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1geo年前後のアメリカに建設された日本住宅の調査と観究

一日米建築交流における日本住宅の受容と理解の事翻として一

主査田中厚子判

委員内田青蔵紐,中谷礼仁‡3,サラ・ティズリー料

19GO年前後に米国で建設され、現存する3件の住宅(マサチューセッツ州の松木文恭邸、ニューヨーク州の松楓殿、カリフォルニ

ア州のハンティントン庭園ジャパニーズ・ハウス)の実測調査を通して,米国における日本建築の多様性と特質、その受容と理解を考

察した。3件の住宅にはそれぞれ、様式の簡易化や折衷、独特な装飾の組み込み、格式の無視といった本来の日本建築にはない特徴が

みられ島また万国博覧会の日本館ぶ移築され上流階層の別荘となった松楓殿、美術商の自邸である松木邸、大衆的な娯楽施設として

の日本庭園に建てられた家屋というように、建設過程、目的、建設主体、受容階層の違いよって、様々な様相をもつことが確認された。

キーワード:1)日本建築,2)日本趣味3)日本庭園,4)高蜂譲吉5)松纒殿,6)セントルイス万国博覧会,

7)エドワード・モース,8)松木文恭,9)(LT.マーシュ,10)日本人大工
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1.はじめに

1.1研究の目的

19世紀末の米国において,日本趣味が流行したことは

よく知られている。こうした分野の研究の多くは,美術

工芸や庭園を中心にしており,建築や住宅の分野におけ

る研究は少ない沼'。また万国博覧会の日本館に関する

研究注2)はなされているが、民間に建設された住宅を具

体的に調査したものはほとんどないt7-3P。しかしながら,

前回の研究注おで明らかなように、ジャパニズムの最盛

期である19世紀末から20世紀初期の米国では,万国博

覧会の日本館を含めて多くの「目本的な住宅」が建設さ

れており,なかには現存している事例もみられる。これ

らは様式のみならず,平面形式や構造形式,施工方法,詳

細まで含めると様々なヴァリエーションがあったことが

推測できる。そこで本研究は,基礎研究として現存する

1900年前後に米国で建設された3件の住宅の実例を通

して,米国における日本建築の多様性と特質を明らかに

し,その受容と理解を考察することを目的とする。
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1.2調査対象建築について

前回の研究で収集した資料により,1900年前後にアメ

リカに建設された日本と関連の深い住宅注51のなかで現

存が確認できた3件を本研究の調査対象とした。

1893-4年に建設された,マサチュセッツ州セーラムの

松木邸(現Blouin邸)は,アメリカ人建築家(Andrews,

JacquesandRantou1)が設計した美術商松木文恭の自

邸である。ニューヨーク州モンティチェロに現存する高

峰別荘(松楓殿)は,1904年のセントルイス万国博覧会

の日本館の三棟(本館,事務所,眺望亭)を高峰譲吉が購

入し,移築して住宅に転用した例である。ロサンジェル

ス郊外サンマリノのハンティントン庭園ジャパニーズ・

ハウス(以下HJHとする)は,美術商G.T.マーシュによ

って1903年頃にパサディナに造られたJapaneseTea

Garden内の建物を,1912年に現地に移築したものである。

以上の3件の住宅について,1)建設の経緯や歴史的

背景の調査2)実測図面作成3)分析・考察を行い、

さらに3件の住宅に関する新聞記事を中心に、受容と理

解を考察する。なお調査については,20◎5年9月に委員

*:3大阪市立大学助教授
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全員で現地調査を行い,2006年2月と8月に部分的な追

加調査を行った。

1.3対象建窃3件と日本趣味

クレイ・ランカスターによれば,1876年のフィラデル

フィア博覧会以降,アメリカ東海岸では,折衷を旨とする

ヴィクトリア様式に日本趣味が取り入れられ,住宅の屋

根,壁面,ドア,棚などに,日本の意匠を取り入れる例が多

くみられるようになった文D。インテリアとして扇子や

壷を飾るという風潮は,一般的な住宅にまで広がり,1886

年には,エドワード・モースの"JapaneseHousesand

TheirSurroundings"ikLi)が出版されて日本住宅の詳細

が伝えられた。さらに1893年のシカゴ博覧会と,1894

年のカリフォルニア・ミッドウィンター博覧会の日本建

築および庭園は大衆的な人気を得て、その人気は1904

年のセントルイス博覧会まで続いた。中西部や西部にお

いて、フランク・ロイド・ライトやグリーン&グリーン

ら建築家の作品に,自然な素材,伸びやかな屋根形態,深

い軒などの特微がみられるようになるのは20世紀初頭

であり、博覧会の日本館や日本趣味との関連が指摘され

ている文'5]。当時,日本建築の最も重要な建築要素は屋

根形態であるとされていた注6)。

アーツ・アンド・クラフツ運動など英国の美学的動向

の影響も加わって,19世紀末はアメリカの住宅建築にお

ける日本趣味の最盛期であった、セーラム,ボストン,ニ

ューヨーク,ニューボートなどの東部の都市や,サンフラ

ンシスコやロサンジェルスなど西海岸の都市には,東洋

美術商店が複数存在した。本研究が対象とする3件が,

セーラム,ニューヨーク郊外,パサディナという地域にあ

ることは,これらの事象と無関係ではない。

パサディナは,1885年に鉄道によってシカゴとつなが

ってから土地ブームをひきおこし,1900年までに東部の

富裕層の避寒リゾートとなった。清浄な乾いた空気が,

結核に効果があるとされていたことも,人が集まる要因

となり文28'、富裕階層の移動に伴って東部の日本趣味が

南カリフォルニアに持ち込まれたのである。

このように3件の住宅が建設された時代と場所は、米

国の日本趣味において重要な位置にあり、故に日本趣味

の構造を知る上で有効な3例といえる。

2.松木邸

現建物名:TlheMatsukiHouse

所有者:LucilleBlouin(竣工時所有者:松木文恭)

所在地:竣工時に同じ(竣工時:12LaurelSt、Salem)

竣工年:1894年

設計者:Andrews,JacquesandRantoul事務所注7)

施工者:K.毘Hardyなど(詳細不明)

2.1建設の経緯と背景

2.1.1松木文恭(1867～1940)

