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1. 『和風」とは何か

「和風」が“日本的”とほぼ同義であることは，間違

いない。だから和風建築や和風住宅ときけば，あまり違

和感もなくそれなりのものを連想する。ところがたとえ

ば日本経済や日本政治について，「和風経済」「和風政治」

というのはきいたことがない。何をさすのかわからない

し，なぜかひどく頼りなく感じる。この違和感はなぜな

σコカミ。
「和風Jに近いところでは，「和式」や「和製」がある。

「和式」といって身の回りですぐ思い浮かぶのはトイレ

だが，これを「和風トイレ」「洋風トイレ」といわれると，

どんなトイレか，自分に使えるのか逆にちょっと不安に

なる。また「和製」はメイドインジャパンの意味だが，

今普通これを使うときには“コピー”というニュアンス

がはいる場合が多い。だから大リーグで活躍する松井秀

喜が，“和製ノ《リー・ボンズ”といわれれば，本人も日本

人も喜ぶだろうが，ボンズを“アメリカ製松井秀喜”と

いえば，ボンズもアメリカ人も怒るだろう。大リーグが

日本野球のコピーということはありえない。

「和」や「倭」と「日本」の関係も，それぞれ微妙に

違う。「倭人」なら古代から中世の東アジアの国際関係を

窺わせるし，「和人」だと，近代日本がアイヌや沖縄の人々

をとりこんだ日本国内の民族問題を窺わせる。また大学

の学部生のとき，絵巻の集中講義のレポートで「日本化」

と書いたら 「和様化」と直され，どう違うのか不思議に

思った記憶がある。建築でも， 平安鎌倉時代の建築をい

うときには「和様」や「唐様」だが，今の和風住宅を「和

様住宅」ということはない。

同じ 「和」をめぐっても，これだけの違いがある。時

代やジャンル，状況でこれだけ違うということだけから

しでも，「和Jや「和風」の絶対基準と定義を求めること

の困難さは，容易に想像がつく。さらにそれと「日本的」

との違いを求めるとなれば，ほとんど固まいがする。そ

もそも皆，ごく普通に日常的に使い，使い分けもしてい

るのに，うまく説明ができないということ自体が不可解

だ。

しかしじつはこれと似たような議論が， 1990年代の

「日本画とは何か」をめぐる議論で行われた。私もその

当事者の一人だったが，結局ここで行きついたのは，「日

本画」は絶対概念ではなく，「西洋画」に対するあくまで

相対概念であるということ。そして問題のポイン卜は，

モノそのもの以上に，それを意味づけ価値づけることば

や概念の側の問題も大きいらしいことだった文1）。ただ

そこでは「和」より「日本」の議論が中心になったため，

今回「和」の方の課題をいただいたことは，私にとって

もいい機会になった。私は近代日本美術史が専門で，建

築が専門ではないので，建築における様式としての「和

風Jというより，ここでは「和」や「和風」の概念その

もののあり方と枠組を考えてみたいと思う。

ただ「和Jや「和風Jの問題は，「日本」よりやっかい

かもしれない。というのも，たとえば「西洋画」と対概

念の「日本画」なら，ほぼ近代以降の検証で何とかなっ

たが，「和」にまつわる様々な語は，近代以前から使われ，

近代以降も使われているからだ。大まかにいえば，その

相対軸は， 「唐J（あるいは「漢」）から 「洋」（「西洋J)

へと転回する。しかし近代以降の「和」は，「洋」に対す

る一方で，同じ“こちら倶lj＇’のはずの，しかし似て非な

る「日本」とも同時に相対することになる。したがって

「和Jや「和風」の検証には，対外的な相対軸と，対内

的な相対軸の 2つを想定しなければならないと思われる。

タイトルに示した2つのキーワードのうち，“内外”は前

者，“公私”は後者にまつわるソフトとして想定したもの

で，その上に 「和Jと「日本j の異同や振り分けを考え

てみたいと思っている。

また「和」が使われてきた時間の長さとジャンルの広

さからして，個別の事例の検証とその蓄積は，不可能か

っ，きりがなく，全体像にはおそらく行きっかない。そ

のためここでは，「和」もまた相対概念である前提に立ち，

「和」あるいは「日本」といわれたものの一方に，それが

冠されなかったものを対置的に想定することで，いわば

外側からあぶり出す形で「和Jと「日本」の領域をゾー

ンとして捉えられないかと考えている。今もまだきれい

な結論が出ていないもどかしさを感じるが，アプローチ

を始めてみたい。
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2.『和風J『洋風Jの相対構図の成立

2. 1美術と建築での『風」

ここで考えるべき当面の 「和風」 l丈近現代の 「洋風」

に対置される 「和風Jである。ところが，今 “日本的”

