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「手口風Jの成立一近代皇族邸宅を通してみた近世との連続と断絶ー 小沢 朝江（東海大学助教授）
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はじめにー「和風」の概念と実体

「和風」いう概念が近代に成立したことは，すでに指摘

されている文I)。幕末から明治にかけて，在来の様式や技術

と大き く異なる西洋の建築が導入され，それまで唯一の存

在として特定する名前を必要としなかった建築群を，新し

い建築との相対イじによって位置づける必要が生じた。その

結果， 「洋風」に対する概念として「和風」が誕生したと

される。

では， 「和風」とは既存の様式に名前を付けただけであ

って，実体としての建築は近世からそのまま連続している

のだろうか。初回亨氏は，近代和風建築を大きく 3つに分

類し，建築の構成要素をばらばらにしてコラージュする

「要素の集積」型，近世以来の伝統的建築を維持し後世に

伝える「伝統の継承」型，近代に登場した建築用途や構造

と組み合わせて新たな様式を作ろうとした「和風の構築」

型があるとした文2）。 「和風」の中に，近世から連続してい

るものと，そうではなく近代に新しく確立したものがある

という指摘は極めて意味深い。ただし，近代ならではのビ

ルディングタイプに対して新しい様式が模索されたこと

は理解しやすいが，では近世から存在し続けた建築，すな

わち住宅の場合はどうだろうか。

誤解を恐れずに言うならば，従来の近代住宅史研究にお

いて「和風」は， 「近世から連続するもの」 「洋風との共

存の中で次第に消えていくもの」と捉えられてきた文ト8）。

木村徳田氏が明治初期の大邸宅の形式として和館と洋館

を併設する和洋並列型を定義されて以来，この形式が明治

中期以降規模が縮小されて中流階級にも広がり，さらに洋

館に和館が飲み込まれて，洋館の中に和室が存在する住宅

形式へと変化したと説明されている。「常に洋風化を志向

してきた」というこの近代住宅の流れは，概ね中流住宅を

対象に論じられたものであるが，住宅史の定説と言って良

いだろう注I）。

しかし，これで近代住宅すべての変容を語ることには疑

問がある。なぜなら，筆者は近年，近代皇族の邸宅や巡幸

施設に関する研究を続けており文lトベそれを通してみる

変容は，先に述べた「定説」と大きく異なっているからだ。

皇族というごく一握りの特殊な人々の住宅の限られた事

例だと切り捨てることは簡単だが，先に述べたように「和
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風」という言葉が多様な姿を包含している以上，一面的な

見方は慎むべきだろう。また，近代において「理想像」と

された皇族の動向は，他の多くの住宅を牽引し，方向を定

める役害Hを担っていたともいえる。

以上の視点、から，本稿では「皇族の住まい」を通して，

近代住宅における「和風とは何か」を考えてゆきたい。な

お，便宜上「行幸」 「巡幸」などの皇室用語はそのまま用

いる。

1 .近代住宅と和風 ・洋風 2つの要素

ところで，近代住宅において和風と洋風の相違を判断す

る上で，複数の指標や要素が存在することはこれまでにも

指摘されてきた文6,9）。

ひとつは，建築様式としての和風・洋風である。これは

構造や構法と密接に結びついているとされ文 6），日本の在

来の構法である木造・真壁に和瓦を載せた形式を「和風」

とし，これに対し煉瓦造・石造または木造の大壁による形

式を「洋風」とする点に，概ね異論はないだろう。内部に

目を転じれば，襖や障子で部屋を区切り，長押や欄聞を用

いる形式が和風であり，大壁に開戸を設けて部屋を区切る

形式が洋風といえる。

もうひとつは，生活様式としての和風・洋風である。和

風の生活様式が床の上に直接坐るいわゆる床座であるの

に対し，洋風の生活様式は椅子やテーブルを用いて生活す

る椅子座である。この生活様式の違いは，住宅内部の床仕

上げに影響し，床座の場合は畳敷，椅子座の場合は制強敷

や寄木張が用いられた。

すでに何度も述べられているにも関わらず，和風と洋風

を区別する 2つの要素をここで改めて取り上げたのは，建

築様式としての和風・洋風と，生活様式としての和風・洋

風は，全く別のものであることを確認しておきたかったか

らだ。いいかえるなら， 「洋風」の建築様式の住宅の中が

必ずしも「洋風」の生活様式，椅子座であるとは限らない。

洋風住宅が日本に入った当初は，住み手の多くが外国人だ

ったこともあり，建築様式と生活様式はセットで導入され

たはずだが，この原則は日本人住宅への浸透とともに崩れ

ていく傾向にある。

建築様式としての和風・洋風と，生活様式としての和
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風。洋風は，全く異なる意味を持っている。生活様式とは

いいかえれば「どう住みたいか」を表すものであり，建築

様式とは「周囲に対してどう見せたいか」を表すものであ

る。ファッションに例えるとわかりやすい。学生が就職活

動に当たり一様にリクルートスーツを着るのは，その服が

好きだからではなく， 「社会人の卵」であり「良識ある大

人」である自分を表現するためだろう。建築の様式や意匠

も，住み手や施主の好みだけで決まるものではない。住宅

は「生活の器」とよく言われるが，ただそれだけではなく，

自分をどう見せたいのか，どう表現したいのか，その希望

や欲望を映す鏡ともいえる。建築の意匠は，それを使う人

や施主の思想、，地位，身分を表現するために周到に選ばれ

るものであり，中でも和風と洋風という全く異なる様式の

どちらを選ぶかはその根幹の問題である。

本稿が特に皇族邸宅に注目する理由もここにある。明治

天皇がいち早〈断髪し，洋装したことに象徴されるように，

近代における皇族は「洋風化の手本」と評価されてきた文

15）。その住まいである本邸は「洋風化の推進者」としての

立場を体現する絶好の媒体であり，このため他に先がけて

洋館が建設され，洋風の生活様式が導入されたと理解され

ている文8,10,17)。しかし，本当に皇族はずっと「洋風化の手

本」であり続けたのか，また「洋風化」とは何を指してい

るのか，その対極にある「和風」とは皇族にとって何なの

か，それを住宅から聞い直したいと考えた。

この点を踏まえ，以下皇族邸宅の具体的な様相を検討す

る。

2.近代皇族邸宅にみる和風と洋風

2.1 皇族の本邸造営とその経緯

天皇家の親戚に当たる宮家は，江戸時代には桂宮・有栖

川宮・伏見宮・閑院宮の4家（四親王家）が存在したが，

幕末に山階宮，さらに明治期に 10宮家が創設された。そ

の一方，桂宮家・有栖川宮など4家が廃絶，終戦時には 11

宮家と大正天皇の皇子が創設した直宮3家が存在した出）。

これら皇族は，近世には京都に屋敷を構えていたが，明

治天皇の東京選幸に伴い，ごく一部を除いて明治初年に東

京ヘ移住し，いずれも当初は旧大名邸を転用して本邸とし

た文 20)0 最も早く本邸の新造を行ったのは小松宮であり，

以下伏見宮・有栖川宮・北白川宮が続く（表2-1）。

小松宮は，明治11年5月に駿河台で新邸の造営に着手，

翌 12年6月に引移， 13年に竣工した。これは，和館と洋

館が並び立つ和洋併置型の邸宅だった文IOI0 

伏見宮は，明治 5年 11月の東京移住以後，まず神田・

西小川町に住んだが，同 7年4月に富士見町に移り，さ

らに 12年5月には紀尾井町に移った文251。当初は既存建

物に「仮寓」していたが，明治 14年3月新築を開始し，

同年9月に一部が竣工して移転した。全体が竣工したの

は明治 15年の秋である文 251。 『伏見宮御殿御建物平面
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図』注目によると，伏見宮の紀尾井町邸には和館と洋館

があったことが知られるが，最初に建てられたのは和館

のみで注4），洋館は明治 23年3月に片山東熊の設計によ

り建築に着手，同 24年に竣工している文IOI。

有栖川宮家は，東京移住当初芝浜崎町の紀州徳川家下

屋敷（のちの芝離宮）に屋敷を構えたが，明治 8年霞ヶ

関の旧副島種臣邸（旧九鬼長門守屋敷）に移り，以後こ

こを本邸とした文24)0 明治 13年新築に着手，明治 17年

7月竣工した文20。このとき建てられた洋館は， J.コン

ドルの設計として知られる文 IOI。有栖川宮は，この他に

先代当主織仁親王の隠居屋敷として永田町邸を明治5

年に取得，同 12年に新邸を造営している文rn。

北白川宮家は，明治 9年紀尾井町に邸地を得，明治 14

年 8月に新築に着手し，同 15年 11月に和館，同 17年

12月に洋館が竣工した文 IOI。洋館は，有栖川宮と同様 J.

コンドルの設計である文 IOI。

注目されるのは，この4家がいずれも明治後期～大正期

に再び本邸の造営を行っている点である。有栖川宮は，霞

ヶ関の本邸が明治 29年に宮内省の買上となったため注人

隠居屋敷である永田町邸に明治 34年7月から新邸造営を

開始，同 36年4月に上棟，同年 12月に当主威仁親王が移

徒して，以後永田町邸を本邸とした文 23）。なお，宮内省に

移管された霞ヶ関邸は霞ヶ関離宮として戦前まで存続し

た文 IOI0 

同様に北白川宮も，明治 42年の明治天皇皇女房子肉親

王の降嫁を期に高輪に新邸を造営，同 45年5月に紀尾井

町から移った文2810 小松宮は明治28年に駿河台から葵町へ

と屋敷を移し，新邸を造営した文 22,30）。この屋敷はその後

東伏見宮へと継承されている文 29）。また，伏見宮は邸地の

移転こそなかったものの，大正 12年の関東大震災で建物

が倒壊し，同 14年7月から 15年 12月にかけて宮内省内

匠寮の手で再建が行われている文261。

その他の宮家の明治～大正期の造営については，表2-1

に示す通りである。久遁宮および同家につらなる梨本宮・

賀陽宮は，明治 20年代まで京都に暮らしていたため東京

での本邸建設が遅く，また同様に久遁宮から分かれた東久

遁宮・朝香宮・竹田宮は明治 38～39年の創設のため，い

ずれも明治後期に本邸を構えており，これらの本邸造営は

先にみた4宮家の2度目の造営と同時期に当たる。すなわ

ち，宮家の本邸は，明治 10～20年代と，明治30年代～大

正期の大きく 2時期に造営が行われていることがわかる。

以下，この2時期を第 1期・第2期と呼称し，さらに同じ

家での複数回の造営を区別するため，造営毎に有栖川宮 I' 

II等と呼ぶことにする。

2.2 建築様式

皇族邸宅は，接客を中心とする表向，当主とその家族が

生活する奥向，家政を担当する家従・家扶らが執務する事
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務所向，さらに侍女の生活空間である局向で構成される文