日本人美術商としてマサチューセッツ州を拠点に活躍

した松木文恭は,1867年,信州上諏訪に生まれた。1888

年にセーラムでエドワード・モース注8)を後見人として

高校に入学した文13)。セーラム高校を卒業後,セーラム

のAlmy,Bigel碍&eeashburn百貨店で口本商品部門を

開発,1893年には,ボストンにも日本美術品の店を開店

した。翌年セーレムのkgartha1{eacomと結婚し,結婚に

合わせて新居を完成させ入居した。1897年にはボスト

ン店の支店として,セーラムにJapaneseBazaarを開店,

またニューポートにも支店を開いた。1899年にAlmyか

ら独立し,1903年に生活と営業の焦点をセーラムからボ

ストンに移し,ボストン郊外に新居を建てた。

松木は1890年より毎年,1月～5月頃に,商品買付のた

め日本に帰国しており,仕入れた商品は,美術骨董品から

日用品まで多岐にわたった。最初の頃は扇子や竹ものの

ような輸出用お土産品が中心で、骨董品を多く扱うよう

になったのは1890年代末と思われる。1898年から1920

年頃まで,ボストンとニューヨークを中心に毎年のよう

にオークションを行い,当時,アメリカの上流社会のコレ

クターの間で流行していた新旧の浮世絵陶磁器,ブロン

ズ,欄間などの建築美術工芸品,仏像,灯篭などを手広く

扱った注9}。1900年代のカタログの浮世絵の解説の多

くはフェネロサが担当し,また顧客にはイザベラ・S・ガ

ーデナーやチャールズ・フリーアのような,ニューイン

グランドの日本美術愛好者がいた。松木は1903年にボ

ストンでホイッスラー回顧展が開かれた際に,欄間2点

を寄贈し,さらにLOTUS誌注1°)を創刊してホイッスラー

追悼特集を組むなど活発に活動したが,次第に日本趣味

ブームは去り,1917年にボストン店を閉店した。

2.1.2松木邸の建設の経緯

1893年セーラムで,松木は恩師モースの自邸の隣地

(約50mx22m)を購入し,自邸を建設した。1893年9

月の新聞記事文1e)には,松木の原案をもとにボストンの
設計事務所Andrews,Jacques&Rantou1建築事務所が

作成した1階,2階の平面図と南東外観図(図2-1)'が

建物紹介記事とともに掲載されている。記事には「今ま

でアメリカに存在しなかった本当の日本の住宅が建設さ

れる」,「松木自身がスケッチを設計事務所に渡した」

など日本建築であることが強調される一方で,「ニュー

イングランドの気候に適応した工法」を参考にしたこと

が記されている。

内装には,数年後に松木の商品となる日本建築の装飾

 部品が使われた注ω。松木は装飾部品の寸法を知るため

に,日本に発っ前に建物を立ち上げようと,1893年の10

月に着工した湘2)v翌年日本からきた大工が建物の仕上
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げに携わ脱6月に竣工した。松木一家はこの自邸に

1903年まで住んで売却し,19鵬年から所有者は変遷した

注蜘が,建物の基本的な構成は当初のまま保たれている。

ただし,当初の襖や引き戸は取鞭外され,台所や浴室設備

は改築されている。

2.2松木郵の概要(図2-2～2-5)(写真2--9、2-2)

建築面積:一階一95㎡(29坪),二階一87㎡(26坪)

