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■■■■fig.1、2

ご紹介いただいた『神殿か獄舎か』（相模書房 1972）

は、今からちょうど35年前、私が35歳の時に出した本

です。それをちょうど倍に当たる70歳での今回の再刊

です。今年、私は満で70歳、いわゆる古希になるわけ

です。武蔵野美術大学でもちょうど定年を迎え、その

節目に当たるところでもう一回再版していただいて、

非常にうれしく、また、光栄にも思っております。一

時期、ウェブの古本屋サイトで、1万円以上の流通値段

が付いていた『神殿か獄舎か』が、この復刻版を読ん

でいただければ、2,500円で済みます（笑）。もしお持

ちでない方は、ぜひ一度、読んでいただけると非常に

ありがたいと思います。左側が最初に出した時の『神

殿か獄舎か』です。後藤慶二のスケッチを装丁に使っ

ています。今回出したSD選書の『神殿か獄舎か』は右

側です。

この本を再版するに当たって、当然、ゲラ刷りが出

てくるわけですが、私も30数年ぶりに、ゲラ刷りで自

分の本を読んでみました。実は、35年前の本が、今の

時代に“歴史的なひとつの価値”として評価されるの

は、それはそれでありがたいことですが、実際問題と

して、古くて読めないのではないかという感じが多分

にしていたわけです。ところが、こういうことを自分

で言うのもおこがましいわけですが、読んでいまして、

結構、興奮を味わえました。ここに書いてあることは、
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今の時代に問いかけても意味のないことではない、そ

ういう感じが非常にうれしかったわけです。

『神殿か獄舎か』を書く、ひとつの契機となったの

は、私が神田の古本屋で買った『後藤慶二氏遺稿』（私

家版、非売品 1925）です。一時は偉い値段が付いて

いましたが、今はどうなっているか分かりません。

■■■■fig.3、4

本題に入りますが、後藤慶二という建築家は、大正8

年（1919）に世界的に流行したスペイン風邪、その頃

はいわゆるワクチンもなかったでしょうから、世界的

に非常にたくさんの死者を出した風邪として知られて

いるインフルエンザだと思いますが、それで亡くなる

わけです。その前に、彼はもともと肺結核を病んでい

たものですから、その肺結核からスペイン風邪を併発

して亡くなったようです。同じ年に明治の建築界の巨

匠といわれた辰野金吾がやっぱり同じ、スペイン風邪

で亡くなるんです。彼は60代ですが、後藤慶二はわず

か38歳で亡くなってしまうわけです。その後藤慶二は、

辰野金吾が《明治建築》の象徴的存在だとすれば、《大

正建築》の同じようなシンボリックな建築家だと私は

考えました。

いわゆる《明治建築》は、村松貞次郎氏を始め東大

の生研（東京大学生産技術研究所）の方が非常に充実

した研究をされていました。一方、《昭和建築》と呼ぶ

ようなジャンルの研究も当時盛んでした。この《昭和

建築》の軸となったのは、いわゆるモダニズム建築、

前川國男がル・コルビュジエのところから帰ってきて、

ル・コルビュジエの衣鉢を日本に伝えたのが、大体、

昭和5年、1930年ですが、その前後、以降のいわゆるモ

ダニズムの建築流行が建築界にあった。一方これに対

して、国際主義を前提とするモダニズム建築に対する

ナショナリズム側からの激しい抵抗が起こり、《昭和建

築》はインターナショナリズムとナショナリズムのせ

めぎ合いとして始まるわけです。そして戦後はナショ

ナリズムが一気に後退して、インターナショナリズム、

合理主義の建築論、工業主義の建築技術に取って変わ

るわけですが、この昭和の建築と明治の建築の間に

《大正建築》という、ひとつの歴史的エポックがあるの

ではないかと考えたわけです。つまり、それは明治で

もない昭和でもない独特のものだったのではないか。
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大体、大正という時代は15年ですが、その前後の約5年

