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作り上げられた「ブルーノ・タウト」

１．桂離宮の「発見者」？

　1933年２月、ヒトラー内閣が権勢を奮い国民社会主義が台頭するドイツに、およそ11か月モス

クワにて建設プロジェクトに携わるも成果を挙げられず失意のもと帰ってくることになったドイ

ツ人建築家ブルーノ・タウト（1880-1938）は、２月27日夜の国会議事堂放火事件の直後ベルリ

ンを飛び出した。タウトが何故ベルリンを離れることになったかについて、未だ研究者の間で意

見の一致を見ることはできないものの、ナチス政権下のドイツにおいて彼は左翼芸術家として見

なされ、建築家として活躍できる見込みが立たなかったことはその１つに挙げられるだろう（１）。

彼は生涯の伴侶エリカ・ヴィティヒと共に、途中シュトゥットガルト、チューリッヒやパリ、ア

テネ、イスタンブールなどに立ち寄り、シベリア鉄道を経てウラジオストックから「天草丸」に

乗船し、1933年５月３日敦賀湾に来日した。世界旅行である。

昨日京都の上野氏より原則的な承諾を得た。私はアメリカ建築協会とコップ氏に手紙を書いた。私

たちが日本で咲き誇る桜と共に始めるところの旅行が、世界を回る旅行になるように。ベルリンに

向かって新しい広々とした地平が現れている（２）。

　タウトは来日３か月前の1933年２月３日の日記に日本やアメリカへの旅行の可能性を書付けて

いる。彼は前年の３月よりモスクワ都市管理局にて設計事務所を構え、建築部門の指導的立場に

立って仕事を任されていた。しかし、本来党より保証されていた経済援助が円滑に進まないこと、

そして自身の待遇がソビエト連邦の一存によって変わってしまうこと（３）にタウトは憤りを募ら

せていた。それだけではなく「建築家の責任感が党の意向によって極度に高まってしまう」（４）よ

うな状況に彼は不審の念を抱かずにはいられなかった。果てには彼が設計していた「インツーリ

ストホテル」の着工が突然中止に追い込まれてしまう。新天地での活躍の機会を模索していたタ

ウトの目には、日本やアメリカからの招待は魅力的に映ったに違いない。

　ここで言うタウトが受け取った京都からの誘いというのは、上野伊三郎を代表とするモダニズ

ム建築団体「日本インターナショナル建築会」（５）によるタウトの日本への招聘のことを指してい
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る。

