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概要
本書は、美術史と建築史からの横断的視点によって、若き日の欧州留学時代にまで溯って辰野金吾という
建築家の生涯を再検討すべく、美術史家の河上眞理と建築史家の清水重敦が共同で執筆したものである。
辰野の生涯についてはすでに多くのことが明らかになっているが、辰野の原体験というべき工部大学校卒
業後のヨーロッパ留学については限定的にしか知られていなかった。本書では、その詳細を新出の『辰野金
吾滞欧野帳』全四冊を元に、現地の再訪調査も行うことで詳細に明らかにしている。イギリス滞在中に学ん
だ建築家ウィリアム・バージェスから多大な影響を受けた辰野は、バージェスが標榜する〈美術建築〉概念、
すなわち建築は人の手が造り出す精度の高い美術的な装飾が施されることで完全性を獲得する、という建築
観を日本に移植することを生涯をかけて試みようとしていたことが見えてきた。
〈美術建築〉という概念は、専門化が進む中で細分化してしまった建築における問題、本来置かれる場所
としての建築や空間と一体であった美術、あるいは社会と一体となって意味を発する美術のあり方における
問題を、今日鋭く批判してくれる概念であるだろう。辰野金吾という建築家を再検討する本書は、現代にお
ける美術と建築をめぐる問題、あるいは世界の中での日本の近代建築を考察する一助となるはずである。

Mari Kawakami, Shigeatsu Shimizu

Kingo Tatsuno: Toward Art-Architecture
Summary

This book is a critical biography of an architect Kingo Tatsuno, who is famous as the architect of Tokyo 
station, from crossing point of view of art and architectural history. 
Most part of the life of Tatsuno has already been clarified, but the detail of the studying in Europe after the 

graduation from Imperial College of Engineering has been known limitedly. This book makes the detail clear 
through newly discovered documents such as Field Notes of Kingo Tatsuno in Europe, and with revisiting to 
the places where Tatsuno visited. