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第１章 序章                     

1-1. 背景と目的 

アトリウムは本来古代ローマの住宅の居間兼中庭を示す名称で

あった。現代ではガラスなどに覆われた大規模な室内型の内部

空間を意味し、その役割は建築と都市の中間領域を作り出す公

共空間として大きな役割を担っている。そのような現代アトリ

ウムに関して、『商業空間とアトリウム』の著者M.J.ベドナー(以

下ベドナー)は以下のように言及している。 

17 世紀と 20 世紀との間の最も劇的な差異は公共空間自身

の性格と質であろう。屋根にかかるガラス技術によって、

体験的には室内であるにも関わらず、認知的には戸外であ

るような場所がつくられるようになった。そのような場所

は内であると同時に外であり、閉じられていながら開放さ

れている。 

ベドナーは、これを“内外の同時性(perceptual simultaneity)”

として、覆われながらも直接的に内外を認識できるという特徴

をこの同時性の理由としている。しかし、この観点だけではア

トリウム空間の内外の同時性は説明出来ない。 

次章で詳述するが古代ローマ時代からアトリウム空間は規模や

性格は異なれども、常に内部と外部をつなぐ役割を持ってきた

という背景を持つ。近•現代のガラスの吹き抜け空間だけでなく、

アトリウムと呼ばれてきた空間は内の要素と外の要素が混在し

た空間で、内外の同時性を持ち得ていたと考えられる。 

本研究はアトリウムの特性である、この内にいながらも外のよ

うに感じる内外の同時性の表出の多様性について、アトリウム

の包囲面の構成技法から明らかにし、古代から現代に至る間に

創出されたアトリウム空間を類型化することを目的とする。 

1-2. 研究の位置づけ 

アトリウムの既往研究は、大きく２つに大別される。アトリウ

ム内の温度や安全性など環境工学的な視点のものと建築学的な

ものである。後者の論文の多くがアトリウムの社会的役割を利

用評価や空間構造から考察しているものだ。アトリウム空間の

特性である、内と外という視点を持ち、現代のアトリウムだけ

でなく、それ以前のアトリウムも含めた分類学的研究はこれま

でにない。本研究によって、アトリウム空間を内と外という新

しい視点をもとに評価や設計指針の議論を行なえる、という点

に研究の意義がある。 

1-3. 研究の構成と方法 

第２章では本研究の対象となるアトリウムの選定と古代ローマ

時代から続くアトリウム空間を整理し、内と外の要素が混在し

てきたことを説明する。第 3 章では内外の同時性の表出に関す

る指標を抽出する。第４章にて、この指標で選定したアトリウ

ム空間それぞれを分類学的アプローチによって類型化する。第

５章では、類型化したアトリウムの考察を行なう。第 6 章にて

結論を記す。 

第 2章 対象とするアトリウム            

2-1.アトリウムの定義と具体例 

まず古代ローマ時代から続くアトリウム空間を整理する為に、

アトリウムの歴史的変遷を記述している以下３冊の書籍にて掲

載されているアトリウムをピックアップした。112事例あったア

トリウム空間の中で、図面や写真などを入手でき、第３章でア

トリウム空間を分析出来るものが 32事例あり、それらを対象の

アトリウムとする。次節ではそれらアトリウムを 3 つの時代に

分け、説明する。 

① アトリウムの環境設計 日本建築学会編 彰国者 1994 年 ②アトリウムの計画デ

ザイン•建築技術編 1993年 ③The New Atrium M.J.Bedner 著 1986年 

2-2.先史•古代ローマのアトリウム 

古代ローマ時代、住宅入り口近くの半屋外空間がアトリウムと

呼ばれていた。また入り口奥の方に位置す

る列柱に囲まれた中庭であるペリスタイル

も住宅内の半屋外空間であり、両者ともに

日の光や雨水を取り込むという点で外部を

取り入れた内部空間と考えられる。 