構造形式:地下室および木造二曙,入母屋造。外壁横板張

り(下部のみ竪羽目)の上にペンキ塗。鉄板葺き屋根。

平面形式:西樋妻面に突き出した通用口をもつ以外は単

純な長方形平面である。一階は南側に正玄関とホールと

書斎が並び,北耀にキッチン,パントリー,ダイニングルー

ムが並ぶ構成である搬、また二階は通用口からそのま

ま続く階段によって上がり,中心に小ホールがあり,そこ

から振り分けで南翻,北側それぞれに2部屋,計4っの部

屋に至る。北東の部屋には桜の皮付柱を用いた小規模な

床の間がしっらえられている。北側に部屋に挟まれるよ

うにバスルームがあり,また南樋の二っの部屋は共用のバ

ルコニーを有す。新聞記事の平面図と外観スケッチによ

り,平面ならびに外観とも大きな変更はないことが分かる。

玄関の位置が中央ではなく東端にあること,居間・書

斎・食堂が連結していること.2階に和室があることを

除けば松木邸の平面の大概は,当時のニューイングラン

ド住宅の伝畿甚細を踏襲したものである。今回軸組等の

詳細調査を行うことができなかったが,大壁を基本とし

たもので構法においても日本建築との直接的な影響はな

い。しかし松木邸が日本的と言えるのは,各所にちりば

められた日本建築の詳細と装飾の存在である。また,建

設当時1階には厨房以外にドアはなく,各部屋の問には

引き戸が取り付けられていた文臨。現在引き戸は取り払

われているが,多数の欄間や組子による戸で開放的に仕

切られている。

正玄関のボーチには木鼻(写真2-3)や虹梁.さらに

墓股が平面的に処理された装飾漆刻まれ,玄関の唐桟戸

には火頭窓様の開口が開けられている。その東側の壁面

には、蓮の花を描いたステンドグラスが埋め込まれてい

る。さらに居間として使われるホール北側の暖炉上部に

は彫刻雲板が、天井には蓮弁のなかに龍を置いた彫刻が

取り付けられるなど、多数の絵様彫刻や欄間が随所には

め込まれている、(写真2-4、2-5)さらに2階ホー

ルに面した各部屋の扉には,鴨や孔雀や鳩等の鳥を題材

にした一連の絵様彫刻が二枚つつ綾にはめ込まれている。

2.3考察

2.3.1モースとの國係

1)モース本との類似性:モースの著書(文献7、以下

モース本とする》がアメリカにおける日本的な住宅建

築の普及に不可欠な役割を果たしたことは否定できない。

松木邸の場合,モース本人が毯木に代わって工事を監督

していたこともあり,モース本に描かれた詳細が正確に

再現された具緯倒として重要である。imdreeqs,

Jacques,&Rantou1建築事務所は,モース本からH本建

築を学んだといわれ刻吃バルコニーの手摺(写真2-

S》とモース本の図228《図2--6》の類鍛、階段の手摺

(写真2--7)とモース本の図178(図2-7)との類似

は明らかである注齢。唯一の翻室であった北東の部屋に

は桜の床柱を付した床の間があり,これもモース本を参

考にしている。(写真芝一鋤(図芝一鋤

2.3.2ニューイングランドと日本の融合

下見張吻の総2階建て,北樋のドーマー窓,両側に鎧戸

をつけた上げ下げ窓,シングル葺きの屋根など、完成し

た松木邸はニューイングランドの住宅の伝統を踏襲して

いる。設計段階の図にみられるように、当初意図された

日本的な外観は,i寒さの厳しい環箋に謝えうるよう,地元

の仕様に変更された鑑融。また、地下室にファーネスを

備えたセントラル・ヒーティングや電気照明といった当

時最新式の技術を採用し、米国住宅の快適性と利便性を

とりいれていた。

一方.入母屋の屋根,深い軒と垂木,バルコニーの手摺,

外壁下部の竪羽目板などに日本建築の要素がみられ,斜

め格子にガラスを巖め込んだ屋根破風の装飾,通用口の

格子が付いた8角形の窓などに,和洋折衷の工夫がある。

このように松木邸はニューイングランド住宅の伝統を壊

さず,目本的な装飾要素と空間的機能を粗み込んだ融合

建築であり、日本趣味とともに流行した和風ニューイン

グランド建築の数少ない現存例である。

2、3.3松木邸の特徴

毯木がアメリカにおける日本美術商であったこと,また

1893年に松木邸の装飾に類似した建築装飾部品が彼のオ

ークション・カタログ獅に収録されていることから鑑

みて,彼の自邸は商売と深く関連していたと考えられる。

アメリカ東北部の上流社会で「ジャパニーズ・ルーム」

を自宅に造ることが流行していた当時文鱒,様式だけでは

なく,機能的にも日本人の生活空間というイメージがあっ

た松木邸の建築は,松木本人およびその商品の「本格性」

を補強し,アメリカ人美術商との差異を強調した注」g)。す

なわち通常のアメリカ住宅に目本風装飾を加味する方法

を自ら実践し,その有効性をアピールするための住宅であ

った謙。さらに屋根形簸や外部の日本的な装飾によっ

て、日本趣味を取入れたニューイングランド住宅のモデ

ルとなる面も兼ね備えていた、事実、自邸の建設を契機

にとして、1900年代に入ってから欄問など建築装飾部品

を商品として扱うことにつながったのである控聴.

一101一 住宅総合研究財団研究論文集No.33,2006年版



      垂雛_叢_灘叢一至譲霊誓雲嚢蕪一　　畳　慕　塗蓋叢奮一灘曇叢…重慧一欝器難一講_叢嚢一　{　一一≡妻難…一鰻一逆羅謹蕪灘薫縞　一一瓢鼎窩鰻晒一_一_翠一一三罵。叩一牌篶一一蕊一語語一窯難一
      ≡=…三…三三ヨ三一一≡…三≡≡__ら=≡…≡≡≡三…=門薫一葦一一_一舞盤華器{一一一蕪一一一藍薫藁誌≡三≡≡≡叢三三三三………≡…三三≡≡≡篇讐三…冨込__一一墾董囲聾一算蒔蘇㎜講萎難一
      ______=_豊…讐一垂一

      一一一}一『r㎝

      …}ニヨ=…瓢』=一一」甲r一一一一一

      一一一一_三二L_二竃一「土一}一　一ニー茎.{淵:一=r
      

      [一……≡ii二=二:一一「　ク三ヨニ鳳鞠ム乞}2二=}
      一一一一一

           一一}　

           ,一甲　

      　一『

L

薯

1`

t

図2-2松木璽南劇立面図1/2ce

la'm瀦i:1[r,v4el

鼠轟}
 蒙…　

一　「

　　　　　

図2-3松木邸東翻立面図lf2酵⑪

 π一昌「、 属凱、臓・・.醜隅コ
一

$mOY
槻畿

器興旦且
鞭窮胸

断翻曝

噌…一輻

号咽一鍵

》配SIIBU圧

麟噸縫木邸踏平面図雛翻
盒

簿
了
、
笥

割
剥
.・
ま
ヨ
劉
測
こ
占

職
鞭447

図2-5松本邸2階平面図

麟惑躍
琶魔の闘讐》
賊≒2鰯

餐～Yみ・

犠謙鯵
腎竃一マ餉炉、
一一"P、伽
螺

図2-1新聞に掲載された
松木邸設計図

,一一

図芝畷}モース本挿繋2器

鴛雛撫

.嚢.欝灘欝
..鱗

鑓懸籍饗
ノ麟灘認

 i蕪
写真2-2東面外観

＼

モース本挿ee17$

鰯
 μ～』勲

騨

撒灘雛

写真2-1南面外観

懸響

撫1
懸縫織

写真2-5ホール東衡

峯渚艇一腰

謬潟鱗、・.'・

峯,・・ガ謙　・編・灘

_熱熱、驚灘.灘縫譲
i鑛騨難懸
写真2-6バルコニー手摺

pa2-7

麟網

写真2-一一3正玄関木鼻

撫

__一

図2-8

1f2{}{)1
_.」

 樋ジ

鑛魁

　一一ご;一=

モース本挿盤96

灘讐競

愁

無灘
、犠総

灘難難
 κ灘、灘撫磁灘豊

階段手摺

轡

写Pt2-4

灘
1
、

ホール西翻

.霧.繋麟

鞍顯

麟騨

写真2-7

轟
鐡
灘

!

繍藻灘

8

鉛真写 床の間床柱

一102一 住宅総合研究財団研究論文集No.33,2006年版



3.松楓鍛(旧高峰譲吉別荘)

現建物名:松楓殿

所有者:ShofudenLLC(移築時所有者:高峰譲吉)

所在地:メリーウォルド・パーク

(ニューヨーク鰯サリバン郡モンティチェロ)

(元所在地:セントルイス万国博覧会目本政府館内)

移築年:1904-5年《竣工19(A年)

移築時設計者:不閉《内装設計:牧野克次)

(竣工時:久留正道ほか)

施工者:不瞬《竣工時長谷麟金太郎ほか)

3.1栓楓殿建設の経舞

3.1.fセントルイス万国博覧会日本館

1904年セントルイスにおいて,ルイジアナ地区購入

100周年記念万国博覧会が開催された。日本は名古屋城

をモデルにした本館と東屋2軒を中心とした日本館を計

画していたぶ,経費と規模の削減から,最繋的に本館,事

務所,醗望亭,四阿屋二棟,売店,金閣《喫茶店》,台湾館,

宇治茶親合商品展示館,門を出晶した注懸.日本館の建

物のうち,政府出晶の建物は.本館.事務所,眺望亭の3件

だが,睡望亭は,19⑪3年第五回大阪内国勧業博覧会で宮

内庁御料局が建築用材の模範家屋として展示した建物で

あり,新築した建物は本館と事務所の2棟のみで,どちら

も評議員久留正道の設計,東京神田の長谷川金太郎の施

工であった文脚。

1903年Il月に材料一式が切親・荷造りされ,11月末

から12月にかけて現地に輸送された。屋根に葺く鉄板

以外はすべて冒本から輸送され,工事監督の村井三吾を

筆頭に,大工職人16名が渡米し文鋤,12月から3月に

かけて本館を中心に工事作業が行われた。(写ee3・・-9)