を加えると、大体四半世紀、25年ほどになるわけです。

明治の終わり5年ほどと昭和の5年ぐらいの間の建築史

上の時間を見てみますと、何かそれ以前ともそれ以後

とも違う建築の面白さがあるのではないか。それはひ

と言で言うと、これまでの建築史の平板な明るさにも

たらされた魅力的な“影”の部分として、歴史的理解

に彫りの深さを与えるものとなるはずだと思ったわけ

です。《大正建築》というものを建築家の側から考えま

すと、それは建築を「自己」というか自分の存在、そ

こから考え設計することにある。つまり明治時代の建

築家の場合は、ヨーロッパのいろんな洋式建築のデザ

インの手法、技法、そういうさまざまなものを勉強し

ながら建築設計を、いわば外から
・ ・ ・

学び攻めるやり方を

してきたわけです。それから同じように、ル・コルビ

ュジエの建築を日本に持ち込んだ人たち、あるいは山

口文象のようにグロピウスの考えを持ち込んだ人たち

だとか、いろんなかたちでヨーロッパの先進的な合理

主義建築論を日本に持ち込んだ人たちは、これはまた

別のかたちで、近代建築の理念とか理想、そういうも

のの中から建築を解き明かそうとした。この中には社

会主義的な方向を目指している人たちは、社会主義的

な左翼的な思想とか、傾向の中における新しい建築の

在り方を追求し、それがまた、いわゆる国家権力から

追いかけられて大変だったという話はたくさん残って

いるわけです。そういう、明治とも昭和とも違う大正

は、極めて珍しい特別な時代だったのではないか。私

自身にはそういうふうに見えました。

私自身は、建築の設計の立場ではありませんし、今

まで建築の設計をしたことは、自邸といいましょうか、

ボロ家を自分で線を引いて、建築家にお願いしてちゃ

んとした設計図にしてもらって建てた経験はあります

が、いわゆる実際に建築をつくる作業は一度もしたこ

とがない。そういう人間からいいますと、どうも戦後

の日本の建築は、物事が論理とか理念、いわゆる外側
・ ・

から
・ ・

ばっかりせめている。逆にそれを設計する人間の

内発
・ ・

性
・

といいますか、私は“想像力”とこの『神殿か

獄舎か』では使ったわけですが、そういう“想像力か

ら発して建築を考える”、つまり自分の内側にあるもの

が外側に投影されて、だんだん大きな建築になり、都

市になり…という発想が大正建築の思想にあったよう

な気がしてならなかったわけです。

そう考えていく中で、さっきの後藤慶二という1人の
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建築家に出会うわけです。彼は明治の終わり、明治42

年（1909）に東京帝国大学を出てすぐに司法省に入り

ます。司法省の営繕というのは、基本的には監獄づく

り、獄舎づくりをするわけです。たとえば、山下啓次

郎という建築家は、ジャズピアニストの山下洋輔のお

じいさんに当たるそうですが、彼も東大の建築を出て、

後藤慶二よりも少し前に司法省の建築へ入って、今は

もう、門しか残ってはいませんが、「鹿児島監獄」とか、

そういう幾つかの監獄を設計します。その門だけのデ

ザインなんかを見てもなかなか山下啓次郎は優秀な建

築家だったという感じがします。

その後輩として後藤慶二は、「豊多摩監獄」という監

獄を設計することになるわけです。これは「市ヶ谷監

獄」を壊して、中野の駅から歩いて5分ぐらいの所に、

今は正門だけが残っていますが、新たにそこへ豊多摩

監獄全体をつくるわけです。後藤慶二自身がまだ30歳

前後だったと思いますが、ほとんど全部を彼が中心に

なって設計するわけです。もちろん手足になって動い

た人たちはいると思いますが、基本的には彼が設計し

た。それを完成させたのが大正4年（1915）で、その後、

1年間休養した時期もあったようです。ところが、早稲

田大学の内藤多仲がアメリカへ留学をしている間、内

藤多仲の構造の講義を後藤慶二が引き受けて、1年間代

講をしているんです。『後藤慶二氏遺稿』のあとがきを

見ますと、奥さんは後藤慶二がその早稲田の講義を非

常に楽しんでいたという話を書いていますし、当時早

稲田の学生だった村野藤吾もその講義を聴いたそうで

す。

とにかく豊多摩監獄が出来た後は、わずかに、彼が

亡くなった後に完成した幾つかの小さな住宅と、「東京

司法裁判所」のみで、これはクラシシズムの列柱が並

んでいるような、重厚な玄関があり、豊多摩監獄とは

雰囲気が少し違います。後藤慶二が大正8年（1919）に

亡くなった時、彼の代表作は結局、豊多摩監獄という

感じになるわけです。

私自身も後藤慶二の発言とか、後藤慶二の図面、ス

ケッチ、設計、そういったようなものをかなりよく調

べまして、監獄が代表作である後藤慶二を大正時代の

代表的な建築家として書くのはなかなか皮肉な話かも

しれないと思っていたわけです。ところが、だんだん

後藤慶二のことを調べていきますと、やっぱり、後藤

慶二が獄舎づくりで一生を終えてしまったこと、それ

が大正時代の代表的な建築家の仕事であったこと、そ
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こには非常に大きな歴史的な意味が含まれていたので

はないか。そういうことに少しずつ思い当たってきた

わけです。

■■■■fig.5、6、7

この本の中にも書いていますが、単純に言いますと、

建築家のイメージというのは、例えば県庁舎をつくる、

国会議事堂をつくる、あるいは裁判所をつくる、そう

いう社会において光輝くような、私の言葉で言うと

“神殿建築”のようなものをつくる人だというふうに考

えられることが多かった。つまりその建築を見ると、

すぐに全貌が分かって、手でも合わせて拝みたくなる

感じの建築です。その当時、私が20歳代から30歳の初

めに生きていた頃の日本の建築界では、そういう存在

というと、間違いなく丹下健三
・ ・ ・ ・

さんだったわけです。

その丹下健三の一連の、それこそ“動く国家標的”と

いう言葉を本の中で使っているんですが、まさに国家

がその時に一番求めているようなものをターゲットと

して定めて、実に見事にそれを建築的に実現するかた

ちで「香川県庁舎」をつくり、「国立（屋内総合）競技

場」をつくり、「日本万国博覧会」をつくり、最終的に

は「（新）都庁舎」をつくる。丹下健三は、そういうの

もののつくり方をしていた。しかし建築は、そういう

建築のつくり方だけなのか？ つまり、見事なプロポ

ーション、見事なプランニングで、それを見るとそれ

こそ手を合わせて拝まざるを得ない、あるいはひれ伏

さざるを得ないほどの崇高な、そういう建築をつくる

のが建築家の本来の仕事なんだろうか。確かにそれも

ひとつではあります。建築の歴史というのは、それこ

そ古代ギリシャ、エジプト辺りからずっと、そういう

建築の歴史を語ることが多いわけです。私も歴史をや

っていますから、学生に西洋建築を教えていますと、

そういう建築を並べて教える方が分かりやすい。だけ

ど、“建築というのは、どうもそういうものばかりでは

ないのではないか”と、今から30数年前、40年くらい

前に思い付いたといいますか、考えるに至ったわけで

す。“そのことを、どう表現したら良いのか”。そこか

ら、“建築家というのは、基本的には獄舎づくり
・ ・ ・ ・ ・

ではな

いか”という結論に至った。その輝くような建築が高

いところにそびえ立って、そこから発する光によって

社会が覆われて、だんだん社会が良くなっていく…。

そういう建築のイメージは、ほとんど幻想ではないか。

むしろ後藤慶二が設計したものは、あくまでも行刑装
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置ですから、決して気持の良い建築ではないんです。

