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研究成果の概要（和文）：昭和期を代表する建築家の一人である白井晟一（1905-1983）は，1960年頃から晩年に至る
までの間，書の手習いに大きな時間を割いた。本研究では，建築家であった白井にとって，書を書くことがいかなる意
味を持っていたのかという視点に基づき，白井の書と建築に関わる活動の相関関係を考察した。研究の結果，双方の制
作活動に共通する姿勢を読み取った他，白井が展開した伝統論がその関連に大きな意味を持っていたこと，さらに白井
が自身の習書の活動のために設計した住宅のあり方等を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Seiiti Sirai (1905-1983) who is representative of architects in Showa period was 
immersed himself in practicing calligraphy since around 1960 until late in his life. This thesis analyzed 
the relation between calligraphy and architecture in Sirai’s activities, in terms of clarification of 
the meaning of practicing calligraphy for an architect. As a result it was revealed that there are common 
attitudes to both, the importance of the theory of tradition advanced by Sirai, and the unique condition 
of Sirai’s house designed as the space for practicing calligraphy.

研究分野： 建築歴史・意匠

キーワード： 白井晟一　習書　和室　伝統論
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様	 式	 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通）	 

１．研究開始当初の背景 
	 白井晟一（1905-1983）は建築家でありな
がら，1960 年頃から晩年に至るまでの間，書
の手習いに大きな時間を割いた。しかしなが
ら，この意味を究明する研究は，いまだ見ら
れない。また，書に関するものに限らず，白
井を主題にした学術研究はほとんど発表さ
れておらず，その進展が待たれていた。研究
代表者は，大学院修士課程において，白井本
人の書堂として計画された住宅「雲伴居」
(1984)を題材に，書と建築の関連を考察する
研究を行っており，これを発展させた研究を
構想していた。	 
	 
２．研究の目的	 
	 建築家であった白井にとって，書を書くこ
とがいかなる意味を持っていたのかという
視点に基づき，白井が設計した建築作品と白
井の書に関わる活動の相関関係を考察する。	 
	 また，研究の過程で，白井以外の事例につ
いても探索し，考察を行う。	 
 
３．研究の方法 
	 白井の建築に関する研究［研究成果(１)］，
白井の書に関する研究［研究成果(２)］，白
井の書と建築の関係を考察する上で重要と
思われる題材についての研究［研究成果
(３)］を行い，それぞれの結果を踏まえて，
最後に研究全体の考察［研究成果(４)］を行
う。研究の対象とする白井の建築作品は引用
文献①pp.110-115 のリスト，書作品は引用文
献②〜④，著作は引用文献⑤〜⑨に基づく。	 
	 

	 
写真１	 「松井田町役場」和風会議室（『白井晟一	 

建築とその世界』世界文化社,1978）	 

	 
４．研究成果	 
(１)白井の建築作品について	 
①白井晟一住宅作品における床の間の意匠
について	 ―同時代の建築家による事例との
比較から―：	 
	 白井の住宅作品における床の間の形式に
ついて，中でも特徴的なものは，落掛が床の
間部分にとどまらず，座敷全体の空間構成に
つながっていく（写真１）例であった。白井
の座敷では，落掛によって天井の高い部分と
低い部分をつくり，空間を分節する傾向が指
摘でき，その落掛と床の間の落掛が，連続し
て接続した事例がこの形式と言える。	 

	 また，床の間の設計の背景となる床の間論
について，白井の特異な点とは，そこに人間
の祈りの対象となる祭壇の痕跡を認めてい
る点であった。	 
	 白井による，床の間を含む座敷の空間には，
長堂式教会堂建築に共通する空間形式が見
られ，それは天井の高い身廊的空間の正面に
構成秩序としての焦点（床の間）を置き，側
面には落掛や柱等によって微妙に区分され
た側廊的空間を配す構成であった。	 
	 