本館は建築面積瀞91坪で,f藤原時代ノ寝殿風ノ素木

造」「入母屋千鳥破風造り」「正面及左右ノ三方二縁ヲ

廻ラシテ高欄ヲ附シ」「周囲硝子障子」と報告書に書か

れているように,様式が混在している注描。屋根はブリ

キ板・鉄板をこはぜ掛に葺き,箱軒まわりは墨渋塗りが

施されていた.内部には,各時代の衣装の展示と,日本赤

十字活動に関する展示が設置された文麟。事務所は約

64坪で,屋根に千鳥破風溺つけられ,外壁の窓より下部

は竪羽目,上部はスタッコ仕上げで,窓には硝子障子が嵌

められていた。内部には6っの部屋があり,事務室や応

接室として使われた。眺望亭は24坪で2っの立面全面

に硝子障子がはめられていた。

3。1.2高縫譲吉と松楓殿

19艇年,セントルイス万国博覧会の終了後,アドレナ

リンの発見で知られる高蜂譲吉提腓が,日本建築(本

館・事務所・板塀・門・四阿,醗…望亭)を買い受け溢5),

ニューヨー粥サ塑ヴァン郡モンティチェロにあるニュー

ヨーク上流社会の別荘地メリーウォルド(Merriewold)

の14⑪エーカーの土地に移築した。移築が決まると,高

峰の庭師は住宅を建てるための高台を造成し,掘り起こ

した跡地を弛にして庭園を作庭した。そして,セントル

イスに翼本人大工含む大工を数人送り,建物を解体して

貨車で運搬したという支鱗。19⑪5年の春から建設が始

まったが,移築時の設計者および大工は判明していない。

後にこの別荘は,枢密院顧問大鳥圭介により,松楓殿と名

付けられた「t26P。高峰の齎有地は,1915年頃までに1500

エーカーに増え,ガレージ,工房,庭師罵住居,氷小屋,井

戸小屋,ボンプハウス,北翻の湖の傍に農家や鞘屋,船着

場,剥荘などがあった。当時メリウォルドでは照明に蝋

燭やオイル・ランプを用いることが普通だった渉,松楓

殿ではカーバイトガスを蜷やしていたという注鍛.

高峰は民間外交に力を注いており,松楓殿は日本大使

館員の避暑緬設や政財界の要人の迎賓館としても利用さ

れた文鱒。X9⑪9年9月には,訪米中の久趣宮邦彦殿下夫

妻ぶ松楓殿を訪問した。高蜂は日本倶楽部やジャパンソ

サエティを創設し,東京市よむ緩をワシントン市に寄贈

する仲介をするなど日米友好に尽くし,1922年ニューヨ

ーク耀で亡くなった趨1。

3.2建霧概要(図3-9、3-2)

建築面積:車寄(一部元眺望亭)一階約25㎡(7.8坪)

本館(一部元本館)一階約538㎡(163坪)

別棟《元事務所)一階約238㎡(72坪)

構造形式:木造一階および二階(本館のみ地下室有)

入母屋造,銅板葺き屋根:。

旧高蜂譲吉の同別荘には複数の日本的家屋が散在して

いた瀞,このうちセントルイス万博と関係の深い複合建築

物が松楓殿である。松楓殿はほぼ北を正面としており,東

より顯に唐破風の車寄を持ったゲスト用の待合施設,(写

真3-2》中心に入母屋造で中心に千鳥破風をもった本館

(写真3--3),西側にプライベートな寝室など機能を持っ

た入母屋造の別棟《写St3-4)があり,互いに渡む廊下に

よって連結されている。いずれも木造,銅板葺である。そ

れらはそれぞれ1904年セントルイス万博における日本政

府館内建物に存在していた眺望亭(一部),本館,事務所

を解体移築したものである。ただし眺望亭は実質的に唐

破風車寄周辺のみが利用された。膨

元本館正面側はセントルイス博当時の立面を多く保っ

ている誤,移築に際して背面に突き出すように厨房や個

室を和風木造2階建銅板葺で付設している。元本館部は

高峰の使用目的であった別荘ならびに迎賓施設の機能に

あわせて,巧みに改造されていること那判明した.平面

規模での拡大は前述の増築部のみであ顎,本館そのもの

の規模(正面九間x側面五問,三方に一問半の庇をまわ

す)は踏襲されている,ただし.本館正面中央に庭へ下
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図3「2セントルイス万国博覧会日本館本館(左)と事務所(右)
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りる階段ぶ増設され,それを覆うように軒那拡張された。

内部は大きく変更されておゆ,まず博覧会時点での一室

空間ならびに塒代物陳列所」の仕切は撤去され,あらた

に正面から見て三間ごとの部屋に区切り,東から順に食堂,

居間(写真3-5、写真3-6),桜の間とした。居間の奥は

元「上段」であったが暖炉に変更された。またその横は

造り付けの椅子を配したアルコープに変わった。さらに

その横には移築時に新設された各室へと至る階段がつけ

られている。その階段をあがると居間と食堂を縦断して

踊り廊下のような中二階が加えられており,空間的に立体

化し,よりドラマティックで機能的な空間に再編成されて

いる。

渡り廊下部から小屋裏を覗くことができたが,キング・

ポスト・トラスを主体に挟み梁で大スパンを補強した木

造小屋組であった。(写真3-7)日本語による墨書も散

見された。キング・ポストは当時においてすでに日本国

内でも木造の大屋根の構築には積極的に採用されており,

この小屋組はセントルイス博当初からであることが,博覧

会時の建設写真から判明した態㌔万博会場から移築さ

れた「四阿」は池のほとりに建てられたが,すでに焼失し

ており、椚」と曝」は老朽化により取り壊された。

3.3考察

3.3.1建鴇の増設と内装

元事務所である別棟は車寄を本館と同じ正面側に向け

た形で隣接している。本館に対してややセットバックし

て建てられているため,全体として雁行風になっている。

別棟は5つの寝室,二っの浴室.台所,パントリー,洗濯室,

女中室,使用人室,倉庫などに使われた。東側の車寄から

本館までを公的な場としてとらえた場合,書院の形式を

踏襲して,別棟は私的な空間が企図されたと推測できる。

セントルイス博当時の外観は比較的よく保たれており,

側面に突き出したバルコニー部も残存していた。

これら移築時の増改修の設計者は不明であるが,牧野克

次(当時京都高等工芸学校教授)が,内装設計を担当した

ことは判明している、,p(写真3-8)牧野はニューヨーク

市内の高峰本邸齢の施工にあた跡,目本画モチーフを油

絵で描くためにキャンバスに金箔を用いるなどの様々な

工夫を試みており惣、同様の手法を松楓殿でも用いた

と考えられる.本館部分の壁画装飾がその手法で統～さ

れていることを考えても,1905年から1909年の間に内装

工事がなされたことは明らかである灘爵。ただ牧野がこ

の巧みな空間の再構成まで手がけたかどうかは検討の余

地を残すところである.その他,移築時においては竣工当

時の東石立は放棄され,半地下の石積によって地下室があ

らかじめ作られ,その上に建物全体が蔵っている.地下室

におりた際に,同建物がセントルイス万博を来歴と証する

ラベルが散見された.(写真3-9)