の意味で使われている 「和風」の語は，じつは戦前まで

の近代では必ずしも一般的な用語ではなかったらしい。

1917 （大正6）年の初版から，今手許にある 1937（昭和

12）年の「2090版」まで，じつに 「蕉百九高部Jを数え

た『大字典』の 「和」の項文2）には，用例として 「和風」

「和流j 「和製」「和様」「和習」などの類義語が載ってし、

る。ところがここでの 「和風」の説明は，「やはらかなる

春風，杜甫「吹面受和風」」 と，風の説明になっている。

この意味は現在にも受けつがれており ，たとえば広辞苑

では，

①わが国在来の風習，日本風特洋風。

②おだやかな風，暖かな風，春風。

③毎秒 3.5メートルから 6メートルく らいの風速で，

樹葉を動かすほどの微風。風力階級の4にあたる。

となっている主3）。 つまり②が既存の，③がさらに気象

学用語となった 「和風」の意味である。したがって①の

意味での I和風Jの用語は，初出は不明ながら，少なく

ともその広範な普及はほぼ戦後，20世紀後半と考えてよ

し、ようにみえる。

一方 「洋風」については， 『大字典』にもすでに今と同

じ西洋風の意味で、載っている。前記の 「和流」や ［和製」

「和様」「和習」に対応するものとしては， 「洋流」 「洋製J

「洋様j はないが，［洋習」（西洋諸国の風習，西洋風）

はすで、に載っている。つまり 「和」「洋」のバリエーショ

ンが正確には対応していないわけだが，「和風」「洋風」

の普及についても，「洋風」は戦前から，「和風Jは戦後

に一般化したらしい時差がみてとれることになる。両者

が相対する状況自体は，近代にすでに成立していたはず

にもかかわらず，概念としての 「和風」「洋風」の相対構

図は，むしろ戦後に成立した様子が窺われるのである。

ただこれは，一般的な社会用語レベルで、の普及として

みた場合である。分野でみれば，「和風」「洋風Jの用法

はz美術と建築でも少し違っているようにみえる（「美術」

と 「建築Jの関係については5で述べる）。

第 1に，建築には 「和風建築J「洋風建築」の両方があ

るのに対して，美術では 「洋風画jはあっても，「和風画」

といわれるものがないこと。

第2に，建築での 「和風建築j 「洋風建築jは，主とし

て近代以降のものだが，美術での「洋風画」は，江戸時

代のものに対して使われていること。

まず美術についていえば， 「洋風画」というジャンノレ用

語は，戦後一貫して江戸時代の洋風画研究をリードして

きた成瀬不二雄氏自身も口頭でいわれるように，戦後に

普及したものだったようだ。それは，近代以降の本格的

な 「洋画」と区別する必要から生まれたもので，ここで

まず，江戸時代の 18世紀後半から 19世紀前半の秋田蘭

画や司馬江漢らを 「洋風画J，近代以降のものを「洋画」

とする基本構図が成立する。さらにそれを細分化してい

うときには，桃山時代の南蛮美術を 「初期洋風画」とし

て 「洋風函」に先行させ，「洋画j草創期の幕末明治初期

の高橋由ーらを「初期洋画」とする 4段階制が成立する。

ただこれは，あくまで時間のタテ軸上での西洋系美術

の相対区分である。ヨコ軸の相対区分としては，近世ま

では“和漢”， 近代以降は “日本・西洋”を基本軸に，“和

風画”に相当するものとして，前者では 「大和絵」「和画j

（仲 「唐絵」「漢画J），後者では 「日本画」（特 「西洋画J

f洋画J）があった。 しかしどれにも 「風」はつかない。

つまり美術の場合， 「和」や「日本Jはあっても，「和風」

や 「日本風」を冠したジャンル用語は一貫してなかった

ことになる。

一方建築では，清水重敦『擬洋風建築』文4）によれば，

近代建築のこうした分類としては，大きく 「擬洋風」「洋

風j「和風jなどと呼ばれる建築があり ，概念上でのこの

相対構図は，ほぼ 1930年頃に成立するとしづ。「擬洋風」

建築は，幕末明治初期に近世以来の技術を身につけた大

工棟梁が作った，和 ・洋・中国混j肴の折衷建築で，当時

は 「西洋造j 「洋風家造」I洋風模造j，あるいは 「西洋型

家屋Jに模したもの，などといわれているという。美術

でいえば，ま さに 「初期洋画」にあたる。それが 1930

年，堀越三郎が明治前期の洋風建築を，外国人建築家に

よる 「純西洋建築」， 日本の棟梁による 「擬洋風建築」，

日本人建築家による 「日本式西洋建築」の3種類に分類

したときに，初めて 「擬洋風」の語が使われたという文5）。

ここで注目されるのは，分類の細分化の関心が，西洋

オリジナルから模造にまでいたる西洋系建築の方に注が

れており，日本建築についてはほぼ十把一絡げ的な単分

類になっていること文6）。しかしなお［洋風」「和風Jの

両者ともに，「西洋」「日本」そのものではなく ，それ 「風J

という間接表現になっていることである。実際の建物そ

のものをいうときには3 和様並列の建物でも 「和館」「洋

館」といったらしいが，建築としていうときのこの 「風」

という距離感は何なのか。

ここからまず，美術に比べて建築の場合，西洋に対す

る相対的な自己規定の度合いが， かなりストイ ックに厳

しくなっている様子が窺われる。美術で「西洋画」（「洋

画J）といえば，西洋絵画も日本洋画も含んでいるのだが，

建築の場合，「西洋建築」を学んで日本で、作ったのが 「洋

風建築」で，みようみまねで、作った洋風建築を l擬洋風

建築」として，それぞれ区別する構図になっている。つ

まり 「西洋建築」を絶対基準に，そこからの距離で段階

化されているといえる。前述のように， I擬洋風建築」は

美術では 「初期洋画jにあたるがs 「初期洋画Jも 「洋画」
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は「洋画」だから，美術での「西洋画（「洋画」）Jは，建

築でいえば「西洋建築」「洋風建築」「擬洋風建築」のす

べてを含む形になっているといえる（図 2-1)。江戸時

代の「洋風画」は，建築なら 「擬洋風建築j のさらに外

側ということになるだろうか。
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図 2ー1

また美術での I日本画」は， 「西洋画Jと相対する別

枠の概念になるが，建築での「和風建築」は， 「西洋建築」

とは別枠の， しかし 「日本建築Jとしては同じ枠内の，

「洋風建築」に対する相対概念ということになる。つま

り， 「西洋建築jと対置させる場合は 「日本建築J，「洋風

建築」と対置させる場合が「和風建築」ということだ。

こうしてみると，建築での「洋風」「擬洋風」は，リア

ルの「西洋」からの距離と して段階化されているため，

概念上の分類基準としてわかりやすい。最も遠いのがI和

風」ということになる。またリアルで、ないことをもって

「1羊風」とするのであれば，［風」をつける理由としても

明快だ。ただこの場合，「洋風Jの説明にはよくても，逆

に「和風」の方の説明がしづらくなる。 リアルの日本に

いて，なぜ日本のものを和「風Jといわなければならな

いのか，矛盾が生じることになるからである。しかしむ

しろここに，「近代和風」を考えるカギがあるのかもしれ

ない。

2_2過去との断続としての『和風J

まず「風」の語には，一見ほとんど逆にも思える 2つ

の意味がある。

①擬似的， まがし、もの・・・疑念

00風だが，じつは違う

②特徴的，エッセンス・・・強調

いかにも00風，らしさ

日本で 「洋風」というときには， リアルの西洋で、はな

し、という“擬似性”のニュアンスが強い（ハイブリッド

への価値判断は別として）。外国で，日本風に作ったもの

を「和風」（「日本的」「日本風」）というときも，同じニ

ュアンスだろう。あるいは日本での「和風スナック」や

「洋風居酒屋」としづ言い方も，スナックは西洋，居酒

屋は日本とし、う前提があるからだ。しかし日本で，日本

のものをわざわざ 「和風jというときには，“まがし、もの”