②白井晟一建築作品の和室における空間構
成について	 ―天井の形状に着目して―：	 
	 76 例の白井和室において，天井の断面形状
の種類が早い時期に出揃ったのに対し，その
組み合わせ方を示す天井伏構成は年をおっ
て複雑化する傾向が見てとれた。	 
	 このように様々な形状的変化が天井に見
られる白井の和室において，天井独自に形状
が決定された和室は特徴的なものであり，32
例が該当した。落天井や下り壁等によって室
内の他の領域と区分された箇所（以下，「区
分天井部」）が，どのような内部立面上の要
素と関連しているか等の観点から，天井独自
に形状が決定された和室の天井伏の類型が 9
種得られた。	 
	 これを時系列に見て行くと，各類型の特徴
を徐々に統合していくような方向で事例が
展開する傾向が読み取れ，それは「床の間・
出入口付近を区分天井部としながら，主要開
口部回りを高天井とし，場合によって隣室の
秩序を取り込む」という傾向であった。この
傾向は，特に「昨雪軒」１階客室（写真２）
や「雲伴居」書斎に見られ，白井の和室での
取り組みにおいて最も発展した形として捉
えることができる。	 

	 

	 
写真２	 「昨雪軒」１階客室（『住宅建築設計例集・

８	 床の間廻り詳細』建築資料研究社,1983）	 

	 
(２)白井の書に関わる活動について	 
①同時代の建築家の事例：	 
	 白井以外の建築家で，書に対する所感を遺
している，吉田五十八（1894-1974），谷口吉
郎（1904-1979），丹下健三(1913-2005)の例
を以下に挙げる。	 
	 吉田は，字を書くことについて創作と遅筆
の重要性を指摘している。前者について，字



はひとまねではだめで，あらゆる書聖の法帖
を調べ上げた上で独自の字をつくるという
画家・横山大観の言葉を，後者については，
ゆっくり書いて勢いよく見えなければ味の
ある字は出来ないという画家・小林古径の言
葉を引用している（引用文献⑩）。	 
	 谷口は，平安朝建築の屋根の曲面的構成の
美しさを描写する際に当時の平がなの書体
との近似を指摘する。さらに彫刻家・高村光
太郎の書論によりながら，建築と書は造形に
対する純粋な美的感覚にも共通するものが
あるとし，形象の成因も大切だが，それを作
った人間・時代の力，性質，高さ，低さ，清
らかさ，卑しさまでが見るものに伝わるとい
う（引用文献⑪）。	 
	 丹下は，書家・篠田桃紅の書を，以下に示
す二つの書の短所を脱けようとするものだ
と評価する。その短所とは，文字が象形性や
意味性を持つため，そこに表現の限界がある
とする点と，素材や手法すなわちボカシ，ニ
ジミ，カスレ，シワ，ヒダ等によって表現が
「味といったもの」に落ちていく危険性を持
っている点である。特に後者については，現
代的なあり方として，紙ではなく石やコンク
リートに文字を刻むことを提案する（引用文
献⑫）。	 
	 
②白井晟一の著作にみる習書の意味：	 
	 白井にとって書と建築とは，共通して造形
であり，その主体となる人間の意識の中でつ
ながっているものであった。	 
	 白井の書論の特徴は，「用」に徹すること
の重要性を説いている点であるが，その内容
は，エッセー「豆腐」で詳説されている。	 
	 白井の習書のあり方において注目される
のは，その「行」性であり，それは，哲学と
肉体的自己の不断の対決から，自身の意識を
超えたものを取り出そうとする，造形に対す
る修練であった。速筆はそのような性格に要
求されたものと言える。	 
	 白井は，明朝体活字の設計等における図形
的な厳密さの追求を終えた上で，書に向かっ
た。すなわち，白井が習書でめざしたものは，
歴史に対する客観性に支えられた上で，形の
正確さを超えた，即時の心と肉体の統一の結
果としての造形であった。	 
	 
(３)	 白井における書と建築の関係を考察す
る上で重要と思われる題材について	 
①「雲伴居」にみる白井晟一の伝統的様式に
対する姿勢	 ―桂離宮の影響に着目して―：	 
	 白井の和風建築観の特徴は，一貫して数寄
屋形式成立の社会状況を批判している点で
あり，一部の人間だけが享受する，官能に媚
び，装飾化した形式を否定し，「書院の前身」
なるもの，すなわち，民衆の生活に根ざした
健全な空間をよしとするものであった。従っ
て桂離宮についても当然，批判の対象となる
のだが，見学して学ぶところが多かったとい
う事実も伝えられており，造形の背景の社会