10,171。この構成は，事務所向を役所と考えれば，近世の武

家邸宅や公家邸宅をほぼ踏襲する。

表 2-1の皇族本邸のうち，図面が現存する 8例と，写

真や文献で様相が判明する 3例について，平面を①宮家の

生活空間（表向。奥向），②事務所向，③局向に分け，そ

の建築様式が和風か洋風かを検討したものが表 2-2であ

る。従来，皇族は明治初期から本邸に洋館を率先して建設

し，日常生活も洋館の中で営んだと指摘されているが，そ

の根拠となったのは第 1期に本邸の造営を行った4宮家

である。

皇室として最初に洋館を建設したのは，先に見たとおり

小松宮である。小松宮 Iは，和館と洋館が並び立ついわゆ

る和洋併置型の邸宅で，さらに擬洋風の事務所棟が付属し

ていた。続く有栖川宮と北白川宮は，いずれもJ・コンド

ルの設計になる本格的な洋館を持つ。有栖Jll宮Iは，洋館

2棟と和館 1棟から成り，洋館はそれぞれ本館と若宮館

と呼ばれ文 10），当主織仁親王と跡継ぎの威仁親王が 1棟

ずつ使い分けていた。洋館はいずれも 1階が接客空間，

2階が「御寝室」等の私的空聞から成り，和館には家従・

侍女関係の諸室しかなく，日常生活まで洋館で送ること

が意図されている文 10）。ただし，計画段階での図面と霞

ヶ関離宮への移管直前の図面注6）を比較すると，後者では

和館西側に 3棟の座敷が存在する点が異なり，また『織

仁親王日記』文 24）によれば明治 20年5月7日の明治天皇

行幸，翌日の皇太后行啓の際， 「日本館」 「広座敷」で

接客が行われているから，明治 17年の竣工後時を経ず

接客用の和館が増築された可能性が高い。北白川宮 Iは，

有栖川宮 Iと同様， l階に接客空間， 2階に私的空間を

置く平面だが， 2階のうち 5室を和室とする注7）点に特徴

がある。 一方，和館は臣下や侍女用の空間を中心とし，

姫宮の居室と客間も設けていた。伏見宮は，先に和館が

建てられた点が他と異なり，洋館は明治 24年とやや時

期は下る。洋館竣工以前は和館のみで成立していたため

和館の規模が大きく，当主や若宮の御座所（居間），寝

室は洋館と和館の両方に存在する。事務所向は，図面の

表現から木造の洋風建築と判断される。

これら第 1期の本邸を，建築様式と配置に注目してみ

ると，有栖川宮 I（図 2-1)は宮家の生活部分はすべて

洋館にあり，事務所部分も洋館（擬洋風）で，正門からは洋

館しか見えない配置を採る。また，小松宮 Iと伏見宮 Iは

奥向部分が和館だが，正門側から見えないよう事務所の洋

館の後方に配置している。北白川宮 Iのみ，事務所向が和

館であるため，洋館に並んで和館が見える配置だが，洋館

が主体であることに変わりはない。このように，第 1期に

建設された邸宅はいずれも「洋風を前面に出す」ことが意

因されており，この点では皇族が洋風伯の手本として洋館

を率先して建設したとの従来の説とよく合致する。
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しかし，これら 4宮家が第 2期に建設した本邸は全く

様相が異なる。第 1期と同様に建築様式と配置のみを見

ると，明治 36年の有栖川宮IIは，平面は不明なものの，

写真によれば文 23），正門正面に洋館と和館の御座所が並ぶ

配置である。ただし，和館は奥向であるため，公的な玄関

は洋館のみに設けられていた。明治 45年の北白川宮IIも

和館と洋館から成り，北白Jll宮 Iと同様，洋館を接客空

間と当主の生活の場，和館を妃・姫宮・先代能久親王妃

の生活空間とする注8）。ただし，洋館の 200坪に対し和館

は 700坪と規模が大きく，また和館内にも寄木張りの謁

見所を設けているため，和館にも御車寄があることが特

徴である注9）。明治 28年の小松宮IIは，表向の対面所（四

君子の間）・食堂・葡萄の間，奥向の当主や妃の御居間

など，写真が残る部分は全て和風であり文 30），さらに大

正 15年の伏見宮IIは，事務所向を除いて，和館のみで構

成されている文26)0 

この傾向は，第2期の他の皇族邸宅にも共通する。明治

29年の開院宮IIは，和館を洋館の背後に隠さず，正面から

見える配置を採り注 JOI，明治43年の竹田宮は，北白！｜｜宮II

と同様洋館とは別に和館にも表向部分を置いて，御車寄を

設ける文 10）。さらに明治 43年の梨本宮（図 2-2）は，伏

見宮IIと同様和館のみ（事務所向は洋館）で構成される文 31

-33）。大正 8年の久遁宮Eの場合， 『久遁宮御殿新築工事

概要・同付図』 注111 （図2-3）によれば，洋館が御車寄を

持つ和館の後方にあり，洋館は表から伺うことができない。

しかも，洋館は寝室・御座所など内向きの機能であり，表

向の謁見所等はすべて和館にある。洋館は大正8年に焼失

するが，その後現存する和館の常御殿が再建されて，和館

のみの構成になった文36,37）。すなわち，これら第2期に建

設された本邸は，第 1期に較べて「和風を前面に出す」こ

とが意図されているといえる。

以上のように皇族本邸では，明治 10年代～20年代には

洋風を前面に出していたが，年代が下がるについて和風を

前面に出す傾向が見られ注 12），特に明治初期に洋館を率先

して建設したとされる有栖川宮・小松宮 ・伏見宮・北白川

宮が，いずれも次回の造営では一転して和館を主とした構

成を採っている。皇族本邸で表向部分を和館とした例は，

明治 28年の小松宮IIが最初であり，この時期は明治 21年

竣工の明治宮殿の影響を想起させるが，この点は後に詳し

く触れることにしたい。

建築様式をみる限り，皇族は明治初期に－.§＿は選択した

「洋風」路線を捨て，明治後期に改めて「和風」を積極的

に選択したということができる。

2.3 生活様式

では，こうした建築様式の変化に対し，生活様式として

の和風・洋風はどうだろうか。

生活様式の違いは，建築では床仕上げに反映し，和風す
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なわち床座の場合は畳敷，洋風すなわち椅子座の場合は制

強敷や寄木張が選択される。皇族本邸のうち，図面や写真

によって床仕上げがわかる部屋をまとめたものが表 2-3

で，第2期の本邸の多くは宮家の生活空間のうち表向では

意匠に関わらず一貫して椅子座を採用していることがわ

かる。同様に，事務所向ではリノリュームや帆木綿などの

床仕上げが多く，この部分も椅子座と判断できる。一方，

奥向については，妃の居間や寝所など女性の使用する空間

は例外なく床座であるが，当主の御座所は床座， または床

座と椅子座の両方を設けている。当主の学問所（書斎）は

多〈が椅子座で，これは学問所が執務を行う公的な空間で

あることを反映する注 ω。すなわち，生活様式のみを見る

なら，表向と事務所向は洋風，奥向と女官が暮らす局向は

和風といえる。

第1期と比較してみよう。第 1期の4宮家の本邸は，図

面に床仕上げの記入がほとんどなく，また和館内にあるか

ら床座，洋館内にあるから椅子座と単純に言えないことは

図2-1 有栖川宮｜ 外観（文献10所収）

先に見た通りであって，明確に椅子座か床座かを判断でき

る例が少ない。 このうち北白川宮Iは，宮家の生活空間は

すべて洋館にあるものの，奥向である 2階は大部分が「和

室」と記載されており，洋館のうちこの部分は畳敷すなわ

ち床座，記入のない他の部分は椅子座と考えられる。また

小松宮 Iは，少なくとも和館内部はすべて畳敷で，ここに

当主の御座所が置かれていた注 14）。伏見宮 Iは先に見たよ

うに和館にも洋館にも当主と妃の御座所が存在するから，

両者を椅子座と床座で区別していたことが窺える。有栖川

宮Iの場合，北白川宮I同様，宮家の生活はすべて洋館で

行われる平面だが， 「和室」という記載はなく，畳敷と判

断できる部屋は洋館内に存在しない。このように，不明な

点が多いものの有楢川宮を除いて，第2期と同様，表向は

椅子座，奥向（局向）は床座という使い分けがされていた

可能性が高い。

すなわち，皇族邸宅では，椅子座・床座という生活様式

に限定すれば「表向＝公的＝洋風」 「奥向二私的＝和風」

図2-2 梨本宮日 外観 （文献33所収）

図2-3 I久遷宮御殿新築工事概要・同付図j （注 11)

（「西洋館」は「日本館Jの右上部分に廊下で按続する。 ）
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皇族邸宅造営年表（明治初期の短期間の借用は省略した）

MIO M20 M30 M40 M45 TIO T15 s 資料

回・面n M l O号 ~ M361事it 文10,22

x '137号＂＇有価川富
MBJ；’佳 Ml 3‘亡起F工一一M亡？；培工 M29宮内庁買上 巨~o'!'.

有樋川宮 II 23,24 

x T12高松宮島1へ

回~；；~－•w品位；r工（制 ) M24洋館緯工 世見宮 1 τ122: 民倒｝裏 T14起 £ 世 見 宮H 文10,25

伏見宮 。幽O × c・ 26,27 
M23洋館起工 （この 町中野別邸に仮寝） γ15綾工

凹巨言：M
移後 く~ 文10,22

M14起C工.－＼｛，，壇工

M45!J;佳
く~ 28，，主8北白川冨

J; 巨E'1421 工

閉院宮 ~ 
く璽!0 M24同庁買上 E・~・·r 9頃1；後 M39和RJ除 M44和 高血

く唾亘〉
文10,22

） 
。 ，主10

小松宮 巨E 0 0 巨呂志M2時 匝く亙~ く、東世見富 I_..) Tl 震災倒閣 文10,22

↓ Mll 包工 '113磁工ど小松宮 I~
M36東伏見禽へ下賜 ~ 

× 〈東伏見宮 10 29,30 

東伏見宮 14峻工．

（京都居住1- 麻布市兵衛町 l X M27返上

…，，，：：；；；，嘉震に叩

文21,31

到2転宮 製本宮 IJ ~ Irここど4
造工

く豆E:> 32,33 
巨亙:!!!!JM4ll 

・凡例 （累郡居住1-

巴陛腔酌空堅釦竺到j~；·仁私お；·二ふ斗ぷA：、滅i一一；； I M剛42目？開多陪礎 山m史措谷宮聞代引 TG拙起工伊4もも‘伽（．ζ 0 

文17,34

久掴宮 J開館捜失く宮吾D 3S,36 
居住（所有） ーーーー

37 

竹図宮
居伎｛｛曽用）一一－ －.~叩

l」高ー－輪J<a 01<工 M43-竣工
文10

仁 竹田宮 1

表 2-1

皇族邸宅の平面の変遷（表中の注は出典）表 2-2

E璽 4 思重視 和風霊視→｜

口時
，主14

豆乳ρ

小松宮 l M14 

有価川宮 t M17 iま6

時
文30小包；宮 H '128 

（東伏見宮 I)

対菌研食fl 内応梅雨

＂＇底間寄すべて初値

文32製＊富山 '143 

…比一一日一事
伏

M20 

M30 

. 
itai11奮 II M45 ，ま8

棋や4 A ・

久週宮111 TB 注目 r' 