豊多摩監獄にしても、例えばそこに収監された有名な

アナーキスト大杉栄が、大正7、8年に、出来たばかり

の豊多摩監獄へ入れられて最初の冬を迎えるんです。

北風が吹いてくると戸がガタガタと鳴り出して、それ

が一晩中鳴り続いている。その底冷えのする寒さは言

葉に表しようがないほど恐ろしかったと、何かに書い

ているわけです。ですから、後藤慶二は決して良い監

獄をつくったわけではない。つまり、良い監獄
・ ・ ・ ・

をつく

ったから“良い建築家”だという意味ではない。今、

思い出しましたけど、大杉栄の話です。彼は思想犯で

すから何度も何度も逮捕されるわけです。それこそガ

ラガラと開けられた豊多摩監獄の門をくぐって、馬車

に乗せられてカタカタ…と獄舎の中へ引き入れられて

きて、自分がこれから獄舎に収監されていく時に、な

ぜか懐かしい気持におそわれて“ここが自分の故郷じ

ゃないかと思った”と彼は日記かエッセイに書いてい

るんです。「自分は監獄人だ」と。つまり、「監獄で生

まれ育って、監獄で練り上げられた人間なんだ」と。

これは相当にすごい言葉で、獄舎への出入りを繰り返

した人間にしか言えない言葉だと思います。要するに

日本の近代思想史の中で、近代思想家としてだんだん

自分自身を練り上げていく大杉栄は、基本的にはその

レンガでつくられた独房の中で、壁を前にしながら自

分自身の内面、思想を鍛え上げていった。大体、思想

犯というのは独房で、いわゆる相部屋はほとんどない。

それは“同室者へ思想が移るとまずい”という理由が

あって独房なんですが、そんなわけで当然、思想に関

する本は読ませてもらえない。そこで1つは語学を勉強

するんです。それから、大杉栄は自然学者でもありま

したから、窓から見ると、地球上の自然というものが、

どういうふうに動いているか、そういうことに思いを

巡らすようになってくるとも言うのです。要するに

“監獄の内側にいて、そこから世界を見る”という、そ

ういう独特の視点を大杉栄は見い出したわけです。こ

れはすごい発想で、すごい視点だということがだんだ

ん私には思われてきたわけです。

私が後藤慶二という建築家について言いたいのは、

自分が建築を設計する中で、大杉栄が書いているよう

なことが起こり得ることを知っていたのではないか。

つまり、収監される囚人が“ここは俺の故郷だ”と、

世界を逆転させてしまう。そういう逆転した視点が建
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築の設計にもあり得るのではないか。後藤慶二は38歳