　彼はこの招待を頼りにはるばるドイツから訪日し、上野の紹介により大丸百貨店社長下村正太

郎に京都の別邸で客として迎え入れられた。その後1934年８月からは高崎で工芸を営んでいた実

業家井上房一郎に遇されて少林山達磨寺にある「洗心亭」で暮らす。元々アメリカを最終的な目

的地としていたタウトにとって日本滞在は一時的な短い滞在になるはずであったが、実際には

1936年の10月までのおよそ３年間半に及ぶことになる。この間彼は本業の建築家・都市計画家と

しての才能を十分に発揮する機会には恵まれなかったものの（６）、著述家として日本で一応の成

功を収めたと言える。日本の建築や文化を一刀両断する歯に衣着せぬ語り口が特徴的である。

　その中でも彼の桂離宮論は、特に桂離宮の受容や歴史を語る上で看過することができない。桂

離宮は京都の桂川沿いに位置し、古書院・中書院・楽器の間・新御殿から成る建築物と共に、広

大な庭園から成りたつ八条宮家の別荘である。17世紀初頭後陽成天皇の弟君である八条宮初代智

仁親王によって創建され、1641年には第２代智忠親王による増築や改修の後に現在の姿に至って

いる。

　タウトはこの桂離宮を「発見」したと言う。

この点で私はいわば桂離宮の発見者と言えるだろう。これほどまでに最も自由な精神によるもので、

個性を表現し、その周りの世界を末端に至るまで建築素材の中に変換し尽くして、しかもいかなる

細部までも拘束を与えていない作品、それ自身全くの自由な精神によるものであるからなのだが、

世界中においてもこのような作品を私は他に知らない（７）。

　彼は来日から２年半が過ぎた1935年11月４日の日記に桂離宮の「発見」をこのように綴ってい

る。最大級の賛辞を惜しげもなく用い、自信満々にその「発見」を語っている。彼による桂離宮

並びに伊勢神宮の激賞、それに相反するような日光東照宮（とりわけ陽明門）の酷評、彼の「発

見」並びに芸術文化論は多くの知識人たちにも知られることとなった。

　例えば、文学作品において、作家石川淳は小説『白猫』（1939）にタウトをモデルにした「ク

ラウス博士」を登場させている（８）。また坂口安吾はタウトの邦訳書『日本文化私観』（1936）と

全く同名のエッセイを1942年に発表している。坂口はタウトを痛烈に批判し、自らの日本文化論

を説いている。「僕は日本の古代文化に就て殆ど知識を持っていない。ブルーノ・タウトが絶賛

する桂離宮も見たことがなく、玉泉も大雅堂も竹田も鉄斎も知らないのである。（中略）タウト

によれば日本に於ける最も俗悪な都市だという新潟市に僕は生まれ、彼の蔑み嫌うところの上野

から銀座への街、ネオン・サインを僕は愛す」（９）と坂口は挑発的に書き記している。そして分離

派を代表する建築家として知られる堀口捨己は、『建築における日本的なもの』（1934）で「神社

建築の根本的なもの」（10）として伊勢神宮を挙げているが、堀口はタウトが「建築材料と構造と比
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例の純粋性」という点からこれを激賞したことについて言及し（11）、茶室建築に対して特別な注

意を払っている。

　「桂離宮を発見」したと自負するドイツ人建築家は日本建築界のみならず広く国内の知識人の

間でセンセーショナルに取り上げられた。「ブルーノ・タウト」という名は多くの日本のテキス

トに引き合いに出され、今なお絶えることなく物語られ続けている。

　しかし、本当にタウトは桂離宮の「発見者」なのだろうか？そもそも「発見」は、誰によって

なされ、どのようにして「発見」として認められるのだろうか。加えて「発見」は、誰にとって

の「発見」なのか。タウトの「発見」が日本において、そしてヨーロッパにおいてどのような意

味を持っていたのかをそれぞれ切り離して考える必要があると思われる。そこで本稿では、とり

わけ日本におけるタウトの「発見」に焦点を当て、それがどのように日本において語られ、その

結果どのようなタウト像が形成されることになったのかを検討していくことにする。

２．『日本美の再発見』の作者は誰か？

　タウトの「桂発見」を取り扱うために以下の問いを立てたい。タウトの言及は日本においてど

のように語られたのであろうか、そして、どのような形で彼の著作が読者に提示されたのだろう

か。この点を明らかにするためにタウトの「桂発見」と密接に関連していると思われる著作『日

本美の再発見』を取り上げることにする。

　『日本美の再発見　建築学的考察』（ブルーノ・タウト著・篠田英雄訳）は1939年６月28日に岩

波書店から発行された（岩波新書：赤版39）。1962年には増補改訳版が発行されている。ここで

問題となるのは、この書籍はタウト自身が直接関わったものではなく、カント研究で知られる篠

田英雄の編集によって成立したということだ。というのも、タウトが1936年アンカラにて他界し

た後、エリカ・ヴィティヒ氏の許諾のもと著作の出版が篠田によって進められたからである（12）。

これに関して増補改訳版『日本美の再発見』のあとがきには以下のような記述がみられる。

ブルーノ・タウト（Bruno Taut, 1880-1938）の論文二篇と日記二篇との訳に、『日本美の再発見』

という題を付して刊行したのは1939年の６月で、タウトがイスタンブールで亡くなってからちょう

ど半年後であった（13）。

　1939年に発行された『日本美の再発見　建築学的考察』は、日本建築の特色を概論的に述べた

「日本建築の基礎（Grundlinien der Architektur Japans）」、そして２つの紀行文「飛騨から裏日

本」と「雪の秋田」、最後にタウトの桂離宮参観をもとにしたエッセイ「永遠なるもの（14）」（Das 

Bleibende）の４つから成り立っている。最初の「日本建築の基礎」は財団法人国際文化振興会

（1934年設立）での講演が基になり、その原稿の翻訳が雑誌『日本評論』（1936年３月号）に載せ
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られたものである。そして２つの紀行文は彼の日記より抜粋されたもので、「飛騨から裏日本」