なお,本館の桜の間には床の間ぶ造られているにもかか

わらず,住宅内の部屋はすべて板敷きで,畳の問はなかっ

たという。また,本館正面に掲げられた魚板灘や庭園の

通路にそって並ぶ狛犬灘に,高峰の故舞である金沢や高

岡との関連がみられた。

3.3,2松極璽屡嚢:の特儀

前述したように,セントルイス博覧会日本館は、寝殿

造りに千鳥破風や格天井を合わせた折衷的な様式であっ

た。松楓殿となってからも寝殿造りのもつ貴族性や歴史

性、絡天井の華やかさなどは継承された。さらに格天井

の格問には植物や動物の図柄が、壁面には「松」「紅

葉」「風神・雷神」など目本画の伝統的モチーフが描か

れた。これらは1909年9月の久趣宮邦彦殿下夫妻の訪

問にあわせて完成させたと思われ注3病また彷径,臣民用

の椅子や漆のテーブルセットなどが日本に発注されたこ

とからも、皇族を迎えるに相応しい日本建築にするとい

う強い意図があったといえよう。絢燭な室内空間が創ら

れた背景には、上流階級の迎賓館としての格式や歴史性

を重視し、それに相応しい一流の美術品を組み込んで日

本の威信を表現しようとする意識があった。それは雁行

する三棟で構成される書院形式にも現れている。

4.ハンティントン・ジャパニーズ・ハウス(麗JH)

現建物名:ハンティントン庭園ジャパニーズ・ハウス

所有者:TheHuntingtonLibrary,ArtCollections,

andBotanicalGarden

(竣工時所有者:GeorgeTurner麗arsぬ)

所在地:Il510xfordRoad,SanMarino,CA

(竣工時所在地:JapaneseTeaGarden,禰Cornerof

Faireaks+CaliforniaStreets,Pasadena,CA)

移築年:1911-12年(竣工年1903年)

設計者:不祥

施工者:ハンティントンへの移築時は大工・河合トウイ

チロウが担当(竣工時担当者は,《.琉オキタとサノ)

嬉.嘘歴史的背景

4.1、1マーシュ兄弟と日本庭園

19世紀末からのアメリカ西海岸における日本趣味の

中心的存在である(}.T.マーシュifss}は,オーストラリア

から来日して1876年まで横浜に滞在し繍},1876年,サ

ンフランシスコでアメリカ初の東洋美術店を開店した。

1894年のサンフランシスコ・ミッドウィンター万国博

覧会では,日本から職人と建材等を調達してfJapanese

Village」という日本庭園を造り,この人気に乗じて

1896年パサディナに小規模な目本庭園「TeaGarden」

を建設したcさらに19⑪3年にパサディナ,1906年にサ

ンディエゴのコロナドに大規模な局本庭園rJapanese
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TeaGarde蝿を建設した姫5"。それらは一鍛向けの娯楽

施設で,東洋趣味のティーハウスでは着物のウエイトレ

スが運ぶお茶を飲むことができた.また庭園内の日本家

屋は美術品の展示爆の役割を果していた。パサディナの

「JapaneseTeaGardernj瀬》の3エーカーの敷地には,

楼閣,東屋,蓮池,菖蒲池など瀞醗置され,数多くの灯篭や

石仏が置かれていた。この楼閣ぶ現在のHJ'Hである。畳,

障子,襖,曲線の玄関口,欄間,天井,床の間などの部材は

日本から持ち込まれたこと溺当時のパンフレット文隷に

記述されている。この建設に携わった日本人大工は,

「A.Y.OkitajとfSanoJ註謝と思われるが,詳細は判

明していない。

4.1.2ハンテイントン庭園への移築

1911年,則Hを含むパサディナの日本庭園は,ヘンリ

ー・ハンティントソ総9}に売却され,サンマリノの広大

な敷地内に移築された.'〈"2'"》.HMの解体と移築を担当し

たのは,ヴィクター・マーシュの店で働く河合トウイチ

 ロウ注4ωで,1912年3月に移築ぶ完了した。河合はさら

に,太鼓橋,鳥居,鐘楼を庭園内に新しく建設した注覗。

移築後HJHの維持を担当したのは,庭師として雇われ

ていたゴトウチヨゾウLIIl2」で,一家はHJHの裏の3部屋

の木造住居に住んでいた。1919年,ヨーロッパ美術と稀

少本を中心とした研究・教育機関としてハンティントン

図書館・美術館・庭園が設立された。庭園の一部として

HJHも公開されたが,内部を使うことはなかったという、

1957年,地域の婦人団体San臨rinoLeagueが主体とな

って,修復を開始,1958年に完威し一般公開されて現在

 に至る。

4.2概要(図4-1～牛曝)《写真尋一1.華2)

建築面積:一階一106㎡(32坪),二階一44㎡(13坪)

構造形式:木造二階,和小屋入母屋造。東側を正面とし唐

破風の車寄を付設。

1階は3室で構威され,南よ鯵十二畳床の間押入付(室

一),西側に階段室を持っ八畳《室二),再び十二畳床の

間押入付(室三》を前2室に対して鉤の手に連結しているe

(写Pt4・-3.写真4-4.写Si4-5)背面となる西側と北側の

床の間裏を除きすべてに切目縁がかけられ、切目縁周囲

に雨戸用の権が廻る。東側車寄は南より十二畳に縁側を

介して連結する。

2階は背後に階段室を持つ南寄りの八畳大の板の間

(室四)と収納部半間を持つ北側の十畳大の板の間(室

五)によって構威される。東面すべてに勾欄を回す。

軸部は東石立て,柱主要部四寸である。(写真題惑)

床上は鴨居,長押.選縁がある。小屋組は京呂,束立,母屋

桁一本のみ,主に疎垂木(登梁》で野地叛を支承する。

(写真多7》また牝粧垂木がみられるe

その勉,各部屋にふすま.障子,唐板戸《車寄部分),欄

間ぶ散見される。天井は寄木様に張られた竿縁天井く室

一),舟底綱代天井《室二》,万年杉の根部分を用いた天

井(室三》,格天井《室四,五)である。車寄には日本か

らきたものと思われる木鼻や装飾が付けられている。(写

莫羅遷.写真尋噸)

