下肥    □□□（日本近世史） 
・備蓄と貯蔵   □□□（日本近世史） 
    □□□（土木史） 
・（請負論）       □□□ 
  



■危機と管理 
 
都市の長い歴史のなかで、大火、風水害、地震、飢饉、騒擾、疾病、戦争など、都
市そのものの存立を根底から揺るがす危機的な局面が頻繁に都市を襲った事実
を忘れることはできない。本巻では、都市史上あらわれたさまざまな危機的局面を
取り上げ、その局面形成に働いた諸力の実態と、物理的・社会的変化を、都市と
いう具体的な場に即して明らかにすることが目的である。 
 
 
・災害 
－日本   
－イギリス  □□□（西洋近代史） 
・大火と都市再建 □□□（日本建築史） 
・戦争と都市  □□□（日本近世史） 
・疾病と衛生  □□□（日本近世史） 
・メディアと公論 □□□（日本近代史） 
・京都の幕末  □□□（日本近世史） 
・都市騒擾  □□□（日本近世史） 







第4巻 分節構造 

 序 ソシアビリテと分節構造 吉田伸之（
東京大学） 
I ひろげる 

 １ 江戸・内・寺領構造 吉田伸之 

 ２ 聖俗の結合 近藤和彦（東京大学） 
 ３ 都市空間の分節把握 伊藤裕久（東京
理科大学） 
II 考える 

 １ 中世ジェノヴァの「家」 亀長洋子（学
習院大学） 
 ２ 近世パリの街区 高澤紀恵（国際基督
教大学） 
 ３ 胡同と排泄物処理システム 熊遠報（
早稲田大学） 
 ４ 近世湊町と地域特性 吉田ゆり子（東
京外国語大学） 
 ５ 明治初年の遊廓社会 佐賀 朝（大阪
市立大学） 
III さぐる 

 １ ミドルマン 岩間俊彦(首都大学東京) 

 ２ ベシンダ 飯島みどり（立教大学） 
 ３ 社家 竹ノ内雅人（飯田市歴史研究所
） 
 ４ 浜人 山下聡一（大阪市立大学GCOE

特別研究員） 
 ５ 囃子方 佐藤かつら（鶴見大学） 

第3巻 インフラ 

 序 都市インフラと伝統都市 伊藤 

毅（東京大学） 
I ひろげる 

 １ 運河都市 鈴木博之（青山学院
大学） 
 ２ 近代市街橋のデザイン 篠原 修
（政策研究大学院大学） 
II 考える 

 １ 古代都市街路 伊藤重剛（熊本
大学） 
 ２ 城下町 岩本 馨（京都工芸繊維
大学） 
 ３ 藩邸 岩淵令治（国立歴史民俗
博物館） 
 ４ 寺内 杉森玲子（東京大学） 
 ５ 都市再開発 初田香成（東京大
学） 
III さぐる 

 １ 道 宇佐見隆之（滋賀大学） 
 ２ 穴蔵 谷川章雄（早稲田大学） 
 ３ ニューゲト監獄 栗田和典（静岡
県立大学） 
 ４ 高輪海岸  吉田伸之（東京大学
） 
 ５ 不動産 森田貴子（早稲田大学） 

第2巻 権力とヘゲモニー 

 序 都市の権力とヘゲモニー 吉田伸之
（東京大学） 
I ひろげる 

 １ 武士と都市 五味文彦（放送大学） 
 ２ 都市法 塚田 孝（大阪市大学） 
 ３ 革命前夜のベルリン 山根徹也（横浜
市大学） 
II 考える 

 １ アテナイ民主政の警察機能と市民 
橋場 弦（東京大学） 
 ２ 君主制フィレンツェの都市改造 野口
昌夫（東京芸術大学） 
 ３ 都市周縁の権力 高橋慎一朗（東京
大学） 
 ４ 解体される権力 横山百合子（帝京大
学） 
 ５ 近代中国の租界 吉澤誠一郎（東京
大学） 
III さぐる 

 １ バグダード 清水和裕（九州大学） 
 ２ ペテルブルク 青島陽子（ITP派遣生） 
 ３ 長岡と蔵王 武部愛子（東京大学学
術支援職員） 
 ４ 軍都金沢 本康宏史（石川県立博物
館） 

第1巻 イデア 

 序 方法としての都市イデア  伊藤毅（東
京大学） 
I ひろげる 

 １ 移行期の都市イデア 伊藤毅 

 ２ 地中海都市 陣内秀信（法政大学） 
 ３ 都市図屏風とイデア 杉森哲也（放送
大学） 
II 考える 

 １ 豊臣秀吉の京都改造と「西京」 三枝暁
子（立命館大学） 
 ２ 萩城下の都市民衆世界 森下 徹（山
口大学） 
 ３ 幕末・明治初期の横浜 青木祐介（横
浜都市発展記念館） 
 ４ 近代移行期の東京 松山恵（明治大学
） 
 ５ 社会主義の都市イデア 池田嘉郎（東
京理科大学） 
III さぐる 

 １ 開京 禹成勲 （七宝建設） 
 ２ バスティード 加藤玄（日本女子大学） 
 ３ 町家  高村雅彦（法政大学） 
 ４ 与板  朴澤直秀（岐阜大学）  
 ５ オラン  工藤晶人（大阪大学特任研究
員） 



 
①伝統都市論の前提としての社会=空間構造論（吉田伸之、ぐるーぷとらっど） 
・都市は分節された部分社会からなる。 
・分節的な部分社会の加算的集合が全体ではない。それらは複雑に重層し複合している。 
・分節構造をもつ都市の部分にはさまざまな磁極が存在し、社会集団を多様に形成している。
権力とは自明のものでなく、当該期の社会および社会集団に規定される。 
・こうした都市の多様な社会集団と都市に存在するさまざまな質の空間の両者を不可分なものと
して構造的に捉える方法が社会=空間構造論である。 
 
②都市の社会=空間構造を上下から挟み込むものとしてイデア=インフラ構造 
・都市の観念的領野（メタフィジックス）と物質的基盤（フィジックス） 
・人体のアナロジーとしてのイデア=インフラ 
・イデア概念とインフラ概念の拡張による建築・土木・都市への新しい連携、都市の美的価値や
文化的テーマとそのバックグラウンド（建築・社会科学・人文科学の連携） 

権力と 
ヘゲモニー 

分節構造 

都市イデア 

都市インフラ 