は同じく『日本評論』（1936年11月号─37年１月号）に連載され、「雪の秋田」は『文芸春秋』（1937

年３月号）に発表された。最後の「永遠なるもの」は1937年に三省堂より出版された（Houses 

and people of Japan）の最終章にあたる部分をドイツ語原文から抜粋したものである（15）。なおこ

れらのテキストは、『日本美の再発見　建築学的考察』（1939）のあとがきによれば、篠田英雄に

よって翻訳されている。

　そして増補改訳版『日本美の再発見』（1962）には、国書刊行会による欧文雑誌『Nippon』（1935

年１月号）に掲載された「日本建築の世界的奇蹟（Die architektonische Weltwunder Japans）」

と彼の日本滞在における最初の著書『ニッポン』（1933年）から抜粋された「伊勢神宮」が新た

に加えられている。

　問題となるのはタウトがこの著作の出版過程に直接に関与していないにも関わらず、『日本美

の再発見』の著者として演出されている点である。換言すれば、タウトが「日本美の再発見者」

として捉えられていることに問題の所在がある。というのも、確かに『日本美の再発見』の中に

収録されているテキストはまぎれもなくタウト自身によって書かれているが、しかし当のタウト

自身は「日本美の再発見」という言葉を用いていない。実際に『日本美の再発見』中のテキスト

を参照しても、そのような表現を見つけることはできないのである。

　そもそも、タウト自身が「日本美を再発見した」と書くとは考えにくい。先の引用に見えるよ

うに、タウトは「桂離宮」の持つ意義を発見したのだと言っているが、そこで「日本美」を「再」

発見したとは書いていない。更に言えば「日本美」という概念だけを見ても、その意味内容は曖

昧である。確かに彼は桂離宮だけではなく、伊勢神宮、岐阜県白川郷の合掌造り等、日本に残る

歴史的建造物を評価し、水墨画や彫刻や工芸、床の間などを称揚するが、これらを「日本美」と

いう言葉で一括りにして述べてはいない。

　「日本美の再発見」という言葉がタウトのものではないことを示唆するのは、編者の言葉である。

桂離宮はもとより、伊勢神宮、飛騨白川の農家および秋田の民家等の美は、いずれもタウトによっ

て本来の意味で、「再発見」されたのである（16）。

　ここに見られるように「再発見」という語は篠田によって語られている。つまりタウト自身が

桂離宮、伊勢神宮、飛騨白川の農家および秋田の民家に代表されるような「日本美を再発見」し

たのではなく、タウトのこのような建造物に対する言及が〈再発見〉であることを篠田自身が「発

見」したのである。それゆえに篠田はタウトのテキストに、「日本美の再発見という題を付して

刊行した」（17）のである。

　『日本美の再発見　建築学的考察』はブルーノ・タウトを著者として刊行されたが、タウトの
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テキストは「日本美の再発見」というテーマ設定に基づいて編集されており、作者の意を反映な

いし考慮したとは言えない編集操作が行われている。そのような背景を持つ『日本美の再発見』

は、果たしてタウトの著作と言えるのだろうか。

　加えて疑問に思われるのは、何故タウトのテキストにおいて言及されていない、美的な価値判

断を含んだ「日本美の再発見」という表現が篠田によって用いられたのか、またタウトのテキス

ト群が「日本美の再発見」として表現可能であったのだろうか、ということである。そこで、こ

のタウトの「桂発見」から「日本美の再発見」という価値変化に関連して、20世紀初めの日本に

おける建築学上の言説を参照することにしたい。

　「発見」という語に付け加えられた「再」という語に着目するならば、桂離宮、伊勢神宮、飛

騨白川の農家や秋田の民家が、タウト以前からも評価の道筋にあったことが推測できる。実際桂

離宮に関していえば、離宮の人気が19世紀末ごろから高まったこと、1920年代と50年代にそのポ

ピュラリティーのピークを迎えていたこと、つまりタウト以前にとりわけ桂離宮は評価の道筋に

あったことが井上章一の『つくられた桂離宮神話』（1986）において文献学的に論証されている（18）。

日本の庭園建築を、非装飾的で使用に対して合理的な形態を追求したと言われる「モダニズム建

築」的文脈において評価しようとする潮流が日本建築界には存在していた。つまり「日本的なも

の」と「モダンなもの」を志向する言論が既にあったのである。この点を次章にて詳しく扱うこ

とにする。

３．建築における「日本的なもの」─「日本美」という語を巡って─

　篠田がタウトのテキストに「日本美の再発見」という価値判断を付与した背景に迫るために、

「日本的なもの」と「モダンなもの」という概念を詳細に検討してみたい。タウトが来日する以

前どのような建築学上の言説があったのだろうか。例えばドイツに留学をした経験を持ち、東京

帝国大学建築学科教授であった岸田日出刀は、写真集『過去の構成』（1929）において、日本の

伝統建築の中に「モダーン」な要素を見出している。岸田は『過去の構成』の自序に以下のよう

に、写真集の趣旨を述べている。

過去の日本の建築の尊さは、普通主としてそれが遠い過去のものであり、再び持ちえないといふ多

分の懐古的情調から理解され評価され勝ちであるが、自分は更に一歩を進めて、現代人としての自

分を何等かの点で啓発してくれる造形上なり或は構成上なりのエッセンスともいふべきものを、さ

ういふ過去の日本の建築その他から見出したいと思つてをる。決して好事家の骨董いぢりではない。

「モダーン」の極致を却つてそれら過去の日本の建築その他に見出して今更に驚愕し、胸の高鳴る

のを覚える者は決して自分丈けではないと思ふ（19）。
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岸田は『過去の構成』において「現代人」としての視点に立って、すなわち「モダーン」の文脈