神］
• 

M40 

口
口
口
問
幽
圃
企
ム

・凡例

，掌 II

狗館 ー一一

宮司院の笠j孟空間一

｛表向奥向）

司目指所向 ー一一

同向 一ー一

銭向の玄関 ー一一

当医務所属玄随一

Tl 

皇族邸宅の床仕上げ（床仕上げがわかる例のみ示したため，有栖川宮邸は除いた。）

llllll! lll2糊

表向 奥向 役所向 局向 表向 奥向 役所向 局向

名称 絹見 学問所 当主 当主 ’E 
見 間見 学問所 当主 当主 12 12 

年代 食堂 対話 書斎 居間 寝，z 居間 事lll 応j皇所 事務読 資料 年代 食堂 対面 書斎 E間 寝宣 居間 寝室 応j皇所 事務所 資料

伏見冨 1891 W揖程 W 寄木 ，主3 1926 J桔包 文26

Jt白川宮 1884 W 木ヲ w,*? W 畳 w・畳 ，主7 1903 W木ヲ W 木？ W木つ W 木？ W木ヲ J畳 J量 」・＇Jl'b『血 J 'Jl'b -• J畳ヲ ，主8

H寄木 J寄木 J書評木 J寄木 HI* 文28
小総宮 1881 ーJ畳 J畳 d.畳 J：畳 ，主14 1895 J:l野木 J:l'I木 J豊 J：畳 文30

製本宮 {ll!2 ll!のみ｝ 1910 Jヨ＇＊ J寄木＋桔包 J畳 J:J! J畳 ’J畳 W：~木I.I J帆木鶴 J畳 文32,33

久運怠 1!1!211!のみ） 1919 J寄木 J寄木＋級車 J望書木 l)W:? 1)W;7 1)W;7 1)W;7 J'JJリ，.. 」リ／＇Jd J畳 ，主11

Z)J：畳 主）J：畳 2)J:ll: Z)J：’E 
竹図宮 (ll!2ll!のみ） 1910 W 事時木 w，得本 W担謹 文10

J綬笛

表 2-3

W 洋館‘ J和館

1) 2）は2度通営されているIll合の 111! 2則を示す．
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という図式がほぼ踏襲されてきたことがわかる。

この図式は，和洋並列型住宅から続く「和館」と「洋館」

の使い分けの基本そのものである。和洋並列型住宅では，

接客など公的な場面に洋館，日常生活には和館を用い，和

館では在来の生活様式，すなわち床座が踏襲され，洋館で

は椅子座が導入された。皇族邸宅の生活様式の使い分けは，

この様相と全く変わらない。

以上のように皇族邸宅では，建築様式は年代が下がるに

つれて洋風から和風へと変化したにもかかわらず，生活様

式は明治初期以来「公＝洋風」 「私＝和風」を踏襲した。

一般に，このように和風の住宅の内部で椅子座が用いられ

る場合， 「和館の内部に洋風の生活様式を導入した」と説

明されるが，これは建築様式としての和風・洋風と生活様

式としての和風・洋風は一致するものとの前提に立った表

現であり，かつ建築様式を中心に置いた考えといえる。し

かし皇族邸宅の場合，生活様式に変化がないから，むしろ

生活様式を中心として表現するならば， 「洋風の生活様式

を包む建築様式として和風を導入した」と言い換えること

ができる。

皇族にとって建築様式と生活様式は全く別のものであ

り，中身の生活はそのままで，ちょうど服を着替えるよう

に，それを包み込む意匠だけを洋風から和風へ着替えたと

いえるのである。

3. 表象としての和風一意匠の分離と「和風」の成立

これは何を意味するのだろうか。

内田青蔵氏は，近代住宅における和風と洋風の折衷過程

として図 3-1の流れを提示されている注151。和洋併置型住

宅をルーツとして，それを縮小したいわゆる「一間洋館」

へ，さらに洋館内部に和室を導入した「洋館単独和室吸収

型」へという変容過程は，洋風の外観の中に和室と洋室が

混在する現代の住宅へとつながる大きな流れといってよ

It lo 

一方，これまで見てきた皇族邸宅の変容を同様の図に示

すと図 3-2のようになる。 一見すると，図 3-1は次第に

洋風化が進み，図 3 2は和風化が進んでいて， 2つは全

く逆の動きのように見える。しかしよく見れば， 2つの図

で異なっているのは建築様式のみで，生活様式は同じであ

ることに気づく。

私たちは通常，建築とは機能のあるもの，構造によって

支えられるものであり，機能と構造と意匠は三位一体で成

立すると認識している。もちろん，支える構造がなければ

建築は建つことができないし，確かに洋風建築導入前の近

世の住宅の場合，柱梁構造だからこそ柱や鴨居，長押など

の材が縦横に走る独特の意匠が成立するのであり，また畳

は床座の生活から生まれた床仕上げである。構造が意匠を

決定する大きな要因であると同時に，生活様式が意匠に強

く影響している。社寺建築も同様だろう。このため，近代

の住宅を見る場合もこの延長上で考えがちだが，生活様式

を変えないまま周りを包む意匠のみを取り替えた皇族邸

宅の変化を見る限り，骨も肉もある建築というよりむしろ，

意匠だけを剥ぎ取って独立させた感がある。乱暴な言い方

をすれば，近世の建築を意、匠，構造，生活様式のそれぞれ

に解体し，別々の要素として扱うようになった，すなわち

「和風」という意匠のみを単独で全く異なる構造や建築に

貼り付けることも可能になったことを意味する。

住宅だけを見るなら，この考えに違和感のある人もいる

だろう。しかし，住宅以外の建築では「和風」を全く異な

る構造や建築タイプに貼り付けることは決して珍しいこ

とではなく，初田氏が「和風の構築」型と分類した建築群，

つまり近代ならではの建築用途や構造と組み合わせた「和

風」はその好例であろう。例えば，明治 28年の奈良県庁

舎（設計：長野字平治）は， 「建物の内部と外部を『西洋

流』でつくり，外形を『日本流』の装飾で被うという方法」

文1)で設計され，この「日本流」の表現として，本来の構造

体である大壁の上に真壁風に付柱 ・付梁を施し，入母屋造

の屋根を載せている。構造体に「和風」を貼り付けるこの

方法こそ，和風が意匠として独立したものであることを示

している。初田氏は，この奈良県庁舎が新たな様式として

の「和風」を造った最初の例であり ，以後同様の方法が大

きな流れとなって広まったと位置づけており，住宅以外の

建築を見るなら，この奈良県庁舎から意匠としての「和

風」を独立して扱う手法が始まったといえる。

では住宅の場合，こうした動きはいつごろから見られる

のだろうか。誰もがまず思い浮かべるのは明治 21年竣工

白血
」
ua

何
百日

日
図 3-1 中流住宅にみる近代住宅の変容過程

員。日日q~q凹
図3-2 皇族邸宅にみる近代住宅の変容過程

ロ ：洋館／口和館／1玄関

イス ・精子座／ユカ 床座
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の明治宮殿だろう。皇居の造営計画は，フランス人ボアン

ビルによる石造。洋風の赤坂謁見所・会食堂造営からスタ

ートしたにも関わらず，工事途中の明治 12年に地震で崩

壊したことを受けて，計画の中断，見直しを余儀なくされ

た文 10）。こうした構造上の不安や予定地の地盤の弱さなど

から，明治 12年には奥向を 「日本造建物」，表向の謁見

所などを 「西洋造建物」とする方針が出され文 45），以下明

治 13年には洋風建築を一切取りやめ，西の丸に木造宮殿

を建設する案，翌明治 14～16年にはj・コンドルによる山

里の洋風正殿と吹上の木造奥宮殿の建設案が出された後文

10,54），最終的には明治 16年7月に表・奥全てを木造とする

「木製仮皇居」案の実施が決定した文 10,54）。この検討で興

味深いのは，一貫して「日本風木造」と「西洋風石造」が

対比する建築として提示され文紛， 「和洋何レノ建築」に

するかという選択が，木造にするか石造にするかに直結し

ている点である。すなわち，この明治宮殿の計画では，構

造と意匠は一体のものとしてとらえられていたことがわ

かる。明治宮殿は， 「和風」を前面に打ち出した皇室とし

て最初の建築であり，後の皇族邸宅造営に大きな影響を及

ぼしたことは確かだが，構造と意匠の一体化という点にお

いては近世の延長上に位置するといえる。その一方， 「御

建物ノ和洋折衷風」文 45）に正面から取り組み，その結果表

向の儀式空間では，和風の外観に対し内部では椅子座（立

式）の儀礼が導入され文日），内装や調度にも洋風の意匠が

選択された文 10,40,44）。これは，単に和風の室内を洋風の椅子

座に 「転用」するのではない本質的なもので，意匠を意匠

として単独で扱ったからこそ和風と洋風両者が混在した

室内空聞が生まれた。この点では，明治宮殿が住宅におけ

る 「和風」の成立の契機になったと位置づけられる。

以上のように，建築様式としての「和風」は，構造や生

活様式から切り離して考えられる， l枚の包装紙と同じ存

在といえる。そして，このように意匠のみが独立してはじ

めて， 「和風」が真に建築様式として成立したととらえる

ことができるだろう。機能や性格は同じだからこそ，周り

（外部・室内）を何で包むのか，つまり洋風でラツピング

するのか，和風でラツピングするのか，その違いが周囲に

対する主張として重要な意味を持つ。

「包装紙」とは，別の言葉に置き換えるなら 「表象」で

ある。すなわち，建築様式として 「和風」の成立は， 「和

風」という表象の確立といえるのである。

4. 和風が表現するもの

4. 1 明治天皇巡幸施設にみる和風 ・洋風

「和風」を表象ととらえるなら，その選択には何らかの

意図が龍められているはずである。 「皇族の住まい」とし

て 「和風」と「洋風」のいずれをなぜ選ぶのか，その事例

として行在所を取り上げよう注16）。

行在所とは，天皇（皇太子）が地方に巡幸した際，宿泊

-9-

等に用いられる仮の御座所であり文 63），いわば天皇の 「仮

の住まい」である。特に明治天皇は，よく知られているよ

うに，明治初期に地方情勢の把握と明治政権の浸透を目的

に日本各地を巡幸し，この際行在所や休憩のための御小休

所（以下，巡幸施設と総称する注 17)）が各地で用意された。

以下，明治天皇の六大巡幸のうち，史料や現存遺構が多

く施設の様相がよくわかる例として，奥羽巡幸（明治9年

6月2日～7月 21日）と東北・北海道巡幸（明治 14年 7

月30日～10月11日）を中心に巡幸施設の様相を検討する。

(1) 巡幸施設の種類と建築様式

従来巡幸施設は， 「地方の鹿嶋館」としばしば表現され

てきた。それは，現存する巡幸施設として取り上げられて

いた豊平館（北海道），東村山郡役所（山形県，現・天童

市立郡役所資料館），西田川郡役所（山形県，致道博物館

に移築現存）などがいずれも洋風の建築であり，巡幸が地

方に洋風建築を普及させるきっかけになったとされてい

るからである。しかし実際には，巡幸施設全体としては表

4 1に示すように圧倒的に和風の建築が多く，特に全体の

6割を占める個人住宅の場合， 1例を除いて全て和風であ

る。

なぜ，従来洋風の建築だけが注目されてきたのか。

その理由として，明治天皇自身が 「洋風」のイメージを

帯びた人物だったこと，そして巡幸では天皇が使用する椅

子・テーブル。テーブル掛等が持参され注ベ天皇が常に

椅子座を通したことがあげられる。明治天皇は，先に述べ

たように明治初年に断髪・洋装し，六大巡幸の最初である

明治5年の近畿・中国・九州巡幸時からすでに「燕尾服形

ホック掛の正月日」を常用した文 60）。また，用意された巡幸

施設の種類や建築様式に関わりなく，持参した椅子・テー

ブル・テーブル掛等の調度で整えられた座所（以下，王座

と呼ぶ注目））に土足のまま入り注 20），椅子に座るという生

活様式を通した。この明治天皇の 「仮の住まい」として，

「洋風」がふさわしいとの先入観があったことは否めない

だろう。さらに，明治天皇は巡幸の際，各地で県庁・郡役

所・学校・裁判所・軍施設・産業施設を視察に訪れており

文民団A九山形県令三島通庸が巡幸に先立ち，役所 ・県立病

院・警察署などを洋風建築で新築した例が知られる文 65）よ

うに，天皇が視察に訪れた施設は圧倒的に洋風建築が多か

った。天皇が宿泊・休息する巡幸施設に洋風建築が用意さ

れたとの先入観は，天皇自身の洋風のイメージに加え，視

察を受けた洋風建築が注目されたことから生まれたと考

えられる。

これら巡幸施設は，明治 14年の巡幸に先立つて出され

た「御巡幸ニ付心得方」注21）によれば，地方の民情を知る

ことが目的だから，支障がない限り既存建物を使う よう指

示されている。しかし実際は，秋田県を例にみると文 68)'