4.3考察

毫3、1改造状況と内都講成

マーシュ所有時代の外観写真との比較からみて,改造状

況は少なく,変更箇所は修理と意識的な改造に別れる。修

理については風雨の影響を受けやすい屋根の棟ならびに

妻面およびその装飾,縁側部分でなされている。なるべく

オリジナルを尊重しようとしている拶,材料が現地の生産

体系によっているためその完全な保全は難しいようであ

る。階後室,1階室三西側背面の仕様については何らかの

理由で改造されているe2階床は板張9)であるが権と段

差瀞あったため,以前は畳敷であったと思われる。また室

五東側の収納部は,以前は室三と同じような床の間の構成

であった可能性が高い。

寸法計画は6.3尺を基本とした真々モデュールが採用さ

れている。二間x三間半を一ユニットとして,その内部構

成を変えっっ連結し,南および東面に縁を巡らせている。

これは現地での加工しやすさ,組みやすさなどへの配慮が

あったと推測される。細部にっいてもオリジナルと思わ

れる部分については,目本国内の家屋詳細各部との相違は

それほどみられず,竣工当初より日本の伝統的建築の素養

を持つ大工等の技衛者が関わり,日本国内から輸入された

部材も相当数あったとみるべきであろう。小屋組は日本

流の番付で墨書されていたぶ,日本国内の木材業者の印が

見られず,材も多様であった点から現地調達の可能性もあ

る。なお,墨書による番付は移築時のものという覚え書き

がある知鋤。

曝.3.2麗謝の特機

平面計画の特徴としては、第一に生活に必要な部分が

ないことが指摘できる。これはマーシュ時代の主機能が

日本の美術品を飾る展示場であったことからもわかるよ

うに,一時的に日本建築を体験することが目的であったた

めである。そのため車寄からいきなり十二畳大の床の間

付の座敷にアプローチできるようになっていたり,雁行す

るにつれ格式を変えていくといった通常の書院造りの体

系は崩れている。

日本から建築部材の大部分を運んだという前堤のもと

に、あえてこの建物の参照源を検討するならば,京都二条

塘に現存する本丸簿殿の碑常鐸殿に外観構成,ならびに平

 面構成に類級牲がみられる銘〆。それφえ現ハンティン

トン図書館内の翼本庭園に建ち,以前は隅本体験を手軽に

一107一 住宅総合研究財団研究論文集No,33,2006年版



味わえる建物として広く利用された同建物は,その参照源

を書院造りにおける楼閣的部分を併せ持った遊興空間の

みを抽出し,それを空間的に圧縮して再現しようとしたよ

うにも受け止めることができる。

5.3件の住宅の受容と理解

5、1雑誌・新闘記事

1900年前後のアメリカの新聞や雑誌には,日本の住宅

建築,住まい方や造園に関する記事が輻広く掲載されて

いた。1890年代のセーラム,1900年代のセントルイスと

南カリフォルニアは夫々異なる理由によって日本に対す

る意識が高く,地元新聞に本研究が対象としている建物

やその他の「日本建築」が取り上げられた。3件のメデ

ィア表象に共通するのは「目本らしさ」や「本格性」が

強調されたことである。

 1)松木邸:松木邸は地元新闘む摺∫β卿において,「ニ

ューイングランド地域の気候に合わせた,アメリカ住宅

の快適なアイディアを取り入れた純日本式の住宅」とい

う融合建築として語られ,その体格性」が強調された。

また結婚や商売など松木個人の話題と合わせて語られる

ことにより,松木邸は美術商松木の広報にもなっていた。

松木邸の装飾部材やインテリアが,商品の利用法を伝え

るモデルとして機能したのと同様に、地元新聞の松木邸

の表象は、広告として美術商という商売と綿密に関係し

ていた。

2)松楓殿:セントルイス万博H本館に関する記事は、

日本政府が参加を決定した1903年から地元セントルイ

スの新聞で頻繁に掲載され,略古屋城」から「大名御

殿」になった日本館の変遷を綿密に伝えている。同時に

日露戦争に向かっていた日本政府のイメージ政策におけ

る建築の役割なども語られている葺捌。アメリカ中部の

セントルイスでは,1893年のシカゴ万博以来,日本への

興味は継続しており,加えて日露戦争によって日本への

関心は高まっていた。1904年のセントルイスの主な新

 聞船ρ〃配廊とGfobe-Pemoctratは,日本館関係者や日露

戦争に関する記事をほぼ毎日掲載していた。それらは,

日本を非常に肯定的に捉えておゆ,日露戦争が展開する

につれてアメリカの世論が日本を支援するようになって

いたことを示している。日本館の建築は「武術的」「偉

大」といった言葉で形容されることが多く,そのイメー

ジの源泉は,政府発行の英文ガイドブックが建築の武士

的なルーツを強調したことや,薪渡戸稲造の『武士道』

が当時アメリカで流行していたことに関係している注掃。

武士的なイメージは「繊細で女性らしい日本」という従

来のイメージを払拭する対策でもあっただろう、

万博後移築された日本館が松楓殿になると,高峰の別

荘に相応しい豪華で本格的な建築として語られるように

なる。個人の別荘である松楓殿が,新聞や雑誌に掲載さ

れたのは1例文鋤のみだが,そこでは松楓殿の歴史性,す

なわち目本の素晴らしい歴史を継続しながら,現在さら

に進化しているというメッセージ注捌が強調されると同

時に,神秘性,芸術性,自然との関係といったすでに固定

化したイメージぶ、装飾過剰なアメリカの住宅建築を批

判するように縁り返された.