に省みて日本建築の再評価を試みると宣言している。西欧で盛り上がりを見せていた「モダニズ

ム建築」の要素を日本の伝統建築の中に見出そうとする、一見矛盾するように見える両者の関係

を論じた点で、当時の日本の建築界において大きな注目を集めたものと理解されている。更に岸

田は桂離宮を「このやうな名建築が離宮として完全に良く保存されるといふことはこの上ない喜

びである」（20）と讃頌する。しかしその一方で日光東照宮では彼の語調は一転する。「日光廟の建

築から、何らかの教訓を見出すといふことは、随分むづかしい。東照宮がもっている歴史上の価

値は論外である。現代人の自分の心を鞭打ってくれるものは、残念ながら１つもない」（21）。

　このように岸田はタウトが来日する以前から、モダニズム建築の文脈から桂離宮の建築的意義

を強調し、日光東照宮を否定的に捉える図式を持ち合わせていたことがわかる。

　またル・コルビュジエ（シャルル＝エドゥアール・ジャヌレ＝グリ）の建築事務所で働いた経

験を持つ建築家牧野正巳は、1931年『国際建築』誌上に「国粋的建築か国辱的建築か─現代建築

世相批判─」という論考を発表している。牧野は1919年の国会議事堂のデザイン競技設計におけ

る下田菊太郎の案、そして名古屋市庁舎などの建築を引き合いに出しながら、洋風建築の上に日

本式の屋根瓦を載せる「帝冠式」（22）の建築を否定的に捉える。彼はこれを「無用の荷重を構造に

添加」（23）し「現代生活に対する適応性」（24）を持たないという点で「所謂国粋的建築」、「国辱的建

築」と呼び、「奇形的存在」（25）であると評した。一方で必要のない装飾を廃した「機能的建築」

を「国粋的建築」と呼び、これを「国際建築」と関係づけ評価する。この論考にも岸田の場合と

同じような日光東照宮に関する叙述が見られる。

日本建築の遺構のうち、我々を誤らせる最大の存在はかの日光廟である。日光廟は建築史上、寺院

建築と神社建築との合成として構成上好研究題目であり、その平面計画の機構や、日本最初の銅板

葺として成功した点、また防霜防寒の用意等について、見るべきものが少なくないのである。（中略）

併し乍ら東照宮の外観については、代表的な駄作と評する他はない（26）。

　このように牧野は、機能主義的な視点から構造上正当化されない装飾を否定的に捉え、装飾的

な表現にあふれる東照宮の外観を批判する。そして茶室建築や離宮の無装飾性、その「純粋性」

を肯定的に捉えている（27）。

　ヨーロッパの建築を学んできた彼ら２人は、「装飾性に富んだ外見のみを取り繕う側面を持つ」

日光東照宮に対して距離を置いている一方で、「非装飾的」で「機能的な」庭園建築に対しては、

「モダン」であるとして高く評価する傾向を見ることができる。

　さらに天心の名で知られる岡倉覚三は『The Book of Tea』（1906）において、日光東照宮を

引き合いに出し建築構造に対する装飾の過剰性を指摘し、それによって「美」が失われてしまっ
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ていることを主張している（28）。