御泊行在所 10件中7件，御昼行在所 9件中 6件，御小休
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所 31件中 15件が玉座を新築し，計 12件が既存の建物に

修理を 加 え て お り ， 特に個人住宅は新築 ・改造を行った比

率が高かった。

以下， これら新築・改造された施設を中心に具体的な様

相を検討する。

(2) 巡幸施設の平面と内部空間

まず，洋風建築を見ると，表4-1の洋風建築22件 のう

ち，平面や写真によって巡幸時の内部の様子が判明するの

は 9件である（表 4-2）。東置賜郡役所（山形県，図 4-

1)の場合，王座部分は本来板敷の床に畳20畳を敷き詰め，

巡 幸時のみ「置床」を設けている（図 4-2）文15）。また開

成館（福島県）では，板敷の室内の一角に柱を立て，障子 を

表 4-1 明治9年 ・14年巡幸に

おける巡幸施設

（文献 60～62,66～80による）

用 種別 l：~築様式 ~t 

途 和風 洋風 不明

御 侃 λ体 牢 32 0 11 43 
i自 ，、ま士宮包きa 4 7 0 11 
行
在 全栓跡 4 2 7 
fili 社寺 7 。。7 

御 伺 A件宮 37 。9 46 
昼

公共施設 。 4 6 
行
在 全栓跡 。 2 
Pli 祉寺 3 。。3 

個人住宅 112 20 133 
御 ，，不全土食；；きa 5 8 15 

主栓仲
休 3 2 4 9 
所 社寺 16 。0 16 

野立（仮設） 13 0 60 73 

言十 230 22 119 371 

巡らして， 12畳敷の玉座を設けた文刊）（図 4-3）。清）｜｜小

学校（山形県）では，巡幸の際校舎全体に畳を敷き詰め，

玉座部分は畳の上にさらに械撞を敷いたという文 1410 この

ように，本来板敷の床に巡幸の時のみ畳を敷く例は9例中

5例 に 及 び ， 置 床 の 設 置 や 改 造 に よ っ て 玉 座 に ト コ を設け

る例も 6例ある。本来なら椅子座にもっともふさわしいは

ずの洋風建築で，内部空間をそのまま利用するのではなく，

和風建築の要素を加味している点が特筆される。

一方，和風建築の場合 （表 4 3注 22)） ，個人住宅では

郡山御泊行在所（福島県，図 4-4）や六郷御小休所（秋田

県），名取御小休所（宮城県）のように，母屋とは別棟で

1室または2室の建物を設ける場合が多い。大部分が王座

にトコを設けるが， 2室の場合トコを次の間から見た正面

表 4-2 明治天皇巡幸における洋風の巡幸施設

（明治9年・ 14年巡幸時に限定した）

No. 所在地 名称 用途 宝庫の広さ 巡幸時の室礼 現 i荷考

:ti トコ 上段 存

福島県郡山市 開成館 宿泊 12畳 。 不明 。 。 文献60,66,78, 79。3階に玉座設置。

2 福島県郡山市 金透小学校 小休 32'.Ll 。 。 × 一部 文献66,78,, 2階東側に玉座設置。

3 秋田県金沢町絡知学校 小休 24:rf 。 。 不明 × 文献68,

4 山形県新庄町 最上郡役所 宿泊 B畳程度＊ 不明 。 不明 × 文献71,73,2階の一角に王座設置。

5 山形県鶴岡市 西田川郡役所 宿泊 12畳程度＊ 不明 。 不明 。 文献71,73, 2階に玉座設置。

6 山形県高畠町 東置賜郡役所 宿泊 20畳 。 。 。 × 文献71,73, 75,次の間は18査。

7 山形県天室市 東村山郡役所 昼食 2畳程度＊ 不明 × 。 。 文献71,73, 77.。2階の一角に玉座設置。

8 山形県米沢市 南置賜郡役所 宿泊 不明 不明 。 。 × 文献71,73, 

9 山形県清川村 清Jll小学校 宿泊 18:l:l: 。 × × 一部 文献71,73,7<¥,2階建の王座を増築。

牢は畳数の記事がないが、図面から広さを判断した。

表 4-3 明治天皇巡幸における和風の巡幸施設

No. 所在地
（現名名称称）

用途 玉座の広さ f角書W3'R割 ｜寸法 t量イ古 てす 王現 官冒考

卜コ 上段 内j去r高 天井高 存

1 秋田県秋田市 北野’l~小休所 小休 4. 5畳 。 。 56. 3 83.1 。 ｜｜文銀献帥~8。奈良家内に移築。襖は金I也、天井は

2 秋田県六郷町 斉藤喜世助家（諏訪神社） 小休 arr 。 1室 58.8 112.0 0文献68,70 

3 秋田県湯沢市 雄勝郡役所（八幡神社） 宿泊 不明 不明 1室 57. 7 未 O｜舗文献の6み2調，2問苔《。洋風の郡役所に別棟新築。外

4 山形県上山市 上山樹首園（斎藤茂吉記念館環翠亭） 小休 B畳 。 × ｜／／ レ／ 0文献62'28，解体後、 1982年現在地に復元。

5 山形県山形市黒沢 渡辺久右衛門家 小休 日畳 × 1室 58.0 94. 2 0文献62'28, 

6 山形県出羽村漆山 半沢久三郎家（童の里） 小休 10畳 。 。 58.0 104. 6 0文献71,73,76, 「童の塁」 lこ移築。

7 宮城県名取市 菊池養蔵家（増田公民館） 小休 10畳 。 × υ／ レ ／ ×文献66,67,1993年取り療し。

8 福島県郡山市 宗形弥兵衛家（安藤ヒサヨ家） 宿泊 B畳 。 × ／ 二7 0文献66'78, 

9 新潟県岩室村 高島翁平家（高島屋） 小休 日畳 。 。 57. 5 114.0 0文献81,82。

10 新潟県新潟市 白勢成黙家（長徳寺） 宿泊 10畳 。 。 ／ ／／  0文献81,82。新発田市長徳寺へ移築。

11 新潟県新津市 4主誉怒~ 宿泊 日畳 。 。 ／ ン／ ×文献81,82。表御座所と袈御座所の 2棟あ
り。

12 新潟県寺泊町 寺泊学校（寺泊町役場） 昼食 日畳 。 × ／ ／ 。文献81,82，校舎とは別棟で新築。 1928年復

lニ＂＇

13 新潟県柏崎市 柏崎小学校 宿泊 21畳 × × ｜／ 1/ ×｜文陪献宮仰室n 2，和風2階建を新築。 1階玉座， 2

14 新潟県長岡市 表町小学校（少彦名神社） 宿泊 自：畳 × 。 _/  」／ 0文献81,82，和風の別棟を新築。

15 新潟県糸魚川市 池原平十郎家 宿泊 10畳 。 。 ／／  ×文献81,82。

16 富山県魚津市 寺崎与一郎家 宿泊 B畳 。 。 ./  」／ ×文献83,

17 愛知県名古屋市 名古屋得物館便殿（龍影間） 小休 9畳 。 。 57 .0 72.8 
。文献84，熱田神宮に移築。2畳分を上段とす

る。

18 滋賀県愛知川町 西村平八家（竹平様幸生殿） 宿泊 日畳 。 × ／／  0文献85。

円
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ではなく，庭側からみた正面に設けることが特徴である。