2-3.教会の前庭•中庭のアトリウム 

それまで住宅内の半屋外空間であったア

トリウムが外と内を緩やかに結ぶ空間と

して都市空間と教会の間にも用いられた。

図 2の聖アンブロジオ教会も同様で、聖堂

と入り口の間にアトリウム空間が存在す

る。 

2-4.近代•現代のアトリウム 

鉄とガラスが広く建築につかわれるよう

になり、光溢れる大空間が数多く生み出

されるようになる。一時は耐火上の問題

で消失していったアトリウムだが、アトラン

タのハイアットリージェンシーホテルの登場

によってガラス屋根に覆われた巨大吹き抜け

空間が新たなブームとなる。 

室内にいるにも関わらず、外のようなスケー

ルを持つことや天候に左右されず外部を認識

できるという点が内外の同時性を表出してい

る。 

第 3章 アトリウム空間包囲面の構成要素とその指標化   

3-1.アトリウム包囲面の構成 

アトリウムを包囲する天井(開口型も含む)、壁面を包囲面とする

(地面は除く)とき、包囲面の要素によってアトリウム空間を外部

化するものもあれば、内部化するものもあると考えられる。包

囲面の構成からアトリウム空間を表形分類学的に類型化するた

め、包囲面の構成要素とその指標化を行なう。 

3-2.アトリウム空間を外部空間化する要素とその指標 

3-2-1.対外部空間接合面と外部情報透過率 

アトリウム包囲面が外部空間に直接接しているか、ガラスなど

の透過壁などによって外部空間を認識で

きる部分を、対外部情報接合面と定義する。

対外部情報接合面の面積が包囲面積に占

める割合を、外部情報透過率(%)とする。

外部情報透過率が大きければ、アトリウ

ム空間が外部空間化されているとみる。 

3-2-2.外皮相表出面と表出面積率 

アトリウム包囲面のうち、通常、外部空間

にてみられるような素材やドア•窓などで

構成された外壁の部分を外皮相表出面と

定義する。外皮相表出面の面積が包囲面積

に占める割合を、外皮相表出面積率(%)とす

る。外皮相表出面積率が大きければ、アトリウム空間が外部空

間化されているとみる。 

3-3.アトリウム空間を内部空間化する要素とその指標 

3-3-1.内皮相表出面と表出面積率 

図 1 ヴェッティの家  

図 2 聖アンブロジオ教会 

図 3 クリスタルパレス 

図 4 ハイアット 

リージェンシー 

図 5 外部情報量モデル 

図 6 外皮モデル 



アトリウム包囲面のうち、通常、内部空間にてみられるような

素材や仕上げなどで構成されている部分、またはその外側から

の視線や移動が遮蔽されている部分を内皮

相表出面と定義する。内皮相表出面の面積が

包囲面積に占める割合を、内皮相表出面積率

(%)とする。内皮相表出面積率が大きければ、

アトリウム空間が内部空間化されていると

みる。 

3-4.隣接回廊面積率 

アトリウム空間は上記にあげたものだけでなく、空間と空間を

つなぐ空間とも接している。例えばそれはアトリウム空間と入

り口を結ぶ通路であり、部屋と部屋を結ぶ廊下でもある。それ

らを「回廊」と定義する。アトリウム包囲面に回廊が隣接して

いる場合、回廊の立面積相当が包囲面積に占める割合を隣接回

廊面積率(%)とする。この回廊の存在がアトリウムを内部•外部

空間化するという判断は、アトリウム空間側から見た回廊の奥

が内皮相•外皮相のいずれを表出しているかによると考えるこ

ととする。回廊の意匠それ自体もアトリウムの内部•外部空間化

に関与すると可能性を否定出来ないが、その点の検討は今後の

課題とする。 

3-5.アトリウム空間のプロポーションとその指標 

アトリウム空間を内と外という視点で分類する上で、包囲面を

構成する要素だけではなく包囲面自体の立体的なプロポーショ

ンも重要である。そこでここでは「高さ」「



S /H」を説明する。 

「高さ」アトリウム空間の高さをあらわす。高さがあるほどア

トリウム空間は外部化されると考える。 

「



S /H」アトリウム空間の高さ(H)に対する底面積の平方根