3)HJH:日本建築や美術にっいて見識の高いコレ

クターが集まる東部の都市とは異なり,南カリフォルニ

アでは一般向け娯楽施設としての日本庭園に象徴される

ように,日本趣味はより大衆的に受容された。庭園の一

部として認識されたHJHそのものに焦点を当てた記事は

少なく,rJapaneseTeaGardell」のパンフレットにおい

ても,HJHの「本格性」が強調されるだけで,機能にっい

ては1958年の修復まで解説されていない。1900年代の

パサディナには,東洋古美術店が数件存在していた

が,1910年頃までに日本ブームは去り,マーシュの古美

術店も1918年に閉店した。

5、2日本美衛商と受容階層

3件の住宅は,それぞれアメリカにおける日本美術の

輸出と受容に綿密に関係していた。松木邸の場合,他の

美術商との差異化を意図して建設された自邸兼モデルハ

ウスであった。松楓殿の場合,高峰は目本の美術工芸産

業の振興を意図しており注打),民間迎賓館としての松楓

殿は,日本の最高水準の美術工芸品を展示する必要があ

 った。そのためにも山中商会,京都野村商会などβ本美

術商との関係は密接であった文2D、}UHの場合,美術商

が造ったJapaneseTeaGardenという娯楽施設のなかの

展示空間として,一般観光客に美術品の購入をさりげな

く促すという役割を担っていた。また,灯篭や太鼓橋と

同様にそれ自体が庭園の一部として「展示」されるもの

であり,見栄えが重視された。3件に共通しているのは、

「展示する」空間であると同時に,その建築自体が「鑑

賞される」という特徴をもっていたことである。

しかし、3件を受容する階層はそれぞれ異なっていた。

万国博覧会の日本館を前進とする松楓殿は、威厳と格式

と歴史性を備えており、政財界の要人や富豪といった上

流階級の迎賓館にふさわしいものであった。松木邸は美

術商が裕福な階層を対象に美術品を売るためのモデルハ

ウスであった。そしてHJHは大衆のための娯楽施設とし

て日本庭園に建てられたみせかけの住宅であった。この

ように3件の住宅は、異なる階層に向けられており、日

本趣味の複層的な様相を示しているといえる。

6、おわりに

今回の実測調査をふくめた実見によって,3件におい

ては,先に挙げた分析側面においてそれぞれ著しい特質

の相違が認められた。1893年に建設されたセーラムの
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松木邸は、ニューイングランドの伝績住宅を基本としな

がら入母屋屋根をのせ、内外に翻本美衛を糧み込んだ構

成は,糠易化した様式』としての目本建築を現してい

る。また.エドワード・モースの著書を反映したディテ

ールや、商晶としての建築装飾部品を紐み込んだモデル

ハウスという点に特徴ぶある。

松楓殿(高峰劉荘》は,19麗年のセン1・ルイス万国博覧

会の日本館の三糠(本館,事務薇,蹴望亭》を高峰譲吉が

移築したもので,隔本を代表する意識で造られた建築を住

 宅に転用した例である。β本の美術工芸の海外輸出振興

を図る高峰譲吉が迎賓館として痩用するために,壁画や天

井画,工芸品などで絢瀾な内部空岡を構成し,格式と歴史

性を重視した騒本を表現している、

ハンティントン庭園内HJHは,灘03年に商業箆設とし

ての日本庭園から移築され,それ自体ぶ庭園の一部とし

て鑑賞されるものであった。ゆえに数奇屋風書院造りで

あるものの,雁行する平面において,格式を変えるという

通常の書院造吻の簿系はみられず,3室および玄関にお

いて,日本住宅の諸要素をそれぞれ裡覚的に見せようと

する意図が瞬確であった.

以上のように.この3軒は目本趣味の最盛期あるいは

その直後に生まれ、日本趣味を広める役割を担った住宅

であり、それぞれの目的に合わせて「日本」を現してい

た。そこには様式の簡易化や折衷、独特な装飾の用い方、

格式の無視といった、本来の日本建築にはない特徴がみ

られた。また建設過程、目的、建設主体、受容階層の違

いよって、三者三様の様相をもっことが確認された。こ

れらの事倒は、衆国での目本的建築の移転経緯を検討す

るのに必要なマトリックスを構築する基礎になると思わ

れる。さらに事纒を増やし、詳緬に検討することを今後

の課題としたい。
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掘先駆的鰯甕として文献1)文蔽2)があげられるrまた目
本庭園に閣する概論として文藏3)ぶある,

i£2;文藏33》～総》など.
輪文戴321にはアメ夢力の日本庭圏や建築が紹弁され、本羅
究の対象も一綱含まれている拶、建物に関する詳顯な調査
はされていない、

融'申蒼罷仁.グレゴ吻一・クランシー.内田青藏,函申摩子.毯

瀞翻:近代アメ塑力での日本建築ならびにその従事者への
認議の変遷と構造,往総覇研究年報晦騰.弱一7⑪
頁,互鵬年

飾本講では,住宅として建設されたものでなくとも「住宅」と
 して受容されたβ本建築を含めて「目本住宅」と蒜し,調
査対象としている。
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淵煮ストンの設計事務藤1細愈脳鼠H{惣3鼠職R掘A,
《㎎醜懸風R酬E麟》夏欝且年頃、C囲総G㈱eが
見習いとして働いていた。Andreth・sと∫鱗麟は既旺リチ
ャードソン事務所で働いた経験鮮ある。

難1モースは当時.アメリカで各時代の陶芸をはじめ目本の生
活文化を紹介する活動をしてお勢,ニューイングランドで
は特に名が知られていた。1886年刊行の文献4)は、1895
年までに囚園以上復賑された。

鈴}文献7》8)弟の松木喜八郎《東京神田の尚美社》,兄の松
木善衛門《京都新門前仲之町の霜古堂)も美術商であった。

溢臨ボストン美衛館図書館蔑創刊号のみで廃刊となった。
{fl'lga°文鹸1⑪》「松木誤目本での買付け簾行の折に,自邸の建築

部材を買いつけており,すでに15箱がセーラムに送られ,
さらに現在も輸送中である.内容はアートタイル,壁紙金
唐皮,木彫,畳と綾魑,衝立て.珍しい陶器などである」と記
される.

Lq-a:"li文me11)「KWH獅dyが大工仕事にとljかかるjと記さ
れている.
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量9E#5-C.C.McCl)mmds.1947-L.H.S躍"鰍
畳9Sj～脚團o曲と所有者ぶ変わった.

GEgn平面図の室名は盈纐3年の薪聞記事の平面図に準じた。
註凶1階にホールアンドパーラーとよばれる接客空間と食堂

を2階に寝室とバスルームをおく構成を基本とする、
羅・文蔽6》中の壌㎞　do熟継sukiも」{}脚eseHouseinsal皿

賂ギにおいてラヒカイネン氏が指摘している。

遡7コ設計段階の外観スケッチと完成当時の古写真を比鞍すると,
玄関と裏口の周辺が簡略化され。窓拶綾長の上げ下げ窓に
変わっている。また,屋銀棟部の装飾性が藏少し暖炉の煙
突瀞追舶されるなど,よ鯵地元の様式に近くなっている。

撰靴盆£Of'gldvgapaEp1鰍3,1[}04.示ストン美衛館図書館蔵。
8sgs文鹸8)松木にとって『本格性」の演出が商売全体の鍵と

なっていたことぶ指摘されている、
注癬文献6》「日本の転読的およびモダンな品々を翰入する松

木にとって,それらが近代の住宅においても十分装飾品に
なることを示すショーケースが必要だった』とラヒカイネ
ンは指摘する。

潔飢文藤6》のオ'一クションカタuグー覧から,1鍵1年と1!X92
年に松木が建築装飾部材をオークション販売したことが分
かる。

戴3日本館の他に,博覧会の工業館.工芸館,美術館などに日本
の商品溺展示され,またパイクという万博敷地内繁華街に
「フェア・ジャパン」という民営娯楽罐設があった。

灘門文献33多34135》で指摘されている。
灘』185S年に富山県高岡市に生まれる。1879年,工部省工学寮
第一期卒業生。3年間英国に留学後,農商務省工務局に入
省.1994年ニューオーリンズ綿花百年誕念万国博覧会の
目本代表として9年間米国に滞在し,帰国後の丑盤7年東京
人造腱舞会社を設立,アメリカ人女性C&rolineHitchと結
婚,18髄年再渡素し1蹴年タカヂアスターゼの抽出に成
功、IS{Wt年よ物麗2年に没するまでニューヨーク在住。

滋齢文献14)「日本館及附属駒置共一硫事務所一糠,同附属
板爆二ヶ噺,門一ヶ所憂轡同'二糠ハ金千五円二銭玉厘にて
醗望亭ト共二何レモ随意契豹ヲ以テ売舞ノ処分ヲ為。」ま
た文敵嚇に$500で売舞されたと誰録される.

灘'文醸23》大鳥圭介書の扁額ぶ1910年に贈られたとされる。
瓢避6年にカーバイト貯藏小屋ぶ爆琵する事故があった。

《高岡志立博物館f高蜂譲吉墨展カタnグ2《購年》
ぎ鱒以後,松楓殿は.亘鍵5年にムーディーズ家鰹{磁y》,1945

年にオズボーン家継輪甑欝lLX.pWt有とな甥,謄綴年から
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はJapanHeritageFoundationInc.,2000年からは
ShofudenU£撰所有している.

注29,高峰所有時は、東側の出入口ぶ正面玄関だったことが文献
20)の写真により判明した。また同資料により「眺望亭」
の一部は,メリウォルド内のボートハウスとして使われた
ことがわかる,

注30)文献21)ニューヨーク州リバーサイド・ドライブ334
番地。1910年から高峰本邸の建設が始まり,1912年に完成
した.内装設計に画家の牧野克次,画家澤部清五郎,建築
家吉田宗太郎などが担当した。漆は山中商会大阪事務所の
松井貞次郎と波多野秀太郎,欄間は京都の野村商会の和田
源兵衛,壁画・天井画・襖絵は京都の美術工芸品専門店が
製作、3階から5階までは,Jo㎞V.VanPeltが設計した,
1927年内装焼失により現存しない。

姓川本館居間と食堂に描かれた壁画に「明治四二年七月為牧
野克次』「19{)9匿atsuji臨k恥⑪」等の署名がある7

瀕2)魚板にはf慶応元載九月日高岡綿場」「化主瑞雲寺霊
庭」などの文宇が底部に彫られており,文献23)によれば、
高岡市須田の瑞雲寺の寄贈であるという.

～1鋤金沢尾山神杜の粕犬に類以している。
a鋤壁画の署名に1CO9年7月や8月と記されている。
舗)(1857-1932)オーストラリアのリッチモンドに生まれる。
注,6)JapanDire}ctoi-yX・:より,18髄年から1876年まで横浜のボ

ーン商会で事務を担当していたことが確認された、
il・37)所有はG、T、.ajat-shCo.であるが.運営はVictor臨rshで

あった、Vict鍵は1894年よ邑多バサディナで東洋美術店を
開業していた、

往纈新聞ゐ53曲囎幽ゴか燕灘Feb.ll,1904によれば、A.Y.
OkitaはContractorandbuilderとして,ジャパニーズ・
ティー・ハゆスや目本庭園,室内装飾や美術品の修復,木竹
材家具の製作を専門にしていた.

注:59)HenryEd暫紐一dsHuntington(185⑪一1927)Pacific
ElectricRai盈鞠stem経営者.西洋美術・稀少本収集家。

'1.40)河合トウイチ齪ウ(1870-1943)遠州で生まれる,郷里で
大工仕事,造園などを学び,さらに横須賀で造船や製図など
を学んだ.1鱒8年に船大工としてアメリカに渡る。サン
フランシスコおよびバサディナのマーシュ古美術店で日本
美術品や家具の諺繕を担当、《文献29,30)

il"41>文献30》これらの建設において河合ぶ日本建築の書物を
参照したことや、太鼓橋は模型で検討してから建設したこ
となどが転えられている.

i主12)文献25》ゴトウチョゾウ(1870年日本生まれ)1900年以
前に渡米しdmrg.eT蜘rshの店で働き、1911年にパサ
ディナUtjapaneseTeaGardenに移った.

注4:り現在の本丸騨殿は,京都御苑今出川御門内にあった旧桂宮
邸の御殿を,畷治26年から27年にかけて本丸内に移築し
たものである。規模は全く異なゆ御常御殿の方が大きいが.
生活機能部分を別に持っ点や,敵寄屋風で二階に楼閣を持
ち,特異な勾欄模様を持っている点が類似している。試み
に二屋の高さ寸法を比較してみると,鴨居高さ(ともに6
尺),長押せい《ともに3.6寸1.天井高さ(いずれも9.3
尺内外》と以通っており空間上の共通点も持っている。

注繍セントルイス市立図書館,ミズーり州歴史臨会のアーカイ
ブに保管されているLPE社の事務員ぶ作成した新聞記事集
 σ)目本館に関する全米の新聞記事,および1904年のセント
ルイス市の新聞diobe-Devgeot'iv7tとRePffblie両紙に掲載さ
れた日本関連詑事を調査した.(文献18,19)

(s.45)Caro置tieWOftCiaifist."Sapan'sSevegkAcifes:PoliticsandAesthetics
 鼠tthell期瓦o翌ls油掴h聾cぬ蹴Ex郷亘婁loバG破醐の嚇er廊09ε
17:2(F翻豆～駈》簿2-15にセントルイス万博における日本
のイメージと日露戦争のメディア戦酪の関係が指摘される
が、日本館の建築に関しては触れていない。

a46)日本と文化進化論:1905年に岡倉天心拶theldealsof
 酌θ島舘を英文で登行.イギリスとアメリカに,日本は数
千年前から進化しているアジア文囲の頂点だというメッセ
ージ.アメ嬰力北灘上流社会に熱狂的に受け入れられた。

it47)「紐育の高鰹邸』腱築函報調大正3年1月号pl4-15
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