や“擬似的”というより，むしろ“とても日本的な’＼抽

出されたエッセンスとしてのニュアンスの方が強い。つ

まり前者が①，後者が②の意味ということである。

ここから「洋風」「和風」の相対構図を理解するには，

いくつかのパターンが考えられる。

1つには，そのまま「洋風」を①，「和風」を②の意味

として，逆パターンの組みあわせとする考え方。もう 1

つは，そうしたニュアンスをもちながら，相対構図たら

しめている「風」の共通の意味として，もう 1つ別に 「や

り方，流儀，方式」と解釈する考え方。つまり，「西洋」

「日本」のやり方の建築ということである。これはかな

り現実的な解釈のようにも思える。ただ，今でも工法や

構造については 「洋風（和風）構造」より「洋式（和式）

構造」というらしいことからすれば，「1羊風」「和風」は

外観・内部空間を含めた“みえる”部分の印象論的な傾

向が5齢、感も否めない。いずれにせよ，「風jのもつ間接

表現はなお解消されない。

ここであらためて注目されるのは，「日本画」や近代和

風建築が，前代までの流れを継ぎながら，実際には近代

日本に新たに作られた 「創出された伝統Jとしての“日

本イメージ”だったことである。連続と断絶の上に新設

された“日本の伝統”イメージは，すでにその時点で“エ

ッセンス”として抽出された“擬制”だったといえる。

“とても日本的”（②）としづ“擬制”（①）。正確にいえ

ば，単なる擬似でもリアルな実態で、もない，“解釈”され

たイメージとしての「日本Jが，いわゆる 「和風Jであ

り，同様に“解釈”されたイメージとしての「西洋」が，

「洋風Jだ、ったのではないか。

さらに I和風」への解釈自体にも，し、くつかの時間的

な段階を考えるべきかもしれない。前述のように， 「和風」

の語の社会的な普及は戦後のことである。建築での「和

風」も，初出は近代だったとしても，少なくとも「近代

和風」という言い方は，戦後「現代」のものだ、ったはず

だ。そもそも 「最近，近ごろ」の意味だった 「近代」の

語が時代区分用語になったこと自体s 戦後 I現代」のこ

とだったからである。それは，敗戦による戦後の再出発

ι「現代Jの形成による 「近代Jの切り離しと過去化と

いう歴史化の作業のなかで生まれたものだった。美術で

の「近代日本美術史」の形成や，そもそも近代の産物だ

った「日本画」を 「近代日本画Jというようになったの

も，戦後「現代Jである（「現代日本画」との区別）文7）。

「近代和風j も同様に，新たな断絶と連続の上に生まれ

た歴史認識（あるいは解釈）だ、ったのだと思われる。

そして戦後「現代」における「和風」解釈の新段階文8)

内
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と，その実践例の 1っとして現われたのが，「和風住宅」

ではなかったかと思われる。茶室や数寄屋風をイメージ

エッセンスとして抽出採用し，公的・半公的建築ではな

く一般市民のための住宅として売り出されたこの建築は，

美術と同様に戦前から戦後への時代転換と移行を象徴し

ている。そこでの“日本イメージ”には，イデ‘オロギー

から審美的な美意識へ，政治から経済・生活へ，国家か

ら国民（市民・大衆）へという，近代から現代への“日

本イメージ”の質転換と主役の交代が集約されているか

らである。同時に住空間での「和風」の強調は，逆に生

活環境全体の西洋化ι大量消費時代の商業戦略（宅地

開発と住宅販売）という戦後の社会状況も，映し出して

いるのだと考えられる。

また「近代和風」への注目が，とくに近年高まりをみ

せている状況は，今度は 1990年代以降の「現在」の動向

を背景にしていると思われる。「日本画とは何か」論もま

さにそうだったように， 1990年代には戦後 「現代」が転

換点を迎えたことによる近現代のパラダイムの検証と s

それによる近現代の再解釈と復元（批判的検証としての）

が行われたからである。美術の場合， 1990年代の大きな

議論のテーマが，「日本画とは何かj 「工芸とは何か」と

いった「日本」にまつわる伝統系の美術だったのも，戦

後 「現代」に行われた「近代日本美術史」の形成が，新

たな西洋化と現代化としづ戦後の時代論理を軸に，史実

の取捨選択と解釈が行われたことを踏まえた上での反証

だったれ）。同様に明治期の博覧会研究が進んだのも，

近代美術の重要な一部でありながら，やはり 「近代日本

美術史lから削除された輸出美術での「日本」イメージ

が，多分にジャポニスムがもっ「日本Jイメージの鏡像

だったことへの復元的検証だ、った。さらにこれにイデオ

ロギーとして示された近代美術の 「日本」イメージを含

めて総観すれば，美術の「日本」イメージには，経済戦

略・政治戦略，対外戦略・対内戦略のいくつかのパター

ンと使い分けがあったこと。しかしそれらがすべて 「日

本美術」として総括されるときには，つねに「西洋」を

強く意識した対置概念として機能してきたことがわかる

文 IO）。つまり近代の「日本」イメージは，過去の歴史だ

けでなく，ときに西洋にもイメージソース（あるいはモ

デ‘ル）を求めながら，“固有性”と“国際性”を創出（あ

るいは擬装）したのだといえる。

ただここで注意すべきなのは，「和」と「日本」の関係

でみると，対外的には一貫して 「日本」の方が使われ，

「和」は圏内で使われている傾向が強いことである。次

に，対内外での r;r日Jと 「日本j の使い分けと，前近代

から近代へのその移行と配置転換についてみてみよう。

3.“肉外”のなかの『和』と『日本1

3. 1 『倭』『和Jと『日本』

日本の呼び名は，自称と他称，国号と通称が入りまじ

って展開してきている。

「日本」は「ひのもと」の意味の漢字表記から生まれ，

7世紀後半頃に国号として定められたものらしい。同時

に， 「やまと」地方が統一の中心となったことから，「や

まとJ「おおやまとj の名称も用いられた。

一方「倭」（「委」）は，中国での日本の呼称で，時期的

にはこちらの方が早い。日本で史書が生まれる以前の日

本の歴史（言説）は，中国の史書に現われるのである。

［倭」の字義については，柔順説（和す），蔑称説（小び

と，媛と同義），遠方説（東方の極地）などがあるらしい。

この 「倭Jを日本側で 「大倭」とし，さらに 「倭」を 「和」

におきかえたのが 「大和」である。読みとしては「大和」

「和」 「日本」のいずれも，和語では「やまと」で，「日

本」は音読みで、は初め「にっぽん」，のち「にほん」と併

用されたらしい。つま り 「やま と」の漢字はすべてあて

字だ、ったわけだが，「やまとJの意味自体は“山跡”，つ

まり“山国”からきているらしし、。

このほか，日本国内での自称としては，「大八洲国（お

おやしまくに）J「葦原中国（あしはらのなかっくに） J「秋

津島（あきつしま）Jといった， 神話がらみの名称も使わ

れた（「古事記」 712~三，「養老令」 718 年，「日本書紀J

720年など）。また欧米での日本の呼び名は，マルコポー

ロの『東方見聞録』（1298年）で使われた，「日本国J（「倭」

ではなく）の中国音からとった Zipangu,I ipanguが西欧

に伝えられ，そこから英語の Japan，オランダ語・ドイ

ツ語の Japan，フランス語の Japon，スペイン語の Jap6n

などが生まれていった。

ここまででまず押さえておきたいのは，本来「日本j

が対外自称として作られたものだったのに対して，「倭J

は中国からの他称であり ，それが日本で内在化したのが

「和」「大和」だ、ったこと。しかし「ひのもとJに発する

自尊的な「日本Jは，そもそも三韓・中国との国際関係

から生まれた外交的な国号だったため，以後B 「日本」が

対外呼称の正式国号として使われ， 「和」は国内呼称とし

て使われるという使い分けの傾向が生まれたことである。

そしてここから，読みとしては 「やま と」という共通の

読みがあったとしても，漢字としては「日本」が国際性

（対外自称），「和」が圏内性（圏内自称）のニュアンス

の強い語として使われるようになっていったことである。

この慣習が以後も長く続き，対外条約で｜日本」があ

らためて正式国号とされた近代から，現代にも引き継が

れているといえる。「和風」も「日本的」も，外国語に直

してしまえば同じだが， 「和風」はあくまで国内用語で，

Wa Fuとして海外で使われることはまずない。つまり，

日本が外国に自分を説明するときや，外国が日本のこと

S
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を説明するときに使われるのが 「日本」で，一方「和j

にまつわる言い方（「和風J「和式」「和製J「和様」など）

は国内流通用語という，使い分けの構図があるというこ

とである。

以前イギリスの人と話したとき，イギリスでの「イン

グランドJと「ブリテン」も似たような関係だときいた

ことがある。ウェーノレズなどと同じもともと一地域だっ

た「イングランドj は「やまと」に，島全体をさす「ブ

リテン」が 「日本」にあたるということらしい。

こうした自称と他称は，中国にもあった文 Iυ。世界の

中央を意味する 「中国j の語は，漢民族がその国土を称

した自称で，［中華J「中夏」ともいった。一方他称とし

ては，秦に由来するチーナ系統の語，ティナイ Thinai,

シナ Sina，シン Sin，チャイナ Chinaなどのほか，唐に

由来するタウガス Taugas，契丹に由来するカタイ Khatai,

などの語があったという。日本では，古くから中国を「か

ら」「もろこし」「唐土j f漢土」 と呼んだが，近代にはチ

ーナ系のシナ（支那）の語が多く使われ，中国の自称で

ある「中国」の語が一般化したのは戦後だという。

つまり，近代以前まで日本で中国を総称した「唐」や

「漢Jの語は，中国にとっては日本からの他称であり，

自称で、はなかったということだ。したがって 「和漢」と

いう相対構図も，あくまで日本国内で成立し流通した対

中認識と自己規定だったことになる。中国では漢字も漢

画も 「字j 「画」としかいわないように，「唐絵」や「漢

画J，それに対する 「大和絵」や「和画」も， 中国はあず

かり知らない日本国内で‘の成立概念だったのである。こ

れは，近代以降の 「西洋画」「日本画」の相対構図でも同

じだったから， 「和漢Jおよび 「日本」「西洋j のいずれ

も，中心に対する周縁の，相対的ながらしかしじつは閉

じた自己認識だったといえる。このことは，総称の「日

本絵画Jと似て非なる 「日本画Jが，海外で一向に通じ

ないことにも表われている。「日本画lは，あくまで圏内

流通概念なのである。

3.2 「和漢Jの相対構図（『和』と『唐』「漠J)

次に，近代まで約 1000年にわたって相対的な自己規定

として機能した 「和」「漢（唐）Jの構図についてみてみ

よう。ここでの 「和」は， 「やまと絵Jひとつをとっても，

新来の絵画（唐絵）が加わるごとにその内包する実態が

変わっていった，まさに相対概念の様相を呈している。

「やま と」と 「唐」 の対比自体は，奈良時代・ 8世紀

中頃の 『法隆寺資財帳』（747年）に， 「倭植（やまとび

っ）」 「唐植（からびっ）」の語として現われるという主 12）。

ただ 「唐絵」［やま と絵Jについては，両概念を検証した

秋山光和によれば文川，「唐絵」の語の初出は，遣唐使が

廃止された同じ年の 894年， 「倭絵」の語は，それから約

100年後の 999年に現われる。さらに 1010年代には，j莫

詩と和歌を集め 「和漢」の語を冠した「和漢朗詠集Jも

成立する。つまり遣唐使の廃止後， 10～12世紀を通じて

国風文化が形成されるなかで，「和漢（唐） Jの構図も ［や

まと絵」も生まれたのだった。ただ「やまと絵」の字と

しては，当時 「倭絵」「倭画」「和絵」「大和絵」「やまと

ゑ」など，多様な表記がみられるとしづ。

次いで平安末期・ 12世紀後半から日宋貿易が始まり，

鎌倉初期・ 13世紀に重源ら南都復興集団による宋代文化

の受容が始まったことで，「和漢Jの世界は新たな局面を

迎える。とくに鎌倉から室町時代を通じて受容された禅

宗文化が，新たな 「漢」の世界の中心となったことで，

美術の水墨画や建築で、の禅宗様などが，新たな「漢Jイ

メージを象徴する存在となる。今 「漢薗Jと呼ばれてい

るそうした水墨画も，当時の名称はなお 「唐絵」だった

らしいが，そこでの実質変化について海老根聴郎は，昨日」

の背後にあった「唐」の世界が，「漢」では宋へと変化し

ているとする文14）。「漢画j という語自体は，江戸時代に

生まれ，過去に敷祈して使われたものらしく文 15），これ

は後述する「和様j の語の場合にも通じる。

以後中世から近世まで， 「和漢」の絵画はそれぞれ流派

とし、う社会集団を形成しながら展開する。そこでは，濃

彩厚塗り，日本的主題の 「やま と絵J，水墨中心，中国的

主題の 「漢画（唐絵）Jとし、う相対的な違いの傾向はある

ものの，素材・技法・主題 ・社会集団ともに，実質的に

は混鴻しており，区別の絶対的な基準はない。つま り「和

漢」もまた，あくまで相対構図でしかない。

ではその相対構図を，縦軸の時間的・時代的な展開と

してみた場合，どのようなことがし、えるのか。千野香織

はこれについて，平安時代の 「やまと絵」誕生時は，そ

れはむしろ新生絵画としての役割を担ったはずだが，以

後の歴史ではつねに， 「和」は旧来のものを温存する器，

q莫」は新来のものを受け入れる器として機能してきた

という重要な指摘をしている。明治の 「西洋」でさえ，

「漢j が「洋Jと名を変えただけで，意識構造は閉じだ

ったはずだとする士附。同様の視点から武田恒夫は，絵

画の 「和漢Jの内実の推移を図 3ー1のように示してい

る文 1九

また， 「和」「漢（唐）」については，それぞれにいく

つか付記しておかなければならないことがある。

まず「から」については，「唐」や「漢jが基本的に中

国の意味であることは変わりないが，3～6世紀頃，朝

鮮半島南部にあった小田の総称としても 「から」（唐・韓・

伽羅）の語が使われたことから，やがて 「からlは，中

国だけでなく広く朝鮮も含んだ意味になっていったこと

である。またもう一点， 「唐Jと ［漢」 については，私自

身今もよくわからないことがある。私が知らないだけか

もしれないが，「和」との関係で 「唐」「漢」が使われ始

めるのは，時期的には「唐Jの方が「漢Jより先だが，

F
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のニュアンスで触れたように，「様Jと 「式」もまた本来