で亡くなりました。もし彼が大正の終わりまで生き、

昭和の初めまで生き、うまくいけば戦後まで生き延び

ていたら、その激動の時代変化の中でそれに呼応した

素晴らしい建築をいろいろとつくったのではないか、

という気がしてならない。というのは、壁の内側から
・ ・ ・ ・ ・ ・

外を見る
・ ・ ・ ・

という、それまでの建築家が一般的には考え

ない世界像というか、ものの見方というか、ディテー

ルの考え方を設計に投影している。例えば、囚人は日

がな一日、特に思想犯の場合は、運動の時間以外は閉

じ込められたまま房内にいますから、それこそいつも

壁に対面している。そこの壁の上のちょっとした何か

の陰影といったものが、彼にとってものすごく大きな

意味を持つかもしれない。「建築というものは、本来そ

ういうものではないか」と後藤慶二は考えたんではな

いかと私は推測するわけです。それを普通の設計に展

開させていく想像力を持っていた。後藤慶二の有名な

言葉で、「私は建築の未来がどうなっていくかというよ

うなことについては、あまり興味がありません。むし

ろ自己の充実、拡充ということにすべてをかけたいん

です」といった意味の発現があります。つまりそれは、

壁の中に自分を閉じ込めて、その閉じ込めた中で、そ
・

の内側から世界を設計していく
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

。そのためには、閉じ

込められた中で、壁と壁の間でぺしゃんこにされてい

ては何もできない。動けるひろがり
・ ・ ・ ・

が必要だ。そのひ

ろがりこそ建築空間の原点ではないか。

これに関して1つ思い出したんですが、埴谷雄高が、

刑務所に入れられた時のことを書いていて、非常に面

白いと思った記述があって本の中に引用したんです。

埴谷雄高は自分を逮捕した官検に対して怒りを感じた

のではなく、「看守に連れられて監獄の中に入って、後

ろでガシャンとドアが閉まった時、何ともいえないホ

ッとした気分になった」といった内容のことを書いて

いる。それは何かというと、埴谷雄高たちが生きてい

た時代は、小林多喜二ではないんですが、外の世界に

生きていれば、いつ虐殺されるかも分からない。だか

ら、逆に言えば、捕まって独房に入れられると、自分

自身の生
・

が、どうにか保証された状態で続くことが約

束される。その保証された生
・

が、独房の壁と壁の間に

見つけ出す空間であり、そこがあらゆる思惟の原点に

なる。そういうことがやっぱり文学者としての埴谷雄

高の中にあったでしょうし、恐らく後藤慶二の建築の

つくり方の中にもこうした建築空間の発見があったと

7 2008年1月22日 現代に生きる建築家・村野藤吾、『神殿か獄舎か』、その後｜長谷川堯



思う。つまり、後藤慶二に託して私が言いたいのは、

“建築家は基本的には獄舎づくり
・ ・ ・ ・ ・

であるべきではない

か”、つまり建築を設計する時に、外から形を決めてだ

んだん内側へ入ってきて、最終的にディテールを決め

て…という、そういう論理性や、合理性や、工業主義

的な建築のつくり方ではないもっと別の建築のつくり

方が、現代においてもあるのではないか。少なくとも

大正時代には、そうした視点が設計の中に生きていた

のではなかったかと思うわけです。

■■■■fig.8、9、10、11

では、豊多摩監獄の建築を具体的に見てみましょう。

これが後藤慶二の遺稿集に載っている豊多摩監獄の

正門と奥の正面玄関です。この門はこの木が邪魔でし

ようがないんですが、落葉樹じゃないものですから、

この正面をちゃんと取ろうと思うと、これを刈り込み

した時しか撮れません。豊多摩監獄は今から20年ほど

前に壊してしまったものですから、この門だけを忘れ

形見として残しているわけです。でも近づいてブリッ

クワークなどを見ますと非常に緻密な仕事ぶりが見ら

れます。大体この時代の刑務所の建設は、レンガを積

んだりする作業はほとんどが囚人だったそうです。た

だし、ここで作業をした囚人はここには入らない。当

然ですが、変なことをされたら困るという理由からで

す。
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■10 現在の表門

■9 本館正面

■8 表門



■■■■fig.11、12、14

正門の後ろ側は非常にシンプルですが、それをくぐ

って入るとこういう正面玄関があったわけです。明ら

かにゴシックのフライング・バットレスをイメージし

たと思われる側壁部と、真ん中にレンガの高塔があり

ます。左側にあるのは、思想犯たちを入れるための十

字舎房といわれる部分の集会室です。図は後藤慶二が

設計した豊多摩監獄の全景です。これは、当時の日本

の建築界のゴシック・リバイバルのデザインとしては

非常にうまく出来た良いデザインで、ヨーロッパに先

例があるとしたら、オランダ辺りかなという気がする

んですが、残念ですが、これが完成して8年後の関東大

震災の時に上の高塔部分が折れて崩れ落ちたんです。

■■■■fig.13

これは建設中の様子を後藤慶二がスケッチしたもの

です。新しいレンガ造の教会堂建築が、足場の間から

姿を現してきたかのような現場の雰囲気がよく出てる。

後藤慶二は構造家としても非常に優れたエンジニアだ

ったそうですが、こういうスケッチを描かせても、非

常にうまいスケッチを描く人で、いわゆる技術系と美

術系を非常にうまく自分自身の体の中に統一して持っ

ていた人です。
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■13 後藤慶二による豊多摩監獄中央正面建築中のスケッチ

■12 上―豊多摩監獄全景図、下―正面外観

■11 現在の表門の裏側



■■■■fig.14

全体のプランです。取り壊しになる時に見学会があ

りまして、その時に内側から外側までつぶさに見学で

きたのですが、左下隅にあるのが十字舎房といわれる

思想犯用の独房です。壊される段階になって初めて歴

史をやっている連中がそれが残っているのに気付いて、

壊すのは惜しいねという話になった。その後藤慶二の

スケッチをした塔の部分を抜きにしたクロウステップ

部分が、新しい本館の真後ろにくっつくようにして残

っていたんです。保存運動も一部したんですが、そう

いう動きは盛り上がらなかったです。恐らく、そこに

傾斜がある屋根が架かっていたと思いますし、復元す

るのもそんなに難しくなかったと思います。

これが側面のフライング・バットレス風の部分で、

レンガ壁の上にペンキで塗装がしてありました。これ

が綺麗に残っていまして、一番手前にあるのがいわゆ

る懲戒室という言葉で言われる集会室です。他に公演

とか演芸が行われたりするホールです。十字形の舎房

では、独房が二列に向かい合って並んで、真ん中にト

ップライトのある天井があって、上から光を採ってい

るわけです。戦前の日本の思想犯の大部分がここに入

って、壁に向かって考えていたわけですから、これを

ユースホステルにしたら、若い青年たちの将来を考え

る場所としては非常に素晴らしい場所になるはずとい

うような訴えをしましたが、そういう提案をしても当

時は誰にも聞き入れてもらえませんでした。最近、フ

ランスでは、こういう刑務所を壊さない、という条件

で一括して払い下げて、ホテルとか博物館に転用する

方針が実行に移されて、もう既に実例が幾つか出来て

いるそうです。中野も大変惜しいことをしたと思いま

す。

■■■■fig.15、16、17

その十字形の舎房の交差部分、クロスした上には、

ドーム風の屋根が架かっていまして、ドームも鉄骨造

でつくられた後藤慶二の構造設計です。これは後藤慶

二が大正3年（1914）ぐらいに建築雑誌に発表していま

すが、鉄骨の非常に軽快なドームで、関東大震災にち

ゃんと耐えたわけですから耐震性があった。“軽い”と

ころが一番のミソでしょう。これは囚人たちが引き払

った後、自由に写真を撮っていいと言われて撮った写

真です。中央の管理室近辺からパナプティコン（全展

望監視システム）とは違うんですが、四方に舎房の列
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■15 豊多摩監獄十字舎房俯瞰

■14 豊多摩監獄設計図



を見通す場所があるわけです。

■■■■fig.18

これは中野刑務所の最後の時に、写真を撮らせても

らえた中の1カットです。ドアには出し入れ口が付いて

いて、そこから食料などを差し入れるわけです。

■■■■fig.19

洗面所とトイレです。こういう水洗トイレが入るよ

うになったのはもちろん戦後になってからです。テー

ブルは開いた状態です。食器も確かここで洗うのでは

なかったかと思います。
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■18 監房の扉

■19 監房にある洗面所とトイレ

■16 豊多摩監獄十字舎房内部 ■17 豊多摩監獄十字舎房交叉部



■■■■fig.20

囚人は運動の時などにドアから外へ出ていくわけで

すが、外へ出ていく時にちょっと考えさせられること

は、監獄の基本的なドアの開きと、日本の一般的なマ

ンションや集合住宅のドアの開き方のことです。鍵は

閉じ込める側（看守）が管理するわけですから、閉じ

込める側にあるわけです。これはちょうど取り壊し直

前の状態で、ドアが外側に開かれている中廊下の様子

を示しています。この光景は日本のマンションの風景

と同じではありませんか。日本は法規的に集合住宅は

そうなるとも聞きましたが、本当は、日本のマンショ

ンも、いくら靴を脱いで畳の部屋に上がっていくとい

う事情があるにせよ、“ドアは外向きに開いていいのだ

ろうか”ということを、もう少し建築家を含めて皆さ

んが考えていただきたい。集合住宅の場合は、なかな

かそういうことが難しいかもしれませんが。しかし、

古い建築の本を見ますと書いてありますが、ドアは本

来それに主導権を持っている人間の側に開かなきゃい

けない。それも厳しい本の場合だと、左手でドアのノ

ブを持って右手はあけておくようにするためには、左

側支点の扉の開き方にしなくてはいけないと書いてあ

る。それはなぜかというと、外から誰かが侵入してく

る時に、利き腕が大体、右手であるため、右手を使っ

て相手を外側に押し出して同時にドアも内側からピシ

ャッと閉めるのが防御の基本である、といったことが

言われているからです。戦後の独立住宅を見ていても、

必ずしも内開きのドアは、多くないような気がして仕

方がないんです。今はそんなに悪い人間はいないと言

われるかもしれませんが、最近のような物騒な時代に

なると、かえってドアの開き方の問題がまたぞろ気に

なってくると言えないことはない。

■■■■fig.21、22、23

こういうふうにして取り壊しが現実に始まったわけ

です。悲しいことと思いながら私は写真を撮っていた

わけですが、今、考えると戦後の日本の建築界という

のは、このレンガの壁を破って、その代わりにガラス

の広い開口部をつくることで建築を新しく新生させた

と思い込んでいるのではないかと、私は勝手に考える

わけです。開口部をどんどん広げていって、ガラスと

鉄で戦後の建築をつくって、あるいはこういう古い壁

の建築は近代建築には関係ないと、お思いかもしれま

せんが、ちょっと待ってほしいと実は思っているんで
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■21 豊多摩監獄取り壊しの様子 ■22 豊多摩監獄取り壊しの様子

■20 豊多摩監獄十字舎房内部



す。これは単に1つの刑務所の取り壊し現場の写真に過

ぎませんが、そういうこととは別に、戦後の日本の建

築の状況というものを、ある意味で象徴しているよう

な気がして仕方がない。例えば開口部の姿を見て、や

っぱりもう一度、本当は壁のことや開口部のこと、設

備のダクトのこととか、いろいろ考えなきゃいけない

ことがいっぱいあるのではないか。設計者でない私が

そういう生意気なことを言うと後で怒られそうですが。

やっぱり後藤慶二の時代につくられた、こういう壁

が日本の建築の中で、もっと本当は継承されるべきで

はなかったか。つまり“壁の内側から考える”という

建築に対するものの見方がもっと出てくると、非常に

建築が面白いと、私は思うんです。しかし、こういう

かたちで結局は何もなくなって肝心のことがウヤムヤ

になってしまったわけです。

■■■■fig.24

なぜかアーケードの写真を皆さんにお見せします。

それはどういう意味を持つかということも含めてご覧

いただきたい。これはリーズというイングランドの中

部にある都市で、ここにはサッカーチームもあるかな

り大きな都市ですが、そこにある「ソントンアーケー

ド」の交差部分です。四方からくる街路がぶつかって

いる屋根部分です。こういう空間と、いわゆる獄舎の

十字舎房の空間（fig.16）とが、一体なぜ重なって見え

るのかということです。つまり監獄という種類の建築

の中には、人間が人間のためにつくった都市と微妙に

交錯している内容、場面があるんです。イギリス風で

いうならアーケード、フランス風でいうならパッサー

ジュ。非常に洒落た“鉄の装飾”と“ガラスの透明感”

と、まさに新しい19世紀的な都市空間をつくり出して

いるわけです。
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■24 ソントンアーケード交叉部

Part-3 大正建築へのもう１つの視点

■23 取り壊し中の監房の外壁



■■■■fig.25

これはベルギーの有名なパッサージュで、ギャル

リ・サンテュベール、ブリュッセルにあります。誰で

も一度は行く繁華街です。とても気持の良いパッサー

ジュです。

■■■■fig.26、27、28

これは、今は大変、観光客で賑わっていますが、「京

都の錦小路」です。錦小路はアーケードを取り替える

ために一時期、露店状態になったことがあるんです。

これを見ていると、東南アジアの露店の風景を見るよ

うで非常に面白いんですが、要するに錦小路というよ

うなマーケットの持っている、自分たちが自分たちで

立てこもって自分たちで自分たちの自治とはいわない

までも、自分たちの共同体の中で客を迎え生活をして

いく空間特有の活気がそこにはある。
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■28 修理でアーケードを取り外した時の錦小路

■26 京都・錦小路 ■27 京都・錦小路

■25 ギャルリ・サンテュベール（ブリュッセル）



■■■■fig.29

これは私が『神殿か獄舎か』を最初に出したのと同

じ頃に、SD選書で『京の町家』（島村昇他著、鹿島研

究所出版会 1971）の本が出たんです。その「京の町

家」の中にある「町」の概念図です。京都という町は

街路を挟んで両側が1つの町を形成している。普通、京

都以外の日本の都市というのは、四辺を囲まれた1つの

ブロックが町の単位になる。これは、多分、最初に言

われたのは林屋辰三郎さんだと思いますが、京都の素

晴らしい所は、「対面する家々が1つの街路を守って立

てこもるという精神があることなんだ」と林屋さんは

『町衆―京都における「市民」形成史』（中央公論社

1964）の中で、話しておられるわけです。これは非常

に面白いことだと思って、私は『神殿か獄舎か』の中

に引用させてもらったし、この図も引用させてもらっ

た。要するに、“ブロックごと町である”ということは、

どこか高い所に京都府知事、あるいは京都市長の目が

光っていて、道路に囲まれた1ブロックを町にしておけ

ば、管理は非常に楽なわけです。それはつまり、お上

の目から見た時の町管理としては非常に合理的だ。だ

から日本全国の住居表示が全部そうなったわけです。

ところが、林屋さんに言わせると、“京都の街路空間に

は町衆の名残りがある”というわけです。それは何か

というと、戦国時代に街路の入り口にバリケードを組

んだら、周りがやられるとしても、ここの対面する町

はどうにか生き伸びれるかもしれない。あるいはもっ

と大きくバリケードの連帯を組んで、いわゆる外敵が

来た時、応仁の乱のごとき、京都に日本全国から襲い

かかるように外敵が来た場合でも、それを自分たちの

町々は自分たちの手で守ろうとする、そういういわゆ

る都市の論理ですが、生まれてくる。まさに、京都の

街路に対面する町がひとつの単位になっていることに

はそういう名残りがあるというわけです。

ところで面白いことに、京都の町家が対面して町を

構成しているさっきの図は、中野の十字形舎房と全く

同じ図形をしていることに気付きましたか。つまり壁

の内側にいて、そこから世界に立ち向かうという姿勢

において、監獄は〈都市〉の理想を逆転した形で暗示

していることが分かるのです。
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■29 京都の町家の概念図（『京の町家』SD選書）



■■■■fig.30、31

また、ちょっと話が飛びますが、今は建て替えられ

てもちろんありませんが、山口県山口市にあった、山

口刑務所の昔のいわゆる牢屋の名残りのある獄舎です。

刑務所本館はこういう洋館であって、なかなか面白い。

壊されてしまったようですが、まさに映画の中に出て

くるような牢屋の風景です。

格子は非常に太くて、当然、囚人が毎日磨いている

わけですから、非常に綺麗な木肌を持っている格子戸

があって、その向こう側に畳敷きのいわゆる牢屋風の

舎房があるわけです。

これに関連して、京都の町に行けばどこでも見られ

るような、いわゆる町家の格子戸が、無関係なわけは

ない。さっきの話じゃないですが、バリケードをつく

ってもまだ攻めてきて侵入して来るような人間がいた

ら、自分の家は自分の家で守るというかたちでの格子

が必要なわけです。もちろんこの場合は今は非常に装

飾的なものになって華奢ですが、もともとの由来はさ

っきの牢屋のように非常に素朴で骨太な格子だったわ

けです。

■■■■fig.32～35

これは今井町だったと思いますが、奈良辺りに行き

ますと、まだ非常に太い、牢屋を連想させるような格

子が今でも残っていたりします。こういうのを見ると、

やはり、獄舎というものが人間の都市とどこかで必ず

オーバーラップしてくる。獄舎というか人間の都市は、

基本的に人間が自分たちの意思で
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

、自分たちで

立てこもってそこを守りきろうとする
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

意思
・ ・

みたいな場

所だろう。その意思が示された場所だとするならば、

こういう町家の格子もかつてはそうだったのはうなず

ける。
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■32 町家の格子（奈良）

■33 室内から格子越しに外を見る（長野県・奈良井宿）

■31 旧山口刑務所の格子

■30 山口刑務所旧本館（現存せず）



■■■■fig.36～45

そういう中で、私自身が出会った建築家、つまり後

藤慶二の後、出会った建築家が、村野藤吾であったわ

けです。村野藤吾はちょうど後藤慶二が亡くなる1年前、

大正7年（1918）に早稲田を出ます。高校を出て、最初

八幡製鉄所に技術者として就職し、続いて軍隊で2年間

兵役を果たして、それから早稲田大学に入って、最初

は電気科を目指し、その後、建築に移った。いろいろ

と寄り道をしたために、卒業はかなり遅くて、27歳で

す。その後、大阪の渡辺節という建築家の事務所に就

職する。渡辺節は、大阪で活躍中の、オフィスを中心

とした非常に質の高い建築を設計していた。それも、

設備的な面にコストを十分にかけた最先端のオフィス

ビルに、マッキム、ミード＆ホワイト（McKim,Mead

and White）のようなアメリカの様式的、折衷主義的な

デザインをかぶせて、主に関西で非常に活躍した人で

すが、その事務所に就職するわけです。村野藤吾はい

わば大正時代に建築家としての修行を終えて、昭和に

入って間もなく、昭和4年（1930）に独立をする。その

前にヨーロッパ、アメリカをグルッと回ってヨーロッ
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■35 町家の格子（奈良）

■36 森五商店東京支店（現・近三ビルヂング）
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■34 町家室内から格子を見る（奈良）



パやアメリカの建築界の状況を見て、「動きつつ見る」

（出典：『村野藤吾著作集』（同朋舎出版 1991））とい

うなかなか洒落たタイトルの紀行文を書いて当時の欧

米の建築界を分析しておられます。そして日本へ帰っ

てきてから仕事を始め、昭和6年、7年頃から、作品

続々と出始めるわけです。みなさんよくご存知の日本

橋の「森五商店（東京支店）」（現・近三ビルヂング）、

今はファサードが変わってしまいました。「（神戸）大

丸舎監の家」というアムステルダム派のにおいのする

デザイン、それからこれもなくなりましたけど、「大阪

パンション」というペンションです。これは完全なイ

ンターナショナリズムのデザインになる。それからそ

の後、京都で「ドイツ文化研究所」をやります。これ

は和風で、京都にあることから、屋根がフラットルー

フのRC造で、それに非常に浅い勾配の3寸ぐらいだと

思いますが、照りのある屋根を架けて、鴟尾のような

ものを棟に付けるとか、なかなか洒落た作品です。こ

れもなくなってしまった。それから最初の京都の都ホ

テルの仕事、「都ホテル旧6号館」。ほとんど真四角な箱

状のホテルの上にエレベーターホールというかエレベ

ーターシャフトをバンと立ち上がらせ、そこに非常に

独特な瓦屋根を載せて和風を表現したりしています。

つまり村野藤吾という人は、自分自身の建築家とし

てのスタートを、例えば大阪パンションのような非常

にモダンな建築でスタートさせれば、前衛的モダニス

トとしてすごい人気者になったでしょうし、歴史的に

もすごいことだったと思いますが、彼は決してそうい

うことはしなかった。つまり、村野藤吾はあらゆる様

式がほぼ同時並存的に存在させながら設計する。そう

いうかたちを、建築の設計上の理想とした人です。こ

れは最近、いろんなところでお話しするんですが、私

らが習った建築の歴史は、ルネッサンスがあり、バロ

ックがあり、ロココがあり19世紀の折衷主義があり、

アールヌーヴォーが来て、表現主義が来て、最後のと

ころにモダニズムが来て、すべてが大団円を迎える、

というものだった。例えば（ジークフリート・）ギー

ディオンの『空間・時間・建築』（太田実訳、丸善

1955）を、私らは学生の時に興奮しながら読みました

けど、まさにその最終到達点は“モダニズム建築”だ

ということを、非常にうまく解き明かして歴史を書い

ているわけです。私もかなりの時期、そういう歴史観

を信じていました。近代建築というのは最終的な結論

だと。ところが1970年代になって、村野藤吾がずっと
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やってきた数々の仕事を見て歩いて改めて考えてみま

すと、村野藤吾の設計の中には“最終的にはモダニズ

ムが到達点だ”なんていう歴史観は、どこにもなかっ

たことに気付かされるんです。それはすごいことでは

ないかと思うわけです。もちろん村野藤吾の中に、モ

ダニズムっぽいものはずっと連綿と続いています。そ

のことがあるから建築界でも彼を全面的に否定できな

かったと思います。でも、例えば昭和33年（1958）に

彼がつくった、今、風前の灯だと聞いていますが、大

阪の「新歌舞伎座」の連続唐破風がある。一方では非

常にモダンなものをやっていながら、村野藤吾はああ

いう様式的な、見方によってはキッチュなデザインを

何の恥ずかしげもなくやってのけるんです。私自身は、

その頃、学生でしたから、“果たしてこんなものをつく

って本当にいいのか”と、その時代はキッチュという

言葉はあまり使いませんが、まさにキッチュそのもの

の怪しげなもの、ラブホテル風のものをつくって、こ

れを近代建築のデザインといっていいのかと、つくづ

く思ったりしたわけです。ところが10年ぐらい経って、

あの御堂筋の一番南端に立ってあの建物を見た時に、

「やられた、まいった！」とすごく思いました。なぜか

というと、周りのビルの方がはるかにキッチュな、軽

薄なものに見えた。つまり周りのモダニズムの、ある

いはインターナショナリズム、合理主義、工業主義と

いうような中でつくられた建築の方がはるかにキッチ

ュで、つまり安っぽくて軽い。村野藤吾がやった新歌

舞伎座はデンと構えて身動きもしない。「これは一体何

だろう」、そういうことをやっぱり考えざるを得なかっ

たわけです。その頃からだんだん私は村野さんに声を

掛けられることが多くなりました。村野藤吾の対談相

手として20回ではきかないと思うんですが、日本全国、

各地でいろいろとお話を聞く機会がありまして、非常

によく分かった。やっぱり村野藤吾の考え方は、私ら

が学生時代に考えたような建築の歴史の図式化した輪

切り解釈ではない。つまりバロックの次はロココが来

て、あるいは19世紀の折衷主義が載ってという20世紀

の近代的なデザインが、アール・ヌーヴォーから表現

主義やデ・スティールや構成主義を通って、最終的に

モダニズムといった図式ではない歴史観の存在につい

て教えられた。つまりひとつの新しい様式が出来ると

過去のものは全部、払われて、新しい様式がどんどん

載っていく、そういう歴史だと考えていたことは大間

違いだったということに、遅まきながら気が付くわけ
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です。