　このように日本建築界では、建築構造から見て正当化されない装飾を廃して使用の目的に応じ

た機能的な「モダニズム建築」の理念を日本建築に当てはめようとする動きがあった。このよう

な枠組みが、タウト来日を前にして既に存在していたのである。「日本的なもの」と「モダンな

もの」を目指そうとする者たちにとって、日本の伝統建築、特に神社並びに庭園建築は「日本的」

でありながらも、その当時ヨーロッパで要請されていた非装飾的で機能的な「モダン」建築と

マッチングするものと考える潮流があった。換言すれば、彼らにとって日本の建築はモダニズム

の観点から評価されなければならなかった。

　「日本的なもの」は当時の日本の建築界において一種のトポスとして機能していた。建築にお

ける「日本的なもの」に関して、建築家磯崎新は「単純さ」「素朴さ」「純粋さ」「軽さ」「しぶさ」

などの形容詞を介して「日本的なもの」が選別され、こうした美的判断が下されるようになった

のは、建築デザインにおいて見ると特に1930年代以降であるとしている（29）。建築家堀口捨巳は

1934年の評論「建築における日本的なもの」において「初期仏教芸術のごときものの中にも日本

的なものを発見するのであるし、また現代の洋風建築の中にも、日本らしさを見出しているので

ある」（30）と述べ、「日本的なもの」の代表に茶室建築を挙げている（31）。このように「日本的なもの」

という言説はちょうどタウトが日本にやってきた時代と重なりあっており、タウトの言及は「日

本美」という概念の中で捉えられることになった。

　以上のような建築学上の議論を鑑みるならば、「再発見」という言葉が持つニュアンスが明ら

かになってくるだろう。すなわち、「タウトが桂離宮の意義を発見した」というタウト個人の出

来事は、日本建築界という文脈の中に吸収されて、「モダニズム建築の流れを汲んでいるタウトが、

茶室建築としてモダニズムの文脈で評価されつつあった桂離宮の美を再発見し、そしてその正当

な日本の美を再び世に知らしめてくれた」という、日本の建築家たちの出来事として再び立ち現

れたのである。つまりタウト個人の「桂発見」は、必ずしも日本の芸術界並びに建築界において

は新しくはなく、むしろ日本においては「再発見」として価値が変容したと言える。

　タウトは関西の「モダニズム」団体である日本インターナショナル建築会の招聘を頼りに来日

し、自分の誕生日でもある来日翌日の５月４日に桂離宮を参観し、これを「発見」した。そして

彼は当日の日記に「人生で最高の誕生日であった」（32）と感激をもって記している。彼の桂離宮参

観は、日本のモダニズムを志向する建築家によってデザインされていると言えるだろう。桂離宮

の「発見」は何よりも、タウトというヨーロッパからやってきた建築家によって権威づけられる

こととなり、桂離宮の正当性がタウトという名前によって、創り上げられることとなったのであ

る。
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４．タウトの著作とその受容

　『日本美の再発見』という書物が持つ問題に見られるように、「タウト」という名前は実際のタ

ウトから飛躍して、「日本的なもの」そして「モダニズム」を標榜するひとたちによって操作さ

れている側面は否定できない。「モダニズム建築家タウトが桂離宮を、ひいては日本美を発見し

た」と捉えられた。「モダニズムの論客タウト」という神話が作り上げられたのではないか。そ

こでこの点を論ずるために、タウトの著作がどのように受容されたのかを見ていくことにする。

　彼が日本滞在中に残したドイツ語テキストは驚くべき速さで日本語に翻訳された。来日から１

か月も経たない1933年６月１日に出版の合意がなされた『ニッポン』（1934年発行　明治書房）、

1935年６月１日起稿の『日本文化私観』（1936年発行　明治書房）、そして1936年１月23日に起稿

された Houses and People of Japan（1937年発行　三省堂、ドイツ語から英語への翻訳）という

３つの著作をタウトは短期間のうちに書き上げ発行することができた。確かに当時の彼はドイツ

表現主義、ロシア構成主義、デ・ステイル、オランダ表現主義などの近代建築運動の中で激変す

るドイツ建築界を代表する建築家の１人として日本でその名を知られていたものの、上述したい

ずれの著作もおよそ１年たらずで邦訳され出版されていることは注目に値する。それだけではな

くタウトが日本を去り1938年に亡くなった後にも、日本滞在中に著したテキストとドイツで発表

した著作を併せて邦訳した『タウト全集（1942－46）』（育生社弘道閣）、そして『タウト著作集

（1946－1948）』（育生社）が刊行されている。いかにタウトが当時の日本において「重要」な人

物と見なされていたかを見て取ることができるだろう。

　その注目度の高さを反映するように、『ニッポン』、『日本文化私観』、『日本美の再発見』は当

時の日本図書館協会の推薦図書に選定され、『良書百選』の中でそれぞれ紹介されている。この

『良書百選』は、同協会によって1932年から1940年まで毎年発行された綜合目録である。同書は

「読書人の図書選択上の指針」（33）となることを目標とし、当時の文部省の援助の下で「国書選

択」（34）が為されたことを日本図書館協会理事長の松本喜一は記している。このような当時の日本

の状況を併せて考えると、綜合目録『良書百選』は「ナショナリズム」的な性格を持っていたと

言えるだろう。たとえば1936年第４集の『良書百選』に、モダニズムの視点から数寄屋建築を解

釈しようとした建築家岡田哲郎の書いた『ニッポン』の論評がある。

　桂の離宮を以て、代表的日本の古典的建築となし、その美しさは、尚現代に呼吸していると言っ

ているところは、私共の所謂、慣れすぎた外国人の表皮的な日本批評とは異なり、愉快ならざるを

得ないものである。

　建築の構成それ自体を活かした簡素な美しさを至上とし、平明な味を賛美しているところ日本精

神に対する正しき認識と言わねばならない。殊に、近代建築の巨匠の考察として首肯定出来る言葉
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である。