の意味は少し違う。ここでそれを確認しておこう。

1986年 11月の 「日本の美学J9号（ぺりかん社）は，

「和様」の特集を組み，書，絵画，衣装，詩歌，建築，

音楽，数奇，思想の各分野の大家的な研究者が，それぞ

れの ［和様」について論じている。内容は，当然ながら

それぞれの「和様Jの属性と特質の分析に主眼がおかれ

ているのだが，書，絵画，建築では 「和様」の語禁論的

な検証にも及んでいる。そして奇しくもそれらは，「様」

は今いうと ころの様式ではなく ，「テホンJ「カタjの意

味だ、ったという共通の結論を導き出している。

まず絵画の武田恒夫は， 15世紀の水墨画制作で 「筆様」

や 「画様」といった用語がしばしば用いられており（「馬

遠様」「李龍眠様Jなど），絵手本としての図様を意味し

ていたとする文20）。 書の小松茂美も同様に，「様jは手本

の意味で使われており ，唐様・和様については，南北朝

時代・ 14世紀後半の 『異制庭訓往来』に 「唐様」「日本

様」の語が初めてみえ，「和様Jの語はさ らに遅い江戸時

代の 『椀記』（1724年序）が初出文献だとする文21）。また

建築の伊藤延男は，元来 「様j は 「タメシj であり ，建

築では模型でもあったことから， 「法（のり） _J 「手本」の

意味にもなったとする。ただ， 00様といったことばは，

近世の工匠が過去に建築形式の規範（設計の手本）を求

めたときに成立したもので， 「唐様」の初出は 17世紀初

頭，「唐様」「天竺様」「日本様」の語がすべて出そろうの

は，江戸中期だとする。また建築での 「様」は3 寺院建

築だけに使われるもので，神社建築や住宅建築には 「造

（っくり）Jの語の方が使われているとする（寝殿造，書

院造，神明造など） 文2九

こうしてみると，｜唐」や 「天竺Jと対比させるときに

は，「日本」の語もかなり使われていることがわかる（唐，

天竺，日本でいわゆる三国伝来の 「三国J）。また 「唐様J

f和様Jとし、う相対構図の成立も，意外にも古代中世で

はなく近世だったらしいことがわかる。

さてあらためて 「様」についてみると，この字の本義

は棚（くぬぎ）の実のことらしい。「かたjを意味したの

は，本来 「按（ょう）Jとしづ手扇の字で（宇扇は手では

かる意味），これにのちに 「様」があてられるようになっ

たのだという士23）。

一方 「式」は，古来日本では儀式作法の意味で使われ

たが， 「様」にも共通する意味要因として，Iノリ 」とい

う属性があった。「式」の法制や規範とし、う意味も，ここ

から発する。また 「式」の字のなかに， 一説に定規の意

味ともいう 「工」の字が入っているように，I式Jには計

算の順序を文字や符号で書き記す工学的 。理学的な意味

合いもあった（方式など）。つまり， 「様」が図様といっ

たみえる“カタ”や“カタチ”のニュアンスが強いのに

対して， ［式」はより理工学的なニュアンスを含む ［ノリ J

（
主
題
）
（
様
式
）
（
画
系
）
（
形
質
）

時

V
日

v日
V
時

実際の王朝としては 「漢Jの方が「唐」より早い。「唐j

が王朝名であることは確かだろうが， 「漢」は王朝名なの

か，それとも漢民族をさす民族名称なのだろうか。

また，I和Jについては，同じ“日本の”という意味で，

「国風（くにぶり）J （平安時代）や 「本邦Jといった，

Iくに」（国，邦）の語も使われていることである。中世

に，中国の画工に対して“日本の画工”の意味で、使った

らしい 「国工J文18）の語や， 近世の 「国学」なども同じ

だろ う。「邦j も 「国」も同じ “クニ”ではあるが，違い

としては，「邦Jは大きなクニをさし， 「国」は四方を境

界（「口」）で、区切ったクニをいうらしし、文19）。クニの諾

としてはこのほかにも，「園」の 「口」を 「土」に変えた

［域」， 四方の 「園Jに対して四方八方の意味の 「園」（「口」

のなかに 「八方」，水戸光園の園），「口」と 「巴」の合字

の「邑」，などがあるが，これらは日本ではクニとしては

あまり使われていない。むしろ，シマの意味の「州j「洲」

や朝廷に通ずる 「朝」などの方が，類義的に使われてい

る（大八洲，本朝など）。最も多く使われた 「国Jや 「邦J

も，本来は“わがクニの”という一人称であり，日本を

特定しているわけではない。しかしこの用法は，近代以

降も 「国語J「国史j 「国文学jや 「邦人」［邦楽jなどの

ように，「和j とならぶ幅広い活用が行われている。

図 3-1

古
代

中
世

近
世

近
代

「和篠』「唐様』をめぐる「様』と「式』

styleの訳語である 「様式」は，美術史や建築史の最

も重要な概念の 1つである。造形から時代精神を読みと

る 「様式論」は， 20世紀を通じて美術史研究の最強の方

法論であり続けてきた。ただ，近代日本の翻訳造語に大

きな役割をになった 『哲華字業』（明治 14[1881］年）の

時点では，「様式」は“modality”の訳語とされており ，

様式というよりまだ“形式”（モード）のニュアンスが強

い。しかしこの「様式」という語も，じつは「様」と「式」

の結合による近代の造語だった。冒頭で 「和式」「和様」

3.3 
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だったといえる。日本東洋の建築には「和様」「唐様」と