状況は否定しながらも，良質な和風建築の物
的手本としては参考にするという特徴を指
摘することができる。	 
	 「雲伴居」構想過程のスケッチ（図１）か
らは，「雲伴居」書斎への桂離宮新御殿一の
間の影響が読み取れ，他の古典についても自
在に自身の意匠に取り込んでいる様子を見
てとることができた。	 
	 さらに，桂離宮の影響が見られる堀口捨己
（1895−1984）や村野藤吾（1891—1984）の
作品事例と「雲伴居」の例を比較すると，付
書院の現代的有用性の求め方において，特徴
的な差異が見られ，二人の事例では，茶を点
てる場所や花を飾る場所として計画されて
いるのに対し，「雲伴居」では，書を書く場
所として計画されていた。数寄屋を批判して
「書院の前身」をよしとする白井自身の和風
建築観と同調するように，付書院を，それが
装飾的な要素となる以前の「書く」という行
為の場所として，改めて捉え直し，伝統的様
式に対する批評的意匠を完成させたのであ
る。	 
	 

	 
図１	 「雲伴居」構想過程のスケッチ（『写真集「雲

伴居」』筑摩書房 1993）	 

	 
②建築家・白井晟一の著作にみる伝統論：	 
	 白井の伝統論において象徴的とみなされ
てきたエッセー「縄文的なるもの」（1956）
は，縄文文化を賞賛するものではなく，その
真意は，創造の主体が，表面的な形象に惑わ
されずに，いかに内的な潜在力を掴むかとい
う主旨であった。数ヶ月後のエッセー「めし」
では，弥生文化の象徴である「めし」をモチ
ーフに，白井独自の「用」の概念が，日本文
化の独自性として説明され，神への祈りと生
きることを一つにして共同体を支えるとい
う見方が示された。	 
	 その後，白井の伝統論は「伝統拡大」論へ
と発展していく。日本という限られた地域に
限定して伝統を語ることを否定し，世界共通
に，普遍的に求めていけるものだと主張する
ようになる。こうした主張は，やがて「ユー
ラシア的」という形で具体性を持つようにな
り，その文化に対する傾倒は，白井を書の手
習いに向かわせる一つの原動力となった可
能性がある。晩年，伝統論を振り返っての発
言が見られるが，上記のエッセー「縄文的な
るもの」での真意を説明するものが多く，「ア
ニマとペルソナ」はまさにその内容を指し示



していた。	 
	 
	 (４)	 書と建築の相関関係	 
	 白井による床の間及びこれを含む空間に
は，日本と西欧の形式を融合させた構成が見
られた。こうした特徴は「伝統拡大」論とい
う形で，伝統論にも表れている。また和室お
ける天井の構成では，白井が『数寄屋聚成』
（叢文社）を学んでいたこともあり，既存の
形式を基本としながら，その組み合わせにお
いて自身の意匠を発展させていった。書にお
いては，王羲之や顔真卿等の書を不断に勉強
することが重要であるとしたが，白井の書作
品の中には，バベルの塔の意訳だという「無
極塔」という字が見られる等，特定の文化に
とらわれない様子が見られた。白井の書と建
築において共通するのは，歴史に対する客観
性を重視した上で，特定の文化にとらわれず，
普遍的な造形をめざす姿勢であったと言え
よう。	 
	 また白井伝統論の発展経過を見ると，「ユ
ーラシア的」なものへの関心が，白井を書に
向かわせる一つの原動力となった可能性が
読み取れ，白井の伝統論と習書のあり方を照
合すると，理論と実践という違いがありなが
ら，それぞれに見られる白井の意図は近似し
ており，白井の習書の活動は，白井伝統論発
展の過程に表れた，その具体的実践であった
と言える。	 
	 さらに自身の書堂「雲伴居」では，付書院
を習書の場所として計画しており，この意匠
の原形は，座敷飾りとして形式化してしまっ
た付書院の前身であり，読み書きの場所であ
った出付机に求められると言えよう。	 
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