■■■■fig.46～50

村野藤吾の具体的な作品を見てみましょう。村野藤

吾の昭和34年（1959）の西宮の女子修道院。今は確か

名前が変わって「シトー会西宮の聖母修道院（西宮ト

ラピスチヌ修道院）」となっていると思います。ここに

はいろいろな季節に何回も行っていますので、写真が

混ざっています。いわゆるこれが近付いてくる正面と

して見えてくる外観なのですが、あまりファサードデ

ザインとして凝ったことはしておられない。アプロー

チを歩いて上がって行くと右に曲がります。そうする

と、修道女たちのいわゆるドーミトリーが見えてきま

す（fig.47）。かつては非常にツタに覆われた重厚な感

じのする建物でしたが、最近、あまりにも覆い茂って、

ツタで壁が傷むという理由から、そのツタを全部取り

払って塗装をやり替え、確か、吹付けだったと思いま

すが、補修をかけて非常に綺麗になりました。それを

グッと回り込むと、ピロティに支えられた2階から3階、

4階、5階と、個室が南向きに並んでいるわけです

（fig.52）。これをよく見ますと昭和4年（1932）の大阪

パンションのエレベーションに非常に通じるものがあ

って、切れ味の良い、だけど、冷たくて痛々しいとい

った感じが全然ない建築です。中庭がありまして、か

つては木も大きく茂り、ツタがそのブリッジを全部覆

うという感じでした。庭に下りてみると40年以上の長

い歳月が経っている建物であることが分かります。こ

れが完成したのは昭和44年（1969）です。屋根はフラ

ットルーフで砂利が敷き詰めてあって、左には教会堂

があります。それぞれドーミトリーと教会堂をブリッ

ジが繋いでいるわけです。傾斜地に建っていますが、

この間の阪神淡路大地震で何ともなかったというので

非常に安心したんですが、この設計当時は、村野事務

所には前川さんという非常に優秀な構造技術者がいて、

頑張っておられた。こういう感じで鉄筋コンクリート

のモダニズムの建築が自然の中にかえると、こういう

ふうになると思われるような、かなりものすごい光景

になっていました。私はこういうものが西宮のトラピ

スチヌだと思っていました。
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■■■■fig.51～53

この状態が最近です。外壁が非常に綺麗にリフォー

ムされて、庭も作り直されましたが、村野藤吾のプロ

ポーション感覚の素晴らしさというものがより一層分

かります。私は『神殿か獄舎か』で書いているんです

が、建築には3つのDという基本的な要点があるんじゃ

ないか。つまり、1つ目は“ディフェンス（defense）”、

要するに自ら守るというか防御する姿勢の必要性。2つ

目は“ディメンションズ（dimensions）”、つまり必要

な広さ、内部空間のスケール。3つ目は“ディテール

（detail）”、装飾を含めた細部。村野藤吾の建築の素晴

らしさというのは、この中庭も示しているように、こ

ういうふうにきちんとディフェンスをしている。つま

り修道女の方たちは世間一般の中に顔を出すわけじゃ

ないですから俗世界から彼女たちを守っているわけで

す。これは明らかにル・コルビジュエの「ラ・トゥー

レット（修道院）」の写しです。でも村野藤吾はそうい

うことを何の抵抗感もなくなさるわけです。ある意味

ではコルビュジエよりも大胆にデザインしている…。

ル・コルビュジエのラ・トゥーレットの場合の建築

形態は、プライマリーに対する意識が非常に強い。形

態の持っている優しさとか柔らかさ、言葉には出さな

いんですが、村野藤吾はそれにこだわっている。そこ

が根本的に違う。ディテールというほどのことではな

いですが、こういうちょっとした工夫がプロポーショ

ンの良さにつながるディメンションズも含めてですが、

建物がそれを使う人間に敵対する感じではなく、一体

化する、身体化するというか、そういう建物を身体化

させるためのいろんな契機にディテールがなっている。

例えば、水がドレインから流れて壁を汚してひとつの

絵のようになる効果を目論むとか、ガーゴイルをちょ

っと工夫するとか。やっぱりそういう装飾的なことに

非常に意識的に大切にしておられたわけです。やはり

これも立派なディテールといってもいいと思います。

要するに村野藤吾は、建築の歴史というものを、い

ろんな様式を束ねたチューブの集まりのようなものと

して捉えていたと思う。それぞれの〈現在〉の時点で

その断面を見ると、例えば1960年代という断面では、

確かにモダニズムのチューブが大きな面積を占めてい

るが、かといって他の表現主義だとか、アール・ヌー

ヴォーだとか、アール・デコだとか、あるいは日本の

数寄屋とかが、決して死に絶えたわけでなく、それも

断面は小さくてもまだ立派に〈生きている〉、と村野藤
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吾は考えていたと思うんです。だからその時々で村野

藤吾はいろんな〈様式〉を取り出してきて、改めてデ

ザインすることが出来たわけです。こういう建築の歴

史の捉え方はモダニズムの立場からすれば19世紀的で、

邪道だというでしょうが、今現在の時点で、私たちは

この村野流の考え方を真剣に考えて、建築を創ってい

かなければならないとしきりに私は思います。その時

にこそ、後藤慶二のところで触れたような、建築家の

「自己の拡充」とか、個々の建築家の想像力の重要性が、

なおさら強く求められると思うのです。

最後にちょっと宣伝になりますが、この4月に、そう

いった問題に焦点を当てた2冊の日本近代の建築家論考

集を同じ鹿島出版会から、『建築の出自』、『建築の多感』

と題して出す予定ですので、興味のある方は是非読ん

で下さい。
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