いった 「様Jを，西洋建築には 「ドーリア式JIコリント

式」といった 「式Jを使い分けたのも，西洋建築に理工

学的な性質を強く感rたためだったのだろうか。いずれ

にせよ｜様式」としづ語は，「様」と「式Jを結合させる

ことで，より汎用性のある概念用語として作り出したも

のだったと思われる。

こうした Iノリ Jの意味をもっ語としては，このほか

に 「法」「律」「則」「刑」「程」「範」とし、った語があった。

また美術では，「風」や 「様」に近い用法の語として「形」

（僧形，裸形など）や 「体J（草書体，キ皆書体など）など

もある。これはこれで 「形体」という語になっていくの

だが，いずれも造形にまつわる字がピックアップされ，

連語によって近代の美術用語を形成していった様子が窺

われる。

「風」「様J「式Jの対比でいえば， 「ノリ j としての規

則性は， 「式j 「様」 「風」の順にゆるくなる。ただ 「風」

は“オモムキ”であって 「ノリ」ではなし、から， I式」「様」

と 「風」の聞にも，画すべき一線があるといえる。

3.4 『和漢Jから『日本」「西洋jへ

以上にみてきたような「和漢」の世界観，つまり日本

と中国（および東アジア）を相対軸とする世界観が，近

代以降， I日本」「西洋Jを基軸とする世界観へと変わる

ことになる。しかしここでちょっと不思議なことがある。

「和j英」の相対構図は，唐絵（漢画）・大和絵，唐鏡・

和鏡，唐貧lj・和貧lj，唐紙・和紙，漢詩・和歌， j美学・和

学（国学），唐楽・和楽，唐琴・和琴，唐様・和様など，

幅広いネーミングに使われている。そのジャンルは，今

いう美術，音楽，文学，建築などのほぼあらゆるジャン

ルに及んでいる。ところが近代以降は，第 1に「日本」

［西洋Jと 「和洋」では，それを冠するネーミングのし

かたに違いがあること。第2に，総称ではなく特定ジャ

ンノレの名称に「日本」を冠したものとしては，芸術では

じつは「日本画J以外ほとんどみあたらないことである。

第1点については次章で述べることとして，ここでは第

2点について触れておきたい。

総称としての 「日本」は， 日本美術， 日本音楽， 日本

文学，日本建築など，どの分野でもありうるし違和感も

ない。ところが，たとえば 「日本絵画」（総称）のなかの

f日本画」（「西洋画」に対する）のように，特定ジャン

ルで 「日本j の語を冠したものとなると，逆にほとんど

思い浮かばない。音楽は「邦楽J，建築は「和風建築」だ

い美術でも絵画以外の彫刻や工芸，デザインにそうし

た分野はない。文学の 「国文学Jも，近代文学のなかの

特定ジャンルをさすものではない。強いていえば， 「日本

刀」や「日本舞踊」に「日本」がついているが，なぜか

これらは総称の方が逆に思い浮かばない（これが総称に

なるのか）。

こうした状況は，近代日本の芸術のなかで，美術のな

かの絵画，とくに 「日本画jが，「日本jの語を冠する特

権的な地位を与えられた様子を物語っている。その理由

としては，おそらく次のようなことが考えられる。

第1に， 19世紀後半の欧米にわき起こった熱狂的な日

本美術ブーム“ジャポニスム”の存在，第2にイデオロ

ギー表象としての絵画のもつナラティヴ（物語り）な機

能，この 2つを最大限に利用しようとしたからと思われ

る。その背景には，植民地化の危機回避から，さらに「西

洋」に対峠すべき“一等国”としての国力のアピール（政

治，軍事，産業，経済，文化）とし、う時代要請があった。

かつての「和漢」の時代に，正面切った中国への国力の

アピールといった状況はなかったが，近代にはたとえ虚

勢であっても対西洋のそれが求められたのであり，そこ

での予期せぬジャポニスムの隆盛は，日本にとって願っ

てもないアピールの標的になったのだ‘った。日本画が，

「和画」でも「邦画」でも「国画」でもなく ，対外性の

強し、 「日本j を冠した 「日本画Jとして 「西洋画」に対

置されたのも，このためと考えられる。

ただ，対外性を強く意識したものでありながら，前述

のように「日本画」「西洋画」としづ相対構図自体は，国

内的に閉じた概念だった。西洋で自分の絵画を 「西洋画J

とはいわないし， 一方の「日本画Jと「日本絵画」も，

外国語で翻訳されればほとんど同じで区別がない。ごく

近年でもあえて区別するときには，「日本絵画」を

“Japanese painting”， 「日本画」を“Japanesestyle 

painting”としていた。しかしこれだと，では“Japanese

style”とは何かとなって話はよけいにややこしくなった

ため，最近では“Nihon-ga”としてしまうことも多い。

“Japanese style，，を逆に和訳すれば，まさにそれは 「和

風J「和様j 「和式Jにもなるから，実態は 「日本画」も

「和風建築jも同じだったといえる。しかし絵画の場合，

「和」でも「風」でもない「日本画」となったのは，そ

れがジャポニスムという標的にまっすぐに射程を定めた

メディアだったからと考えられる。

また，対西洋アピールとしての美術の有用性には，そ

れが“移動可能（容易）”な“モノ”メディアだったこと

も大きかったと思われる。そうであればこそ，現地に直

接運んで展示もできたし，貿易によるモノ売買としての

外貨獲得もできたからである（美術は当時，重要輸出品

目の 1つ）。これは，他の建築や音楽，文学，演劇と大き

く異なる条件だ、った。いわば小回りがきき，量産できる

“モノ”だ、ったことが美術の特徴だ、ったともいえる。

しかしこの点は，建築はちょうど対極にある。移動や

量産・輸出には向いていない反面，巨大なハコとして場

や空間，景観をも支配する機能性が発揮されるからであ

る。万博での日本館や，対外性を強く意識した帝冠様式
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のような公共建築は，そうした機能による 「日本一｜ アピ

ールの例だろう。興味深いことに，帝冠様式の代表例と

される現東京国立博物館本館 (1937年）は，公募段階か

らその様式 ・意匠については 「日本趣味を基調とする東

洋式」とされ，「和風」ではなく 「日本趣味Jとされてい

る。対外アピールを強調する場合は，国内建築でも 「日

本」の語が使われた様子を窺わせる。

4_ “公私”のなかの『和』と「日本1

4_ 1公の『日本j，私の「和j

さてここまで，「日本」が対外，「和」が対内の傾向の

強い用語であることをみてきた。しかし一方，冒頭で触

れたように，圏内の用法でもたとえば 「日本経済」を「和

風経済Jということは決してないように（とくに政治，

経済，軍事では 「和風」は使われなし、）， 「日本」と 「和」

の聞には使い分けの傾向がある。ここでは，近代以降の

日本で，「日本」が公的な制度や総称として使われる一方，

「和Jは私的な生活レベルで、の個別名称として使われる

傾向が強くなった様子をみてみたい。

1868年の明治維新後，欧化政策の時期を経て逆に国粋

主義が台頭する 1880年代中頃から， 「日本」の語を冠し

た組織や団体が急増してくる。助走としてまず 1880年代

に入ると，公共的な機関名に日本鉄道会社 (1881年），

日本銀行（1882年），日本郵船会社 (1885年）などが現

われる。次いで元号でいう明治 20年代に入ると，国粋主

義の雑誌 「日本人」（1888年），新聞 「日本」（1889年），

などを経て，大日本帝国憲法 (1889年）や大日本帝国議

会（1890年）を頂点に，「日本j とし、う意識が著しく高

揚する。「日本画」概念もそうしたなかでできたものだっ

た文 24）。美術でも，伝統系の美術団体は，日本美術協会

(1887年），日本漆工会 (1891年），日本絵画協会 (1896

年）， 日本画会（1897年）， 日本美術院（1898年）など，

なだれをうったように 「日本」を冠してして。逆に西洋

系の美術団体には，明治美術会（1889年），白馬会（1896

年） ＇ 太平洋画会（1901年）など， 「日本」を冠したもの

がなく ，日本と西洋にはさまれた微妙な立場を窺わせる。

しかしその後も 「日本j の多用は続き，アルファベット

の頭文字で組織名称を示すことが多くなった今なお，JAL

(Japan Air Lin巴S；日本航空）や JR(Japan Railway; 

日本旅客鉄道）' Jリーグなどやたらと Jのつくものが多

いのも，JapanI日本」の語を使っているからである。こ

うした傾向は， 1880年代以降の長い歴史の上にある。一

方の 「和」の組織名称での使用例は，はるかに少ない（「大

和」は比較的あるが）。

それに対して， I和洋」の対置的な使用例は，結論を

先にすると“衣・食 ・住”にまつわる個別名称として，

いわば生活用語のなかにむしろ多いようにみえる。たと

えば，“衣”では 「和服」「洋服J, r和装」「洋装」，「和裁」

「洋裁J' “食”の 「和食」 「洋食J，「和菓子」「洋菓子J'