これは次の間が侍従の控室で注 231, 2室を通して対面に使

用する場面が少なし天皇に拝謁する場合も庭または縁か

ら伺候するためと考えられる。また2室構成の場合，北野

御小休所（山形県，図4-5,6,7）など多くが王座を上段と

し，後述のように置畳を置いて天皇の座所の床高をあげる

例も多い注24)0 

現存する建物の寸法を見ると（表4-3），内法高さは5

尺8寸程度と標準的な寸法であるのに対し，天井高さは六

郷御小休所や漆山御小休所（山形県） ，岩室御小休所で 10

尺以上あり，非常に高い。また外観も，北野御小休所や六

郷御小休所では玉座の真上のみ屋根を上げ，郡山御泊行在

所では平家でありながら 2階分に近い軒高にするなど，高

さを強調した例が見られる。

室内の仕様では，天井は樟縁天井の他，格天井にする例

（北野御小休所，相崎御泊行在所文81,82）など）や， 玉座上

部のみ塗り回しにする例（名古屋博物館便殿など）が見ら

れ，また襖を金張り，天井格闘を銀張りにした北野御小休

所や， 王座廻りを「総金地」にしたという文81)新津御泊行

在所（新潟県）のように，金や銀を用いる例が見られる。

この他，宮殿や神社を意識した意匠が多いことも特徴で，

名取御小休所は巡幸時の記録に「宮居建」「紫震殿に似た

る」とあり文67），新津御泊行在所も既存建物を「御所風」

に改築している文 8九巡幸施設は巡幸後，神社社殿に転用

される例が多かったが，これは天皇由縁の建物として大切

にされたこと以外に，その意匠が神社建築に似ていたこと

も一因と考えられる。

(3) 巡幸施設における「和風」の意図

これら巡幸施設で注目されるのは，本来なら椅子座とし、う洋

風の生活様式に最もふさわしいはずの洋風建築で，敢えて畳

を敷き，トコを設けるなど， ［和風Jを加味する改造を加えている

点である。これは，内部空間の「格」を表現する手段として，洋

風ではなく和風の規範を用いたためと考えられる。板敷の床を

そのまま使用せず畳を敷くのは，近世の上流住宅で板敷の床

を使うのが台所など裏方の格が低い部分だけだからであり，巡

幸時はこの畳の上にさらに械笹などの敷物を置き，椅子座とし

た。つまり，この場合の畳は，床座に対応させるための床仕上

げではなく， 「板敷より畳敷の方が格が高し、」とし、う「格の表現」

として用いられている。またトコは部屋の格の高さを示す装置と

して設けたものである。

同様に，和風の巡幸施設で見られた屋根や天井高さの強調

や上段の使用は9 書院造以来の空間秩序を利用して建物の

格を示したものである。また，金・銀の使用や御所・神社建築の

意匠の援用など，既存の意匠の中でも「格が高いJと認識され

る意匠を随所に散りばめている。

さらに室礼では，天皇の使用する椅子とテーブルを敷物

の上に直接置くのではなく，置畳を設えた上に置く場合も

多い。沼垂御小休所（新潟県，図4-8）を例にみると，中

央に程綱縁の置畳2畳分を据え，その上に緋毛民の菌を重

ねて王座とし，この菌の上にテーブルと椅子を置いている

文81）。また王座周辺を御簾や幕，注連縄などで装飾する例

も見られ注 25），天井の仕様や高さ，床仕上げなどの建築要

素に加え，室礼でもこうした和風の要素が加えられている。

以上のように，明治天皇の巡幸施設では，建築様式や生活

様式に関わらず，天皇が坐る空間が「和風」の要素によって演

出されていた。王座で、最も重視されたのは天皇としづ特別な人

物を迎えるにふさわしい「格Jを表現することであり，それぞれ

が抱くf天皇の住ましリのイメージが形として表現された。巡幸

施設の具体的な姿をみる限り， 「天皇の住まし、」として，当時す

でに流布されていた「洋装の天皇」の姿と直結する洋風建築で

はなく，書院造の上段やトコ，神社，注連縄，慢幕など，神聖さ

や格の高さを示す既知の「和風jのサインを想起したことは明ら

かである。洋風建築の内部にまでこうした和風の要素を用いた

のは，洋風では「天皇の座所」とし、う格を表現することができな

かったためだろう。

すなわち，巡幸施設において「和風」は， 天皇とし、う特別な人

物の「格」の高さを示す表象として選択されたと考えられる。

4.2 東宮御所の細部装飾にみる和風 ・洋風

巡幸施設では， 「和風」の要素として，建築本体だけで

はなく調度も大きな意味を持っていた。同様に，建築本体

に注目した場合， 壁や柱，床などのいわゆる主体構造だけ

ではなく，細部装飾も「和風」を表現する重要な要素であ

る。そもそも西洋建築でのバロックやロココなどの様式の

違いは，突き詰めるなら装飾の遣いといえるから，部分的

な装飾も建築様式としての「和風」の一部といえるだろう。

全体を和風で被うのか， 一部のみなのか，それは「包装紙」

の大きさの差に過ぎない。

部分的な「和風」の表象，すなわち和風装飾の事例とし

て東宮御所（現 ：迎賓館赤坂離宮法的）を取り上げる。

(1) 東宮御所の造営経過

東宮御所は，皇太子嘉仁親王（幼名明宮）の御殿として

明治 32年に着工，明治 41年に竣工した文10）。この建設経

緯については小野木重勝氏の研究に詳しいが文 10），より詳

細な経過は『東宮御所御造営局工事録』注 27) （以下， 『工

事録』と略記する）によって知ることができる。それによ

れば，外壁の煉瓦積に続き，明治 34年に石張り工事が始

まり，明治 36年に屋根工事，翌 37年に内装に着手してい

る。

装飾の製作に注目すると，まず外観は，石張りと同時に

設置する必要があるキャピタルや窓上の絵様彫刻の発注

は明治 36～37年初頭に集中し，正面・背面のペディメン

トや東西角塔上部の彫刻など屋根に近い部分の装飾の発

注はやや遅れて 37年の後半から 38年にかけて行われてい

る。また，正面東西の天球や鳳嵐像の製作・金箔押しなど，

1
1晶
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図4一1 東置賜郡役所外観 （文献75所収） 図4-5 北里子御小休所 外観

一－;--

' ~ 

図4-2 東置賜郡役所平面図 （文献75所Ji:lJ 図4-6 北野御小休所王座

土問 土問

士問

図4 3 開成館玉座見取図 （文献 78所収）
？？？？（尺｝

図4-7 北野御小休所平面図

図4-4 郡山御泊行在所 図4-8 沼垂御小休所王座 （文献81所収）
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石造彫刻や石膏レリーフ以外の装飾はさらに遅く，明治39

年にずれ込む。一方，内部については， 2階の主要室を中

心にみると，朝日の聞の工事着手が明治 38年2月で最も

早く，次いで羽衣の聞が同年3月，彩驚の聞が同年6月，

花鳥の聞が同年7月である。これら内装関係図面注28）の日

付は明治 38年前半に集中するが，彩驚の聞のみ明治 39年

後半まで装飾の変更が行われている。『工事録』によれば，

彩鴛の聞は朝日の聞に較べて初期の作図から工事完了ま

での期間が 1年以上長く，これは装飾の検討に時間を要し

たためと考えられる。

(2) 部屋の性格と装飾の傾向

東宮御所で特徴的なのは，全体は正統的な洋風建築であ

るにもかかわらず，日本固有の文物をモチーフとした装飾

が用いられていることである。例えば，北面中央のベディ

メント左右には， 『工事録』に「武装具飾」と記される甲

胃を身につけた青銅製の武士像が置かれ（図4-9），また

内部でも朝日の聞の天井蛇腹に甲胃が描かれている（図 4

-10）。以下，このように日本特有の文物をモチーフとし

た装飾を「和風装飾」，その他を「洋風装飾」と呼ぴ，そ

の使い分けに注目して分析を試みる。

和風装飾のモチーフには，甲胃や武器などの武具，琵琶

や霊，鼓などの楽器などがある。このうち武具をモチーフ

とした和風装飾は外観と 2階主要室のうち 14箇所に認め

られ注29），その位置は図 4-11に示すように外観では北面

中央部，内部では朝日の聞が最も多く，他には彩驚の聞と

東二の聞に見られるのみである。これを，同様に武具をモ

チーフとした洋風装飾の配置（図 4-12）と較べると，和

風装飾と対応するように南面外観や彩驚の聞に集中し，和

風装飾と洋風装飾が場所によって使い分けられているこ

とがわかる。

外観を詳しくみてみよう。正面である北面のペディメン

ト（図 4 13）は，中央に皇室の紋章である菊紋を配した

カルトウーシュ，その左に鎧，右に兜と龍手を配し，さら

に背後に矢や旗，盾などを配した意匠である。それに対し，

背面である南面のベディメント（図 4-14）は，中央に菊

紋を配したカルトウーシュ，その左右に西洋の甲胃を配し，

やはり背後に矢や旗，盾を配置する。つまり，南北のペデ

イメントは，いずれも武具を題材とし，しかもほぼ同じ構

図を採りながら，北面は日本の武具，南面は西洋の武具を

モチーフとしている。正面に「和風」，背面に「洋風」を

配している点に注目しておきたい。

同様に武具の装飾が見られる朝日の間と彩鷺の聞を比

較しよう。この 2室は， 『工事録』では前者が「第一客室」，

後者が 「第二客室」と呼ばれ，いずれも「溜之間」文 211す

なわち外来者の控えの聞として計画された。両者の使い分

けを記した資料はないが，朝日の闘が玄関から続く中央大

階段の正面にあり，その東西に皇太子及び皇太子妃の公的

な諸室が連続するのに対し，彩驚の聞は階段を挟んで対称

の位置にあり，その東西は来客の寝室など予備室である。

この配置から，2室のうち朝日の聞が外来者が最初に入る

部屋であり，かっ朝日の聞は皇太子。同妃との謁見のため

の控えの間，彩鷺の聞は羽衣の聞での舞踏会や花鳥の聞で

の会食のための控えの間と判断できる。

朝日の聞は，ピラスターやモジリオンを多用した彫りの

深い構成と，壁面の織物や天井絵画など「面」で装飾され

た重厚な空間である。一方，彩鷺の聞は，こうした凹凸も

面的に覆う装飾もなく，代わって白い壁画や天井面を金箔

貼りの繊細な石膏レリーフで彩る意匠で統一される。それ

ぞれの内部意匠は，朝日の聞は皇太子の御座所や謁見室で

ある東二の間（狩の間） ，彩鷺の聞は羽衣の間と共通し，

2室の性格の違いを反映する。 2室の和風装飾の数を見る

と，朝日の聞は彩驚の聞に較べて圧倒的に多ぐ，朝日の聞

では天井絵画やレリーフに繰り返し甲胃や日章旗のモチ

ーフが用いられているのに対し，彩鷺の間では2箇所の扉

上レリーフとマントルピースの飾金物に留まっている。

この傾向は， 2室と関連の深い東二の間（狩の間）およ

び羽衣の間と比較するとより明らかになる。羽衣の聞は，

舞踏室という性格にふさわしく，壁画が楽器をモチーフと

したトロフィーで飾られており，この4種類のトロフイー

のうち 3種類に和風の装飾がある。ただし，トロフィー全

体が「和風」なのではなく，竹笛・鼓・笠・琴など日本特

有の楽器と，バイオリン・ハープなど西洋の楽器がひとつ

のトロフィー内に混在し，一見しただけでは和洋両方が含

まれていると判別できないほど巧妙に組み合わされてい

る（図 4-15）。これは，朝日の聞や彩驚の聞の和風装飾

が一目でそれとわかるよう独立していることと対照的で

ある。 一方，東二の聞は，北面に「武士の山狩」と題する

壁飾織物が飾られている注 30）。これは，浅井忠下絵による

狩装束を身につけた 3人の武士の騎馬像であり，外観や朝

日の聞で繰り返し用いられた「和風」の武士像をモチーフ

とする。縦 239.9cm，横 391.4cmの大作で，東二の閣の北

面は 2箇所の扉を除く全てがこの絵で覆われているとい

っても過言ではない。つまり東二の聞は， 「武士の山狩」

という 「和風」の装飾がこの部屋全体のイメージを形成し

ているといえる。

以上の4室をその性格や用途で並べると，最も儀礼的な

空聞が東二の聞であり，対面の控え室である朝日の闘がこ

れに続〈。逆に儀式よりも社交性を重視する空聞が羽衣の

聞であり，その控え室である彩驚の聞はちょうど朝日の聞

と羽衣の聞の中間的な性格といえる。 4室の和風装飾は，

羽衣の聞では洋風装飾に混在して一目ではわからないよ

う配置されているのに対し，彩驚の間，朝日の聞と進むに

連れて和風装飾の数が増え，その存在が強調されるように

なる。さらに東二の聞では，壁面装飾という最も大きく目

立つ形でその存在が強調されている。

すなわち，東宮御所では儀礼的な性格が強いほど和風装

飾が強調されている傾向が指摘できる。

ハ
〈
叫

司
1
1 住宅総合研究財団研究論文集No.31, 2004年l~i



図 4-9 東宮御所正面中央「武装具飾」

B 

．ー室内装飾

企ー外観装飾

図4一11 東宮御所 2階 武具をモチーフとした和風装飾の分布

図4ー 13 東宮御所 北側中央ベディメン卜

図4 14 東宮御所 南側中央ペディメン卜

-14-

図 4ー 10 東宮御所朝日の問天井蛇腹絵画

日

・室内装飾

企外観装飾

図4ー 12 東宮御所2階 武具をモチーフとした洋風装飾の分布

A 北面外観

D 彩うなの問

G 中広間

B 南面外観

E 羽衣の問

H 小広間

c 朝日の問

F 花鳥の間

I 階段の間

図4 15 東宮御所 羽衣の間壁面トロフィー

（左：全体，右：部分）
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(3) 東宮御所における和風装飾の意図