　そして近代日本建築の方向を、その伝統の上に語り、日本独自の近代文化、近代芸術の新たな盛

期を期待している。この頃日本人にして未だ不注意に過している者すらある状態において外国人の

日本観として大変貴重な文字であり、必読の文である。

　殊に、最近欧州に起こった新建築が、日本の古典芸術によるところが大であったと明瞭に述べて

いるなど、大いに注意を新たにする必要がある。

　とにかく、外国人の立場でかくのごとく正しい日本を見られたということは、尊敬に値するもの

であり感謝である（35）。（強調は筆者）

　建築の構成に適った簡素な形態を持つものを美しいと書いているように、この岡田の批評には

彼のモダニズムによる美的価値観が反映されている。その上、「簡素さ」を「日本精神」と結び

付けている点で、彼もまた「日本的なもの」と「モダンなもの」という問題意識を持っているこ

とがわかる。

　こうした岡田が理解するところのタウトは「日本の伝統建築の美を発見した近代建築の巨匠」

と称され、タウトの言明を「愉快ならざるを得ない」と述べている。「近代建築家の巨匠として

のタウトが、我々の言いたいことを代弁してくれた」という岡田の思いが、彼の記述から読み取

れる。日本のモダニズム建築家たちの間で共有されていた、「モダニスト」としてのタウト像が

見え隠れする。桂離宮に見られる「日本の古典的建築」が「近代建築」という枠組みにおいても

その意義を失ってないことがタウトによって「発見」されたと、岡田は評価するのである。

　このようにタウトの言及は当時のモダニズムを標榜する建築家たちに「感謝」されたのである。

　タウトが発表した著作は、改訳や改訂を幾度となく重ねている。「モダニスト・タウト」が日

本建築界の文脈の中で要請されていたと言えるが、このように作り上げられたタウト像は、時代

を経てもなお、改訳改訂された彼の著作に現れている。

　講談社学術文庫より発行された『ニッポン ヨーロッパ人の眼で見た』（1991）の表紙写真はそ

の最たる例だろう。『ニッポン』という表題とその挿絵である（図版Ａ）。この挿絵は読者による

タウトの『ニッポン』の読み方を一定の方向に誘導する役割を持っている。

　この写真は、サンフランシスコ生まれの写真家石元康博によって撮影された、桂離宮・楽器の

間である。石元は、モホイ＝ナジによってシカゴで開校されたバウハウスの流れを汲む「インス

ティテュート・オブ・デザイン（後のイリノイ工科大学に編入）」で写真を学んだ経歴を持って

いる。石元は丹下健三や磯崎新らと共に二回に渡って桂離宮の写真集を発行したことでもよく知

られている（36）。この２冊の中に撮影されている桂離宮楽器の間の写真と講談社学術文庫版の

『ニッポン』の表紙写真は、その構図から見てほぼ同一である。

　彼と共同で仕事に携わったことのある建築家磯崎新は石元を「ヨーロッパ起源のモダニズムの
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中にいた（37）」人物であると見なしており、彼の写真、とりわけ桂離宮の写真に関して以下のよ

うに述べている。

石元泰博の撮影した「桂」離宮は、その暴力的なカメラワークによって、対象を解体し、そして再

構成する正統的なモダニズムの手法にもとづいていた。ニューバウハウスの方法に基づいているの

で、当然ながら、新即物主義的な質感が重視されてはいるが、被写体である「桂」離宮からは、線

と面だけが抽出され、その「構成」だけが示される。実はその建築的環境を決定づけているのは大

きい曲線となった屋根や寄木、微細な装飾物であるのに、こんな要素は思いっきり排除され、内部

に空間を囲い込むために張り巡らされた表面そのものに視点を集中する。（中略）まるでデ・ステ

イルや構成主義の平面作品のように見えた。モンドリアンの平面分割の様式が、そっくり建物の立

面を構成していることが、ニューバウハウス経由のカメラワークによって、説得力をもって示され

た（38）。（強調は筆者）

　ここで述べられている内容は、タウトの『ニッポン』の表紙写真にも当てはめて考えることが

できよう。

　講談社学術文庫版の『ニッポン』の表紙写真を見ると、磯崎が説明するように、桂離宮という

図版Ａ：タウト、ブルーノ『ニッポン』（森儁郎訳）講談社学術文庫、1991年。
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対象が、撮影者の恣意的な意図を反映して、鉤括弧つきの「桂」として切り取られていることが

わかる。特に直線や平行線、線と面が幾何学的に分割されて全体を構成しており、「モンドリアン」

風な効果をあげている。「ニッポン」という表題、「ブルーノ・タウト」という著者名を写真が一

定の方向に誘導しているかのような印象を受ける。まるで「モダニズムの論客」としての「タウ

ト」が、このような美的な構成上の意識を持って桂離宮の空間を切り取っていたかのように。

　では、タウトは実際にどのような空間意識を持って桂離宮を見ていたのだろうか。それは

『Gedanken nach dem Besuch in KATSURA』のスケッチを見ると明らかになる。このスケッチ

は1934年５月７日の二回目の桂拝観を機に構想され、桂参観後の記憶を頼りに筆と墨で描かれて

いる。画と詞書全28面で構成された『画帳桂離宮』は、詩的で芸術的な印象を与えている。

　ここでは幾何学的な線や面が強調されるのではなくて、その視点の対象は建築物とその周辺環

境との関係性にある（図版Ｂ）。

Warum setzt sich keine Linie des Hauses im Garten fort?

Weil jedes Element ‒ Haus, Wasser, Bootstelle, Baum, Stein, sein Eigenleben hat. 

Es sucht nur gute Beziehungen ‒ wie eine gute Gesellschaft.