“住”の「和室」「洋間（洋室）J＇「和風住宅」「洋風住宅J

などである。またそうした対置性には，「和紙」「洋紙J

「唐紙J，「和傘」「洋傘」「唐傘」，「和文」「欧文J「漢文J

などのように，「和漢洋」の3対になっているものもあれ

ば，「和室」「洋間J，「和綴j 「洋綴Jのように 「和洋」の

みのもの，あるいは 「和歌」「漢詩」のように 「和漢」 の

みのものもある。それ自体，用語の時代の新旧を窺わせ

て興味深い。

以前テレビで 「料理の鉄人」という番組があった。そ

こでの鉄人は，和食の鉄人，中華の鉄人，そしてフレン

チ（あるいはイタリ アン）の鉄人の 3人だった。つまり

和食，洋食，中華の 3分野である。ただ， 今「洋食Jと

いえばコロ ッケやカレーのような大正から昭和初期の食

生活の西洋化を連想させ，すでにレトロな響きがある。

それがフレンチやイタリ アンになったのは，「洋食」の専

門分化の歴史を反映しており，「和J「洋Jそれぞれに経

時的な内部展開があることを示している。近年のヌーベ

ル系の和食などは，さしづめ 「和」の方の内部展開とい

うことになるだろう。これは美術でも同じで＂ 1990年代

の 「日本画とは何か」論で明らかになったのも，現在の

｜日本画」のおかれている相対構図の内実が，すでに 「西

洋画」対 「日本画」ではなく ，「現代美術J（現代美術系

の日本画）対 「日本画」としづ実態になっていることだ

った。

しかしでは，こうした“公私”の使い分けや，そこで

の 「和」と 「日本」の振り分けは，どのよ うな意味や役

割，あるいは機能をもっているのだろ うか。

4.2補完と接続一柔構造としての“公私”

注目されるのは，建前と本音，制度と実態にも通じる

この“公私”の使い分けは，分離，分別自体が目的とい

うより，そうすることでむしろ，新旧と内外の文化を共

存させる機能をもっているのではなし、かと思われること

である。おそらくこれは，日本文化のもつ柔構造そのも

のに通ずる問題と思われる。とくにそれは，l和漢Jから

「和洋」，「日本」「西洋」へとしづ劇的な再編が行われた

近代初頭に，最大限に機能した様子が窺われる。

たとえば岡倉天心は，公人としては，博物館や美術学

校といった西洋の制度を移植する立場にあった（公務）。

しかし同時に私人としては，漢詩や狩猟，乗馬といった

かつての“六芸”にも属す和漢の教養を，私生活のなか

で楽しんでいた。つまり公務としての西洋，私生活（趣

味・教養）としての和漢を使い分けることでB 歴史と現

在をつなぎとめ，並立共存させたのである。これは明治

期の要人の邸宅で，洋館（仕事）と和館（生活）が並置

された例でも同じだろう。そうすることで，「西洋」と「和

漢Jを公私に振り分け，配置転換したといってしw、かも
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しれない。当時，洋服を着て仕事に出かけ，帰宅すると

着物に着替えるのはごく普通のことだ、った。今でも，ク

ツをぬいで住事をする職場で働く人はほとんどいないし，

逆にクツをはいたまま生活する自宅に住んでいる人もほ

とんどいない。つまり大雑把にいえば，仕事（公）は西

洋式，生活（私）は和式という使い分けの方向に，近代

以降の日本は進んできたといえる。いわば夕方5時を境

に，一種の文化スタイノレの転換が行われているのであり，

そうすることで社会全体，個人の一日のなかに，歴史と

現在，西洋と日本を並置，並存させてきたのだといえる。

同時に「日本」と「和」の使い分けも，こうした“公

私”の使い分けに連動している。“公”の仕事の世界は，

西洋の制度や形式をとりいれながらも，そのネーミング

は日本の機構組織として，前述のように「日本」が冠さ

れた。したがって，「日本Jは対外，制度，公務のビフオ

ーファイブ 5pmに，「和」は圏内，生活，アフター 5pm

に，それぞれより近い形で使われていることになる。も

ちろんそれもあくまで相対的で可変的なものだが，「和」

にまつわる語が“衣食住”関連のものに多いのも，こう

した状況によると考えられる。

「和」のもつこの“私”性は，し、し、かえれば，生活の

なかでの身近さや実感の強さ，わかりやすさともいえる。

しかしそれゆえに，逆に「和Jが使われないケースもみ

うけられる。法律用語，差別用語，ハンディキャップ用

語などがそれである。法律用語の難解さは有名だが，こ

れは和語が口語的な日常用語の性格が強いため， j英語が

制度用語（文語）として採用されているからと考えられ

る。またハンディキャップ用語などでも，差別用語とさ

れているのは和語であるケースが多い。おそらくこれも，

和語のそれが日常的に使われていたリアルさによるもの

であり，ニュートラルな公式用語になっているのが漢語

なのは，逆にふだんそれがあまり使われていない距離感

ゆえと考えられる。そしてそうしたすべてを含めて，制

度は外来（移植），生活は在来とし、う“公私”の振り分け

傾向があるためと考えられる。

こうした“公私”や，制度と生活の使い分けには，つ

ねに長短が付きまとう。力と建前の制度，本音と実態の

生活。その使い分けは，外国の人々にとっては，本音と

建前のわかりにくさからウソと紙一重である一方，日本

にとっては，制度と実態B 歴史と現在，在来と新来（内

外）の文化をつなぎ合わせる柔構造も生んで、いるのだと

考えられる。日本で「大人になれ」というときには，本

音と建前をわきまえろという意味のことが多い。

またこうした“公私”の属性が「日本」と「和」の間

にあるとすれば，同じ“日本的”の説明でも，とくに外

国への説明のときには注意を要するかもしれない。「日

本」を冠しているものは，そもそも対外性や公性，制度

性をもっ分，比較的わかりやすいと思われるのに対して，

「和」を冠しているものは，より実態や本音に近く，う

ちに閉じた社会的心性をもっている分，理解しづらし、か

もしれないからである。日本人自身，「日本」的なものの

説明なら，外交的，文化交流的な感覚で説明するにして

も，「和」的なものは，説明しても外国の人にはわからな

し、かもしれないとしづ意識を，どこか前提的にもってい

ないだろうか。そしてそれは日本人自身にとっても，心

情や実感としてはよくわかる。しかし定義も説明も不要

の了解事項である分，じつは説明するにはとても難しい

ものかもしれない。それは体現するものであって，説明

を要するものではないからである。それだけ「和Jは，

長い時間と歴史を背景にもっということなのだろう。

4.3 「和Jという「伝統J

こうした状況から，「和」のつくものはまさしく「伝

統」と解されているものが多い。ところがここでも，注

意を要することがある。日本画へといたる絵画の長い営

みはあっても，「日本商Jという概念そのものは近代に成

立したように，あるいは近代に作られた和風建築を「近

代和風Jといったのは戦後であるように，「伝統」という

概念の成立もじっはかなり新しいことがわかってきたか

らである。

『明治のことば辞典』文 25）によれば，「伝統Jの語は

1890年代中頃から辞典に現われる。しかし本来“血筋を

伝える”意味だったのが， 1910年代頃から“有形無形の

古くからのしきたり”や“精神的誇り”の意味に変わっ

ていくという。その意味がさらに強められ，“国の伝統”