以上のように東宮御所は，全体としては 「西欧建築の様

式と技術の総決算」文42）と評されるほど，正統的な洋風建

築だが，細部には単なる西洋の模倣ではない 「和風」の装

飾が用いられていた。その配置は外観，内部とも公的な位

置，さらに謁見という儀式空間に近いほど「和風」を強調

するという明確なルールに拠っている。つまり，音楽や舞

踏の場としての楽しさの演出が重視された羽衣の聞では

なく，東二の聞や朝日の聞など謁見する皇太子の権威を表

すことが求められた部屋でこそ 「和風」は必要とされた。

いいかえれば，東宮御所において「和風」は住み手である

皇太子注 31）の地位や権威を表現するために用いられたとい

える。

さらに，和風装飾の中でも，特に「武土」にちなむ意匠

が繰り返し用いられている点に注目したい。武具そのもの

は，洋風建築でも装飾にしばしば用いられるモチーフだが，

鎧兜や武士像など日本独自の文物を題材としている点に

意味がある。 『明治工業史 建築編』文21）が朝日の閣の天

井蛇腹の装飾絵画について，南北面の木造船と弓矢の絵画

を「海軍の武器軍艦等」，東西面の甲青の絵画（前掲図 4

-9）を 「陸軍の武器鎧兜」と記しているように，これら

の武具の装飾は「軍力」の象徴とされた。洋風ではなく，

あえて和風の武具を選択したのは，その軍力が他のどの国

でもない， 「日本」のものであることを示すためと考えら

れ，加えて日本の軍隊の統率者である天皇・皇太子の立場

をも示唆している。

東宮御所において 「和風」は，皇太子，さらには皇室や

日本の権威と力を表現する役目を担ったといえる。

4.3 皇族の住まいと「和風」

以上，皇族邸宅および巡幸施設を通して，和風と洋風の

使い分けとその意味を検討してきた。

生活様式に限ってみれば，公的部分は本邸でも巡幸施設

でも椅子座を徹底した。山崎鯛介氏によれば，宮中儀礼で

立式の導入は明治5年の新年拝賀に始まり，同時に宮殿内

での靴の使用が前年の明治4年 12月末に義務づけられて

いる文43）。立式儀礼の導入は，西洋と同じ土俵に立つこと，

同列であることを示すに不可欠であり，この生活様式の点、

では，皇族は 「洋風化の推進者」という立場を一貫したと

いえるだろう。

その一方，建築様式としては，皇族邸宅では明治 20年

代以降「和風」が積極的に選択された。特に，公的な空間

で和風を強調するという手法は，東宮御所での和風装飾の

配置と一致する。巡幸施設にみるように， 「和風」は人々

の既知の形，既知のルールによって「格」を表現するデザ

インコー ドだった。 「格」とは，見る側と見られる側，対

面する側とされる側の双方に共通の認識があってはじめ

て成立する概念であり，巡幸が行われた明治初期には洋風

での格付けのルールが浸透していないこともあり，和風の

要素が必要とされたのだろう。

皇族邸宅の「和風」も同様の意図から用いられたことは

想像に難くない。ただし，明治宮殿の計画から竣工時の新

聞・雑誌記事をみると，宮殿の計画段階では「粧飾を美に

し堅牢壮大」文46）「最も宏壮の観」文47）など，壮大で豪華な

計画との形容が頻出するが，実際に完成した和風宮殿に対

しては「御質素に留めさせ給ふ」 文相） 「荘厳美麗と申さん

よりは寧ろ清潔質素とも称す可き御結構」文49）「広大壮麗

是等諸外国人の眼ともを奪ふ程の新皇居を御造営遊ばさ

るhならむと窃に予期し奉りたるに，美は則ち美なりと雛

ども，規模狭小にして，中々昔の大内裏に及ぶべくもあら

ず」文 50）などと表現されている。つまり，当時の人々は宮

殿に対して「荘厳」 「壮大」であることを求めていたが，

実際に建設された和風宮殿にはそうした印象は抱かず，む

しろ「質素」だと感じていたことがわかる。皇族による和

風の邸宅も同様で， 「清楚凌雅の意匠を擬し」文28) （北白

川宮II）などの記事が続く。これは天皇 ・皇族の権威を示

す建築として，プラス評価とは言い難い。

ではなぜ「皇族の住まい」で，明治後半以降に改めて「和

風」の表象が用いられたのだろうか。 「和風」が皇族邸宅

の中でも特に公的な空間で用いられた点に注目すれば，圏

内というよりむしろ対外的なアピールを意図したことが

考えられる。皇族邸宅という外国使節を招く場面が想定さ

れる住宅では，日本の皇族としての立場や権威をアピール

する必要があった。東宮御所の和風装飾に見るように，

「和風」はそうした権威や力が，他のどこのものでもない，

「日本」のものであるという限定を付記する役目を持って

いた。 「日本の国力」 「日本の権威」を対外的に示すため

に，日本独自の建築様式が求められたといえよう。

5. リパイパルとしての和風

5. 1 リ／＇＼イパルとサパイパルー 2つの和風

改めて，最初にみた初田亨氏による近代和風の分類に戻

ろう。初田氏は近代和風建築には，近世以来の伝統的建築

を維持し後世に伝える 「伝統の継承」型と，近代の新たな

建築用途や構造と組み合わせて新しい様式を作ろうとす

る 「和風の構築」型があること，つまり和風には近世から

連続するものと，近代に新しく確立したものがあると指摘

された。一方，鈴木博之氏は，近代ヨーロッパにおけるゴ

シック・リパイパルなどの古典復興を例に，既存の様式を

ある意図を持って選択し新しい建築を作ることを「リパイ

パル」，古い様式がただ残存した状態を「サパイパル」と

定義した文 jl)。これを初田氏の分類と照らし合わせると，

「イ云統の継承」型はサパイパルとしての和風， 「和風の構

築」型はリパイパルとしての和風といえる。

この定義に当てはめて近代住宅を眺めると，先に指摘し

た皇族邸宅の特徴がより鮮明になる。図 3ーし 3-2です

でに示したように，住宅における和風・洋風の折衷過程は，

「内

υ
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中流階級を中心に見た場合と皇族邸宅を見た場合で変容

が異なる。中流階級にとって「和風」は，洋風化を志向す

る流れの中で，近世以来の生活を引きずるものであったの

に対し，皇族にとっての「和風」は，一旦は洋風化路線を

辿った上で改めて意識的に選択した様式であった。先の分

類に従えば，前者はサパイパルとしての和風，後者はリパ

イパルとしての和風に当たる。すなわち，近代以降の「和

風」の住宅には，形は似ていても成立過程や性格の異なる

2つの型が混在しているのである。

この 2つの「和風」のその後の変容にも注目したい。リ

パイパルとサパイパル，どちらが前時代の形式を継承して

いるかといえば， 「サパイパルとしての和風」だろう。 一

方， 「リパイパルとしての和風」は，そのまま近世から続

いているのではなく， －ELは断絶し，近代に過去の様式を

参照しつつ作られた様式である。「サパイパルとしての和

風」すなわち中流階級にとって「和風」は，住宅の近代イじ

の中で最終的には洋風の中に飲み込まれていくのに対し，

「リパイパルとしての和風」すなわち皇族にとっての和風

は，少なくとも戦前期まで積極的に利用され，さらに他の

上流邸宅にも影響を与えた文4,37）。とすれば，近世から存続

した「和風」は次第に消滅し，むしろ近代に生み出された

「和風」がその後に生き残ったことになる。つまり，現在

みる「和風」は近代に創り出された形といえる。

和風は 「伝統の継承」といわれることが多いが，実際に

は過去の姿をただ「継承」したわけではない。むしろ後世

に演出したもの，創造したものであり，この近代に創出さ

れた伝統の形が，現在の「和風」に継承されているのであ

る。

5.2 和風の創造一和風のリパイパルモチーフ

では，近代に生まれた「和風」は，直前の時代である近

世に回帰し，その様式を再用して設計されたのだろうか。

いいかえるなら， 「和風」を表現するに当たり，何がモチ

ーフとして選ばれたのだろうか。

結論を先に述べるなら，明治宮殿をはじめとする皇族邸

宅で 「和風」の表現として用いられたのは，近世の意匠そ

のものではない。イギリスのゴシック。リパイパルがゴシ

ック誕生から数百年経ち，すでに他の建築様式も登場した

後の 18世紀末～19世紀に起きたように，リパイパルとは

必ずしも直近の時代に回帰するとは限らない。もちろん建

築要素だけをみれば，長押，襖や障子，格天井や樟縁天井

など，確かに近世の書院造の様式が採用されている。しか

し，障壁画や唐紙，壁・天井の装飾裂地注32），引手金具な

どの細部意匠に目を向けると，近世より遡る時代のモチー

フが用いられていることに気づく。

そのひとつが古代意匠の採用である。明治宮殿を例にみ

てみよう。明治宮殿の室内は，表宮殿は装飾裂地や綴織，

天井画，奥宮殿も障壁画などによって装飾されていた注33）。

これら室内装飾の制作を指揮したのは，当時農商務権大書

記官だった山高信離で文 54），山高は「榎本武揚などが，皇

居の装飾は出来る丈けハイカラにしろといふ説を排し，極

力国粋保存主義を力説し，正倉院の御物や，京都奈良の代

表的古美術の粋を取り，これを新しき様式に掲きかへて，

襖から額天井，各室各閣の揮牽に当った」 文55）という。 事

実， 『明治工業史 建築編』によれば，明治宮殿の天井画

には「東大寺綾地錦紋」 「東大寺琵琶落帯革紋」など正倉

院御物や， 「厳島神社蔵経紙」すなわち「平家納経」の料

表 5-1 明治宮殿表宮殿 天井函の文様と意匠の出典

建物名 場所 文＋華 意匠の出典

行よ格天井二夏蛇腹 度雲宝華模犠 東大寺綾I也錦紋

折上格天井初霊長之間 菱形宝ヰ目花模様

折上格天井一重平 菱形宝相花模様 東大寺経函絵紋

正殿 折上格天弁初重蛇腹 古紋畳葵模格 東大寺琵琶落帯革紋

祈よ格天井一室長之間 宝ヰ目花模様

折上格天井ー霊平 宝ヰ目花模様 東大寺経函絵紋

入側折天井平 七曜美花模様 東大寺経薗絵紋
入倶IJ格天井平 斬錦紋模様 古織紋

折上格天井初重蛇腹 春日鉄仙模棟 手向山神社蔵鐙紋

折よ格天井初重蛇腹 花イチコ模様 古織物紋

折上格天井初重平 罰葵模篠 蜜紅紋

隻明殿 折上格天井一重蛇腹 厳島鉄仙模様 厳島神社蔵経紙絵紋

折上格天井一重長之間 古紋－ii菱模様 厳島神社蔵経紙絵紋

折上格天井一重長之間 古紋菱形模様 ｜厳島神社蔵経紙絵紋

折上格天井一重長之閑 ｜舞鳳模様

折上格天井一重平 古紋古牡丹模様 政子手函i車線綾紋

千種之間 入担IJ格天井平 古紋八重罰葵模様 東大寺磁器物紋

竹之問
折上格天井蛇腹 土日l』鉄仙模様 稲図豊章下絵 )liJー出所ナシ

折よ格天井平 牡丹模様 稲岡豊章下絵別ー出所ナシ

牡丹之間
折上格天井蛇腹 古紋ニ色葵模様 東大寺碁盤紋

折上格天井平 花雀模様 東大寺古織紋

格天井平 瑞雲宝葦模様 東大寺蔵織紋

西溜之間 比廊下格天井 古紋蓑宝模様 東大寺古織紋

折よ格天井蛇腹 古紋山桜模様 東大寺蔵器物紋

葡萄之閑
格天井平 花織模織 古紋革紋

暖炉蛇腹 波連千鳥模機 古織紋

御車寄 東ノ間格天井平 八重梅鉢模様 古彫刻紋

西ノ間格天井平 古紋葵花模様 東大寺蔵器物紋
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紙絵画などの名が意匠の原典として頻出する（表 5-1)。