(



S )の比(



S /H)であらわす。この値が 1 に近ければ空間は

立方体に近く、0に近ければ空間は筒状、1より大きくなるほど

空間が皿状であることを示す。内部にも関わらず、筒状、もし

くは皿状が顕著な空間は非日常的であり空間を外部化すると考

えられる。 

第 4章 アトリウムの類型              

4-1.アトリウムの類型 

以上の第３章の指標を用いて、第２章で選定したアトリウムを

分析、類型化を行なう。 

図面や写真を入手出来たアトリウム 32 事例の要素別にまとめ、

外部情報透過率、外皮相表出面積率、内皮相表出面積率、隣接

回廊面積率を縦棒グラフで示したものが図 10である。 
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その包囲面の構成比から外部空間化する指標を赤で、内部空間

化する指標を青であらわした縦棒グラフが図 11である。 

この外部空間化の指標と内部空間化の指標の割合を内外比とす

る。この内外比を横軸として、アトリウム空間の規模をあらわ

す高さを縦軸としたおおまかな分布図が図 12である。 

この図より内部性優位なアトリウム、外部性優位なアトリウム、

そして内部化と外部化の指標が混在するバランス型のアトリウ

ムに分類出来る。 

また外部性優位のアトリウム、内部性優位のアトリウム、バラ

ンス型のアトリウムの３つの中でもさらに高さがありスケール

がかなり大きいアトリウムと高さが40m以内でおさめられてい 

るアトリウムの２つにわけられることがわかる。またそれぞれ

の写真の右下には



S /Hと包囲面の要素別の構成比を円グラ 

フで記した。 

第５章 考察                     

5-1.外部性優位のアトリウム 

アトリウム包囲面の内外比のうち空間を外部空間化する指標が

ほとんどを占めるものである。一つの建物に入ったという体験

したにも関わらず、大きく外部化された空間を認知するため内

外のギャップが最も大きいアトリウムだと考えられる。屋外が

建築的につくられた空間といえる。 

5-2.内部性優位のアトリウム 

包囲面の内外の割合が内部空間化する指標でほとんどを占める

ものである。



S /Hの値が 0に近いものが多く、高さを出す空

間形態を持っているところから、吹き抜けという空間形態がア

トリウム空間を外部化し内外のギャップがうまれていると考え

られる。非日常的な室内空間といえる。 

5-3.バランス型のアトリウム 

空間を内部空間化する要素、外部空間化する要素、両者が混在

したアトリウムで、多くが回廊空間に囲まれた中庭を有し、高

さのおさえられた空間となっている。アトリウム空間で取り込

んだ外部を回廊空間でも認知することが可能なため、アトリウ

ム空間自身での内外の同時性とはまた違う内外の同時性を回廊

空間で享受出来る空間形態をもっている。両空間を行き来する

ことで、複雑な内外の同時体験を提供する空間といえる。 

第 6章 結論                     

6-1.結論 

□ 内と外という視点で３つのグループにアトリウムを分類す

ることが出来、様々なアトリウム空間を説明可能なことを示

唆した。 

□ ひとえに内外の同時性とはいっても、それぞれ内を生み出す

要素、外を生み出す要素が違うとも考えられ内外の同時性の

様々な可能性を提言した。 

6-2.今後の課題 

□ 分類された空間を実際人がどう感じるのか含めていくべき

だ。 

□ 指標の多くが明確な条件を定めているわけではないので、具

体的な要素をもとに検討すべきである。 

□ 内と外の象徴的な意味も含め分類していく必要もある。 
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図 7 内皮モデル 

図 10 要素別にみたアトリウム 

図 11 内外比でみたアトリウム 

図 12 内外比と高さのアトリウム分布図 