なぜ家屋の線は庭の中につながっていないのか。

家屋や水、船着き場、樹々、石、などの如何なる要素も固有の生命をもっているからなのだ。

そして各々の要素は良い関係を追い求めている─あたかも良き社会のように。

図版Ｂ：  Taut, Bruno: Gedanken nach dem Besuch in Katsura. Kioto, Mai 
1934. Tokyo. Iwanami Verlag.1981.
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Das Leben selbst gibt die einfachsten Formen

Form ist Natur

Haus, Baum als Knotenpunkt Steinwege, Rasen, Büsche, Azaleen

Alles einfachste Lebensformen

生命そのものが最も簡素な形式を与える

形式は自然である

御殿、結合点としての木、飛石の道、芝生、茂み、ツツジ

すべては最も簡素な生命の形式

　これらの水墨画を思わせる絵や詞書を見るとわかるように、決してタウトは面と線を強調する

ような空間構成を桂離宮に投げかけてはいない。語られる対象は建築とその周辺環境である。つ

まり、タウトの視点には建築物と自然環境との有機的なつながりが開かれているのである。

　このようにタウトの空間意識における桂離宮とは必ずしも合致しているとは言えないにも関わ

らず、タウトという固有名としての記号と石元泰博によって撮影されたモンドリアン風な空間構

成意識を持った写真とが、編集によって結び付けられている。1934年に発行された『ニッポン』

ではあるが、半世紀以上を経た1991年でも、「神話化」された「タウト」の例を見ることができる。

図版Ｃ：  Taut, Bruno: Gedanken nach dem Besuch in Katsura. Kioto, Mai 
1934. Tokyo. Iwanami Verlag.1981.
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５．タウトの桂離宮評価の実際

　タウトは「桂離宮」をモダニズム的文脈において評価していたのではない。表現主義の文脈で

タウトを研究した土肥美夫は、国際様式のモダニズム美学とタウトのそれとの間には、立場の相

違がかなり明瞭に表れているとし、近代建築の主流からのタウトの逸脱を強調している（39）。土

肥が指摘するように、タウトは単なる「モダニスト」ではない。そもそも、タウトは桂離宮にお

いて構造上不必要な装飾を廃した「単純さ」を絶対視していない。タウトは理想となる建築を「関

係の建築」（40）であると言う。その一方で伊勢神宮に対しては、風土的条件に適った建築形態と建

築構造の単純さを褒め称えていることから、桂離宮と伊勢神宮の間の美的価値観には、異なった

ものが作用していると考えられる。この区別は重要である。

　繰り返しになるが、タウトは桂離宮においては必ずしも「単純さ」という、無装飾的な機能美

を見出しているわけではない。桂離宮に対する記述には、むしろ「表現主義」的な匂いを漂わせ

る、時にはロマン主義的な思考すら覗かせるタウトを、桂離宮に対する記述から見いだすことが

できる。長谷川章は以下のようにタウトを評する：「バウハウスは建築を機械や工業製品として

志向したが、タウトは啓蒙主義的な機能主義的国家論を否定するドイツ・ロマン主義の世界観の

中に建築を捉えていた」（41）。

　「作り上げられたタウト」と実際のタウトの違いを鮮明にするためには、やはり彼が直接執筆

したドイツ語テキストを検討することが必要不可欠であろう。テキストから浮かび上がってくる

「実際のタウト」と「イメージとしてのタウト」の違いは、日本におけるタウト受容を考える上

で決定的に重要である。また一方でタウト自身も、自分の建築観が「誤解」されてきたことを吐

露している。

　例えばタウトは以下のように述べている。

私は、近代建築にとってそのさらなる発展のための重要な根底は機能にある、ということをかつて

時折主張していました。私の命題、「良く機能するすべてのものは、良く見える」は時々誤解され

たのです。つまり人はこの命題をもっぱら功利的な実用性と機能にのみ関係づけました。ここ桂に

おいて、私が近代建築にとって有効な根底であると考えたところの自身の理論が余すところなく立

証されていることを、ある古い建築に見出したのです（42）。（強調は筆者）

　彼は「発展的建築観」において「機能」が重要であることを指摘している。しかしこの「機能」

観が誤解を生んできたことを同時に訴えている。これをより明確にするために、「機能主義」と

いう言葉をキーワードにしてタウトの記述を参照したい。
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６．タウトの「機能」観