例えば，豊明殿の場合，折上格天井の初重蛇腹は 「手向山

神社蔵鐙紋」から採った 「春日鉄仙模様」，二重蛇腹は平

家納経の 「厳島鉄仙模様」だった。襖や壁張付の文様も同

様で，これは表宮殿だけではなく奥宮殿にも共通し注34¥
またその後同様の細部意匠が離宮や皇族邸宅でも採用さ

れている注35）。

こうした傾向を踏まえると，建築本体にも古代と近世，

両方の意匠の併存が指摘できる。明治宮殿の正殿（謁見

所）は，京都御所紫寝殿を参考にしたとされ文 18），モデル

とされた紫寝殿は平安復古を意図して造営された寛政度

内裏（寛政2年完成）を継承して安政2年に建てられた。

このため，現存する紫寝殿は近世に建てられた平安風の住

宅といえ，平面や意匠に平安時代の寝殿造の要素が見られ

る。この紫寝殿は寝殿造風に丸柱でしころ葺の檎皮屋根だ

が，明治宮殿正殿は角柱を用い，本瓦葺風の銅板屋根であ

る。洋風の要素が強い内部を避けて外観のみをみても，明

治宮殿正殿は紫震殿に較べて平安復古的な要素は薄〈，近

世的である。その一方，紫震殿で最も近世的とされる軒下

の組物文部）のかわりに，明治宮殿正殿は舟肘木のみの簡素

な姿とし，また外回りにはガラス戸と外聞きの蔀戸を併用

している。つまり，明治宮殿正殿の 「和風」は，紫寝殿を

参考にしたといいながら，平安的とも近世的ともいえない

独特のものなのである。

このような古代意匠の援用は，江戸時代後期の公家社会

での平安復古の動き文57)の延長上と見ることもできるが，

18世紀フランスでの古典復興の背景に，ナポレオン 1世統

治下のフランスを古代ローマ大帝国に比する思想、があっ

たように，天平や平安という天皇が統治していた時代を明

治になぞらえる意味もあっただろう。

もうひとつ，皇族に多用されたモチーフとして武士像が

挙げられる注36）。先に赤坂離宮において，鎧兜などの武具や

日本武士像の装飾が公的な場所に用いられたことを指摘し

たが，こうした武士像は明治宮殿の前身計画に当たる赤坂

謁見所・会食堂でも，謁見所の小壁・天井に「蒙古征伐図」

と題する合戦図が計画され文IO），明治宮殿内の宮御殿（皇太

子嘉仁親王の御殿）の杉戸にも楠木正成の逸話を描いた「正

成詣笠置」と， 北条時宗の若武者姿を描いた 「時宗騎射」

があった文51,52）。さらに大正3年に竣工した武庫離宮謁見所

でも「極彩色の甲胃武具の装飾画」が描かれる文21)など，武

士を主題とした絵画が皇室関連の各所で用いられた。こう

した武士を主題とした障壁画や装飾は， 「武士の時代」だ

った近世にいかにもありそうだが，実際にはこのようにあ

からさまに武士を描いた絵や鎧兜を即物的に表現した装飾

は，絵巻物や扉風など可動式の絵画には例があるものの，

障壁画や建築彫刻に限定すると，江戸城などの城郭御殿に

も，天皇の御所にも例がない注37）。

よく考えてみれば， 「武士の時代」に 「武士の住まい」

で武士そのものを描く必要性はない。対面をする側，され

る側が武士であった近世には，むしろ公家の風俗や儀礼を

借りて伝統や権威を表現した注38）。身分や立場が異なるから

こそ借りる 「意味」があったといえる。この事例を踏まえ

れば，明治が 「武士の時代」ではないからこそ，武士像を

表象とする意味があった。明治維新後の日本は， 「文より

も武を貴ぶ強兵富国の軍国国家」であり，その頂点たる天

皇は服装・行動・宮廷制度等の変革により， 「公家」から

「武人」へとイメージの転換が図られた文59）。近代に改めて

国を掌握する立場となった天皇の「カ」を示す装飾として，

「武士像」は近代に新たに創造されたのである。

このように， 「皇族の住まい」にみる「和風」は近世に

似て非なるものである。繰り返すなら，伝統とはただ継承

するものではなく，後世に演出するもの，創造するもので

あり，それにふさわしい時代とその意匠がモチーフとして

周到に選ばれたのである。

おわりに 和風とは何か

和風とは何か。この間いは，近代和風に携わる研究者な

ら誰もが一度は発するものだろう。筆者もまたずっとその

答えを探してきた。今，住宅という限定された対象の中で

考えた結果を示し，本稿のまとめとしたい。

まず， 「和風」はひとつの統一された像ではない。近代

における「和風」という言葉には，近世から存続した姿と，

近代に生み出された姿の，両方が内包されている。しかし，

和風という概念が，洋風に対比する形で近代に成立した以

上，筆者はこのうち後者こそが「建築様式としての和風」

だと考える。

また， 「和風」は近世そのものではない。 「和風」は近

代において，直前の時代の近世の様式をそのまま継承する

のではなく，使用者の立場や思想を表現するにふさわしい

時代と意匠をデザインソースとして選択して創出された。

皇族の場合，そのひとつが古代意匠であり，もうひとつが

武士像であったことはすでに見た通りである。前者が正倉

院宝物など既存の意匠を援用したリパイパルデザインで

あるのに対し，後者は近世にありそうでいながら実在しな

い装飾である。 「古代」と「武士」という一見相反するふ

たつのモチーフは，近代という時代だからこそ，本来の年

代も用途も超えて 「天皇の治世と力」の表現のために併用

されたといえる。

そして， 「和風」とは独立した意匠であり，構造や生活

様式と切り離して用いられるものである。明治天皇の巡幸

施設では，本来は床座という生活様式に直結するはずの畳

でさえ 「格」を示すサインに過ぎず，建築本体の様式や生

活様式に関わらず，内部に「和風」の要素が貼り付けられ

た。同様に，皇族はその住まいにおいて，表象としての 「和

風」を意志を持って選択し，国内外に対して日本の皇族の

権威をアピールするという意図を託したのである。

勾
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「和風」という言葉は，明治時代から使われているにも

かかわらず，それが何を指すのか，明確な定義がされない

まま現在に至った。そして余りに一般的かっ身近であった

ため，私たちはこの言葉を便利に使い続け，漠然とした言

葉であるが故にさらに広い意味を吸収することになった。

現在の「和風」は，近代よりさらに多様な姿を包含してい

る。しかし，近代和風の研究が進んだ今， 「和風」という

言葉が抱える異相に，学問用語としてそれぞれ異なる名前

を与えなければならない時期に来たといえる。

「和風とは何か」という聞いは，今後どの姿に「和風」

という名称を与えるか，その選択を問うているのである。
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＜注＞