“民族の伝統”といった使い方になるのは，辻成史によ

れば 1930年代以降，とくに戦時中だというれ6）。辻は，

政教社（1888年）の時点では伝統を「国粋」といってい

たという長谷川如是閑の戦時中の言説文 27)' 28）を起点に

検証し，「伝統」の語が急に増えるのが戦時中で，さらに

それが広範に普及するのは戦後だったことを指摘してい

る。このことは，前述の「和風」の語の普及が，やはり

戦後だったことを思い起こさせる。「和風」や「伝統」と

いう概念、は，おそらく同じコンテクストの上にあるのだ

と考えられる。

興味深いのは，今ではやや使い古された感のある「伝

統と創造Jとしづ対比的な言い方も，戦後さかんに使わ

れるようになったものであることだ。ちなみに「倉lj造J

の語は，幕末の辞書からすでに creationの訳語とされて

いるが，本来自分の力で新しいものを作るとし、う意味だ

ったものに，明治期にキリスト教の天地創造の意味が加

わったものだという文29）。

しかし戦後の「伝統」と「創造」に，戦前の国粋主義

やキリスト教が流れ込んでいるというわけではない。む

しろ「日本」「西洋Jという多分にイデ、オロギー的な地理

軸上の概念を，「伝統」と「倉lj造」としづ時間軸上の対置
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概念、におきかえることで，戦後の再出発と，歴史と現在

（未来）の新たな再編を意図したのだと考えられる。

5.美術史と建築史

さて最後に，歴史学としての美術史と建築史のあり方

の違いについて，少し確認しておきたい。

西洋美術においては，建築は絵画，彫刻とともに美術

の上位ジャンルとしてある。一方，日本での建築は，当

初からはるかに工学よりの分野として展開してきている。

「美術jの語が初めて使われた 1873年のウィーン万博へ

の出品規定では， 「西洋にて音楽，画学，｛象を作る術，詩

学などを美術といふ」とあり，この時点での「美術」自

体まだ今いう「芸術」に近い意味なのだが，ここに建築

は含まれていない。1877年に工部省工学寮の工学校が改

称した工部大学校でも，建築は 「造家学科」としてその

内部に，しかし前年に開校していた工部美術学校（西洋

美術教育専門，絵画・彫刻のみ）は，それへの付属機関

として位置づけられている。つまり「工学」を上位概念

に，建築と美術が並置されている状況といえる。その後

も建築は，工科大学から工学部へという流れを本流とし

ており，東京美術学校での建築は，図案科からのちに分

立したものである（1904年）。ここから次のようなこと

がいえる。

第 1に，日本での建築史は3 日本建築史，西洋建築史

ともに工学部で，つまり文学部系の歴史学よりも工学よ

りの組織と領域のなかで行われてきたこと。第2に，在

来産業の育成を図った内務省から農商務省系の殖産興業

に対して，工部省系のそれは西洋の工学技術の移植をめ

ざしたものだったため，工学系での建築と建築史も，西

洋系を中心に展開したこと。第 3に，工学あるいは工学

部のなかでの建築と建築史は，実技と学科がごく近い関

係で展開してきたことである。この第3点、については，

美術学校での美術と美術史も近い関係にある。とくに工

芸史の研究は，素材技法の知識がないと研究自体が困難

なため，歴史的にも実技系出身の研究者が多い。

しかし全体としてみると，美術史は建築史に比べ，か

なり複合的で分立的な傾向が強し、かもしれない。それに

はいくつかの理由がある。

第1に，美術史研究が行われた場の分立性で、ある。 日

本での美術史研究の拠点には，大きく分けて博物館，美

術学校，旧帝国大学を中心とする大学の3つがあった。

博物館は，モノ中心で文化財保護と近く ，美術学校は実

技と美術教育に近く，大学はそノより他の学問領域に近

いという，それぞれの特徴と傾向があった。これはその

まま，美術史研究の方法論的なアプローチの違いとして

表われることになる。

第2に，日本での西洋美術史と白木美術史の学問的出

自の違いである。西洋での美術史研究は，哲学から美学，

美学から美術史へと分化独立した方向と，考古学的方向

（発掘出土品，遺跡の研究）からの交錯領域として成立

している。 しかし日本には西洋美術のモノそのものはな

かったため，日本での西洋美術史研究はモノ研究より講

義として始まる。その際，中心的な場となった旧帝国大

学では，まず美学講座が成立し，そのなかで西洋美術史

が講じられるという，美学哲学方向からの移植と導入が

図られた。一方，日本美術史の研究は，モノ自体があっ

たため，当初，博物館と美術学校が中心となり，美学哲

学よりモノ研究を中心に歴史学の一環として成立，展開

した観が強い。私は東北大学で日本東洋美術史を学んだ

が（文学部），学部でのそれは史学科，大学院では哲学科

に属すという上下的な関係に，奇妙な感じがしたのを今

でも覚えている。ここでも日本建築史の講義は，工学部

の先生がしてくれた。

第3に，制作 。批評 ・美術史研究の分立である。近代

の美術史学が対象としたのは主に近世までの美術であり ，

同時代の美術を対象としたのは美術批評だ、った。戦後現

代に 「近代日本美術史Jが形成されて，美術史研究の対

象は近代美術まで広がったが，研究領域自体は依然，近

代以前と以後で大きく分立している（現代美術はなお批

評の対象）。しかし戦後，総合大学系出身で実技経験のな

し、美術史研究者が多くなり（私もそうだが），美術館の学

芸員もそうした人々が多くなったことで，制作実技と美

術史学の距離は大きく広がった。批評を中間的な位置に

おきながらも，この三者の分立状態はほぼ定着しており，

これは美術と建築のかなり大きな相違点と思われる。

こうした美術史研究の複合性と分立性からすれば，本

来なら分野や領域ごとに様々な概念やネーミングが分立

しでもおかしくなかったはずなのだが，あるいはそれゆ

えに，逆に総称としての「日本Jが重用されたのかもし

れない。そしてこれを内因とすれば，その求心力を生む

外因として強く作用したのが， 「西洋」という存在だった。

美術の場合，建築に比べ，前述のように同じ西洋をめ

ざすにも，ジャポニスムに向けた 「日本」の示威に大き

な力点がおかれたことが，伝統系の美術に 「和Jや 「和

風Jを用いず，一律 「日本」とされた理由だったと考え

られる。1889年創刊の美術雑誌「国華」の 「発刊ノ辞」

で，岡倉天心が冒頭に書いた一文 「夫れ美術は国の精華

なり Jは，美術が近代国家イデオロギーの前面におかれ

た様子を端的に示している。
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