　「機能」（Funktion）に関して、タウトは桂離宮を舞台にした、彼の経験に基づいた体験と虚構

が入り混じったエッセイ「永遠なるもの（Das Bleibende）」で以下のように述べている。

「このような建築を現代の概念でどのように特徴づけることができるでしょう？」と私は友人たち

に訊ねた。これは機能の建築であり、もしくは目的の建築であるとも言えることに、最終的に一致

した（43）。

　タウトは桂離宮の合目的性や有用性に注目をしている。機能主義的な発想を持ってタウトは桂

離宮を論じている。興味深い点は、建物そのものだけに注目をするのではなく、とかげや亀など

の生物から周辺の環境にまで至る、広い視点から離宮を観察していることである。このような記

述は、建築対象の「純真な形式、清新な材料、簡素の極致に達した明朗簡潔な構造」（44）を評価す

る伊勢神宮においてはあまり見受けられないものである。

　合目的性を重要視し、非装飾的で「単純な形態」を志向するモダニズム美学と決定的にかけ離

れているように思われるのは、彼の建築観を書き連ねた『建築の省察』（1935年／36年）におけ

る以下の記述である。

ある建築物が優れて機能するのは、その建築物が合目的的につくられているからである。それにも

かかわらず機能という概念には、目的に合致するということとはもっと異なるものを含んでいる

──いわば〈生命〉のようなものが含まれているのであるが、それは人がそれを必要とするときに

はたらくのである。いやそれ以上のものである。それは常にそこにあって、それが人間の欲求や願

望ととりわけ優れて調和しているものなのだ（45）。

　注目に値するのは、「いわば生命のようなもの」（so etwas wie ein Leben）という語である。

ここにタウトの「機能」観を巡る誤解が隠されているように思われる。ここでは機能主義として

理解される、使用のための目的に応じた合理的な形態を造形上の指針とする考え方とは異なった

要素が提示されていることがわかる。

建築における機能は、してみると一個の生物（ein Lebewesen）のようであるだろう、それは複数

の特性を持つばかりではなく、もしそれが誤った生活条件のもとにおかれると気紛れさえ起こすの

である（46）。
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　このように彼にとって「機能」が指し示すのは、「有用性」とともに生活環境に結びついた「生

物」（ein Lebewesen）なのである。また「機能」という語に関して、シュパイデルはタウトが

建築と庭園の間の関係を単なる有用性の原理を超えて、暮らしの様式と結びついた特有な一連の

機能の表現として考えたことを指摘している（47）。

　タウトは単なる合理主義者、機能主義者ではない。Leben という言葉だけをとって見ても、こ

の語が世紀転換期の芸術家たちによって用いられた言葉であるとともに、機能主義者、モダニス

トにはそぐわない用語であると言える。

　彼の桂離宮論には必ずしも構造に適った「簡潔な」形態を強調する合理的機能主義観が反映さ

れているとは言えない。そこには幾分異なった視点、建築における機能主義を体系的に論じた研

究者デ・ザーコが述べている「有機的機能主義観」（48）─建築全体を為すその各々の部分は有機体

と同じようにそれぞれの機能に応じる─なるものが存在しているように思われる。

　このように、日本のモダニズムを標榜する建築家たちは、タウトのテキストから「モダニスト

としてのタウト」を取りあげ利用しているが、実際のタウトは彼らの描いた「タウト」とは異なっ

ている。

　彼を日本に連れて来ることになった日本インターナショナル建築会は、タウトを、表現主義を

代表する建築家として認識していたし（49）、日本に初めてバウハウスを紹介したことで知られる

批評家仲田定之助の1933年の論評にも色彩建築家としてのタウトが言及されている（50）。つまり

タウトが合理的な大量生産を可能にさせる機能的建築観とは一定の距離を持った存在であったこ

とは、タウトの日本滞在を前にして既に知られていた。彼を取り囲み、言わばプロデュースした

者たちにとって、「正統的モダニズム」から逸脱する可能性のある建築家
4 4 4

としてのタウトは「ペ

ルソナ・ノン・グラータ（好ましからざる人物）」だったのかもしれない。彼が日本で残した日

向別邸も大倉邸も常に共同設計者がいた。言い換えればタウトが単独で自由に取り組むことので

きた建築プロジェクトはなかった。

７．結　び

　日本にやってきたブルーノ・タウトは、日本社会における言論に組み込まれることとなった。

「ブルーノ・タウト」という固有名と「モダニズム」と「日本的なもの」が意図的に結び付けられ、

実際のタウトの見解と演出されたタウトの間には隔たりが生じてしまったのである。タウト自身

の桂離宮「発見」は、日本社会においてタウトの「日本美の再発見」に変形された。ブルーノ・

タウトは日本において「神話化」されるに至った。彼のテキストは編集者によって『日本美の再

発見』として纏め上げられ、「ブルーノ・タウト」という名はその著書の著者として飾り立てら

れた側面は否定できない。

　タウトはドイツ語で多くのテキストを残しているが、これを翻訳し、「タウト」を演出したのは、
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タウトの周りにいた「日本的なもの」を問題意識として持つモダニストたちであった。タウトの

邦訳書を読んでも、彼が実際に何を見、何を聞き、何を書いたのかがわかりにくくなっている。

タウトをめぐる言説に関して言うならば、日本ではタウトの「言っていないこと」が一人歩きし

ているのではないだろうか。『日本美の再発見』や改訳改訂版『ニッポン』はその好事例である

と言えるだろう。

　タウトは非常に多くの邦文研究において論じられている。しかし、これらの研究を見ても、タ

ウトが日本で記したドイツ語資料を丹念に読み、「ブルーノ・タウト」を丁寧に拾い出す作業は

未だ十分になされてきたとは言い難い。タウト自身のドイツ語テキストに立ち戻れば、そこには

まだまだブルーノ・タウトに関する「発見」の余地が残っているように思われる。
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