1）近年，近代上流階級の和風邸宅の存在意義について論じたも

のとして，文献3,4,5,27などがある。

2）廃絶した宮家のうち，有栖川宮の祭認は高松宮，小松宮の祭

杷は東伏見宮が継承した。なお， 小松宮彰仁親王は明治 15年

まで東伏見宮を称したが，本稿では煩雑を避け小松宮で統一す

る。

3）宮内庁書陵部蔵。文献 10所収。

4）明治20年の参謀本部陸軍部測量局による『五千分東京図』

によれば，伏見宮邸に描かれた建物は注3の平面図のうち和館

部分に一致する。

5）明治 29年から明治36年の間，霞ヶ関邸は宮内省から敷地を借

用して存続した（文献22）。

6）「有栖川宮邸新築御殿之図」 「有栖川宮邸新築属舎之図」およ

ぴ「霞関離宮平面図」。いずれも宮内庁蔵，文献 10所収。

7）「北白川宮御建物図面」北白Jll宮家蔵，文献 JO所収。

8）都立中央図書館木子文庫「北白川宮邸配置図」 「北白川l宮邸平

面図」 「竣工写真」など。

9）注8および文献280

10）都立中央図書館木子文庫『閑院宮邸配置図』。文献 10所収の

『閑院宮邸平面図」とは和館部分が異なるが，本図は明治 39

年の和館焼失以前の様相を示すと判断される。

11）筆者蔵。年紀はないが，工事途中の変更と考えられる書き込み

があり，実施図と判断される。

12）昭和2年の秩父宮，昭和8年の朝香宮など，昭和初期には洋館

を中心にする例も存在した。

13）学問所は，宮殿・御用邸でも級訟敷で，かつ表向（表宮殿）に

近い位置に置かれており ，執務や対面等に用いられたと考えら

れる。

14）文献 19所収の平面図・断面図，および仕様書による。

15）文献6,7を参照して筆者が作図した。

16）明治天皇巡幸については，文献60,62,64に詳しい。また行在所

など巡幸施設については文献 14ですでに報告しており，本稿は

n
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その抜粋である。

17）なお， 「御巡幸ニ付沿道地方官心得方」 （文献 60所収）等に

よれば，宿泊に用いるものを御泊行在所，昼食に用いるもの

を御昼行在所，休憩に用いるものを御小休所と呼んで分離し

ており，本稿でもこの名称、に従う。

18）「明治九年御巡幸ニ付心得方」 （文献 60所収） 「御膳部式，

御椅子テーブル並御風目御厨ハ，総テ御持越ノ筈ニ付別段用

意ニ及パズ」。なお， 『明治五年幸啓録二』 （宮内庁書陵部

蔵）によると，明治5年3'A 13日に天皇が東校と文部省に行

幸した際にも宮内省から文部省に椅子が差廻されており，巡

幸以外でも天皇の椅子を持参している。

19）玉座は天皇が坐る椅子を指すことが多いが，図42のように，

巡幸では明治天皇が坐る部屋そのものを玉座と呼んでいる。

20）大正 11年に行われた明治5年巡幸時の関係者への聞き取り調

査（文献60所収）をはじめ，文献 67～85の巡幸記録による。

なお，同資料によれば，天皇のみならず，臣下も靴のまま巡

幸準備を行っている。

21）注 18史料 「但，別段修繕ヲ加ルニ及パズ」 。

22）巡幸施設で和風建築を新築したもののうち，様相がよくわか

る例を扱った。

23）文献67所収の平面図の書込など。

24）沼垂御小休所（新潟県，図 4-8），関ケ原御小休所（岐車県，

文献86）など。

25）文献 67によれば，巡幸時に用いられたとされる復数の御簾・

幕・扉風等があり，漆山御小休所（山形県，文献 76），新潟

御泊行在所（新潟県，文献81）など例は多い。

26）旧東宮御所は，竣工以来「赤坂離宮」 「迎賓館」など複数の

名称を経ているが，ここでは創建当時の名称である東宮御所

に統一する。

27）宮内庁書陵部蔵。全99冊。

28）『東宮御所御造営図面』宮内庁書陵部蔵。なお，昭和 49年の

改修時に全図面のマイクロ複写され，フィルムは迎賓館に所

蔵されている。本研究ではこのフィルムから複写させていた

だいた。

29）同じ図様の装飾が複数箇所にある場合，別に数えた。

30）「武土の山狩図」については，文献 38,39で詳細な分析が試み

られている。

31）よく知られるように，皇太子嘉仁親王は一度もこの御所に住

まなかったが，設計に当たり皇太子が住み手として想定され

ていたことに変わりはない。

32）明治宮殿の織物類の呼称、は，製作を担当した川島織物の呼称

に従う（文献40,41）。

33）なお，天皇常御殿など奥宮殿の杉戸は焼失を免れて現存し（文

献52,53），さらに天井や壁の障壁画等については膨大な下絵

が宮内庁書陵部に現存する（文献 51など） 。

34）『皇居御造営誌付属別冊 内部諸装飾明細図帖』宮内庁書陵

部蔵。

35）明治 17～昭和 14年に離宮とされた二条城二の丸御殿にも明

治宮殿奥宮殿と同様の内装が現存するほか，北白川宮II（注8
の竣工写真），竹田宮II（文献 10所収内部写真）でも同様の

襖絵が用いられたことが確認できる。

36）天皇家における武士像の図像的解釈については，文献 38,39

で論じられている。また明治期における天皇の武家化につい

ては文献 58に詳しい。

37）強いてあげるなら 「鷹狩図」があるが，江戸城陣壁画等を例

に見ると，確かに弓矢を持つ武士の姿はあるものの，鷹狩り

に関わる武士以外の人物や風景を広く備隊的に描いており ，

武士を描くことに力点が置かれていない。

38）例えば，幕府は，日光東照宮への例幣使の発遣を朝廷に要請

した際，類似の朝儀であり応仁の乱以来中絶していた伊勢神

宮への例幣使の再興を図っている（文献 59）。藤田覚氏は文

献59において，幕府が江戸中期以降積極的に朝儀の再興を図

ったのは，天皇の権威を上げることが，朝廷を中心とする秩

序体系の中で将軍家の権威を強化することに繋がったからだ
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と指摘している。また江戸城等の城郭御殿の陣壁画に，物語

絵や畿内 ・近江の名所絵などが多く選択されたことも，公家

文化の援用と理解できる。
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年。
3）西和彦「近代和風建築J日本の美術 'Jo.450，至文堂，2003年 11

月。
4）大川三雄「和風大邸宅に見る近代の諸相J『月刊文化財』 457

号，2001年 10月。

5）内田青蔵・大川三雄・藤谷陽悦 『図説日本近代住宅史』 鹿島出

版会，2001年。

6）内田青蔵『日本の近代住宅』鹿島出版会，1992年J

7）内田青蔵「近代住宅の形成過程にみる（近世）と（近代）」『日本に

おける近世・近代の建築観』2003年度日本建築学会大会建築歴

史・意匠部門研究協議会資料，2003年。

8）藤森照信『日本の近代建築（上）（下）』 岩波新書，1900年3

9）水沼淑子『和・洋の心を生かす住まし、』彰国社，1997年，

10）小野木重勝 『明治洋風宮廷建築』相模書房， 19830

l ll 2003年度日本建築学会大会研究協議会「日本における近世・

近代の建築観」の鈴木博之氏「西洋建築研究の視点から」に

おける発言。

〈天皇 ・皇族およびその邸宅に関わるもの〉

12）水沼淑子・加藤仁美 ・小沢朝江「近代における皇族別荘の立

地・沿革及び建築・使い方に関する研究ー海浜別荘を中心と

する検討」住総研研究年報 No.27，住宅総合研究財団，2001

年 3月。

13）小沢朝江・水沼淑子「皇族本邸における和風と洋風の使い分

けについて一一近代における皇族邸宅の建築様式と生活様式

に関する研究(1）」日本建築学会大会学術講演便概集，2000年。

14）小沢朝江・水沼淑子：「明治期における巡幸施設の建築様式

と使い方に関する研究ー皇室にみる洋風から和風への回帰と

その背景」住総研研究年報 No.29，住宅総合研究財団， 2003

年 3月。

15）多木浩二 『天皇の肖像』岩波新書， 1988年。

16）『明治天皇紀』宮内庁， 1968～1977年。

17）青木信夫 「日本近代における皇族・華族邸宅の成立と展開に関

する歴史的研究」東京大学大学院博士論文， 1996年。

18）小野木重勝 『近代和風宮廷建築における和洋折衷技法に関す

る研究』1988年。

19）小野木重勝 『明治前期和風宮廷建築の技法に関する研究，文

部省科学研究補助金研究成果報告書』1993年。

20）鈴木博之 『日本の近代 10 都市へ」中央公論新社， 1999年。

21）工学会 『明治工業史・建築篇』学術文献普及会， 1927年。

22）『帝室林野局五十年史』帝室林野局，1939年。

23）「有栖川宮総記』高松宮蔵版， 1940年。

24）『織仁親王日記』高松宮蔵版， 1935年。

25）『貞愛親王事績』伏見宮蔵版， 1928年。

26）「百五十高円の伏見宮御新邸」国際建築 Vol.12No. 8, 1926 

年。

27) 『金枝玉葉市占』実業之日本社， 1928年。

28） 「北白）｜｜宮御殿竣工」建築世界Vol.6 No.4, 1912年。

29）『依仁親王』東伏見宮家蔵版， 1927年。

30）「東伏見宮邸御対面所」他，婦人画報Vol.2No.3,6,7, 1914年。

31）梨本伊都子 『三代の天皇と私』講談社， 1975年。

32）都立中央図書館木子文庫「梨本宮青山御邸新築平面図」 。

33）中里清五郎「梨本宮新御殿」建築工芸叢誌 Vol.lNo.5, 1912 

年。

34）『邦彦王行実』久遁宮蔵版， 1939年。

35）武嶋嘉三郎 『侯爵久遁邦久伝』 1937年。

36）鈴木博之 『東京の地霊』文芸春秋， 1990年。

37）大川三雄「貴顕の邸宅」『近代和風建築』建築資料研究社， 1992

年。
38）今井佳代 「明治期における武士像と国民国家の形成」千葉大学

文学部史学科卒業論文， 1999年。

39）菅崎千秋「東宮御所（赤坂離宮・現迎賓館）室内装飾研究」学

習院大学文学部哲学科卒業論文， 2001年。

40）『幽遠なる妙想一平成悲母観音・綴織展』名都美術館， 1997年。

41）『うるわしき草創lの精華ー幻の美術織物原画展』名都美術館，

2000年。

42）村松貞次郎 『日本近代建築の歴史』 NHKブックス， 1977年。

43）山崎鋼介「明治時代の宮中儀式に見る立式の導入経緯と立式

空間の意匠的特徴」日本建築学会大会学術講演便概集，2003

年9月。

44）山崎鱗介「明治宮殿の建設経緯に見る表宮殿の設計経緯」 日

本建築学会計画系論文集第 572号， 2003年 10月。

45）皇居御造営事務局編 『皇居御造営誌』宮内庁書陵部蔵， 1892

年。

46）郵便報知新聞明治 16年3月24日記事 「皇居」。

47）東京日日新聞明治 10年 ll月 17日記事。

48）郵便報知新聞明治 22年 1月 12日記事 「宮城御移転」。

49）朝野新聞明治 22年 1月 11日記事 「社説宮城御移転」 。

50）「新皇居御移転を祝す」日本人第 20号，明治 22年 1月。

51）『皇居造営下絵』京都書院， 1977年。

52）『皇居杉戸絵』京都書院， 1982年。

53）関千代 「皇居杉戸絵について」美術研究 264号，東京国立文

化財研究所， 1970年3月。

54）中村達太郎談「皇居御造営の頃」建築雑誌，1935年7月。

55）金井紫雲 「還暦の鞠音翁」中央美術第 l1；巻第2号，中央美術

社，大正 14年2月。

56）西和夫 『京都御所 ・仙洞御所』新潮社，1993年。

57）小沢朝江 「復古という流行ー寛政期公家住宅造営における寛

政復古内裏の影響」 『建築史の回り舞台』彰国社， 1999年。

58）高橋昌明「常識的貴族像・武士像の書lj出過程一中世後期から

明治国家期まで」 『歴史と方法 1 日本史における公と私』青

木書店， 1996年。

59）藤田覚「朝儀の再興」 『日本の近世2 天皇と将軍」中央公

論社， 1991年。

〈巡幸および巡幸施設に関するもの〉

60）栃木県立博物館 『明治天皇と御巡幸』栃木県立博物館，1997

年。

61）『明治天皇行幸年表』東京大学出版会， 1933年。

62）我部政男他編 『太政官期地方巡幸資料集成』第 l?24巻，柏

書房，1997年。

63）『皇室事典』富山房， 1938年。

64）原武史 『可視化された帝国一一近代日本の行幸啓』みすず書

房， 2001年。

65）越野武 『日本の建築〔明治 ・大正 ・昭和〕 1開化のかたち』

三省堂， 1979年。

66）明治天皇聖蹟保存会 『明治天皇聖蹟一東北北海道御巡幸之巻

上』明治天皇聖蹟保存会， 1931年。

67）宮城県『明治天皇聖蹟志』宮城県，1925年。

68）小倉博編 『明治天皇聖蹟（秋田県） 』明治天皇聖蹟保存会，

1936年。

69）土田章彦『図説湯沢の歴史』無明舎出版， 1985年。

70）仙北郡誌編纂会 『辛巴迎饗記』1928年。
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71）高山永三郎 『明治天皇御巡幸五十年記念帖』山形県教育会，

1928年。

72）渡辺徳太郎編 『明治天皇御巡幸五十年記念展覧会写真帖（山

形） 』渡辺徳太郎，1932年。

73）山形教育会 『山形県行幸記』1916年。
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74）狩川町教育委員会編『狩川町史』狩川町教育委員会， 1987年。

75）手塚富五郎『東置賜郡史』東置賜教育会， 1939年。

76）出羽小学校編『我が郷に仰そ聖駕のみあと』出羽小学校校友

会， 1931年。

77）天童市立旧東村山郡役所資料館『明治天皇行在所（展示解説

リーフレット）』。

78）明治天皇聖蹟保存会郡山分会『明治九年・明治十四年郡山巡

幸記録』 1937年。

79）福島県教育委員会『福島県重要文化財開成館修理工事報告

書』福島県教育委員会， 1967年。

80）田代善吉編「栃木県聖蹟忘』下野史談会， 1931年。

81）山中樵編『明治天皇聖跡誌（新潟）』中野財団， 1924年。

82）斉藤秀平『明治十 年明治天皇新潟県御巡幸六十年記念誌』

新潟県，1938年。

83）富山県 『明治天皇北陸御巡幸六十周年記念誌』 1983年。

84）平川清 「龍影間史料箱」あった 92号，熱田神宮， 1973年 l

月。

85）奈良国立文化財研究所編『滋賀県の近代和風建築』滋賀県教

育委員会， 1994年。

86）岐阜県 『岐阜県御巡幸誌』河田貞次郎， 1925年。

本摘は、 2004年4月4日に提出したものであり、その後山崎鯛

介氏の「明治宮殿の設計内容に見る儀礼空間の意匠的特徴」 （日

本建築学会計画系論文集第 578号、 2004年 4月）が発表された。

宮内庁書陵部所蔵史料の綿密な分析による労作であり、本稿執筆

にあたり参照できなかったことを残念に思う。
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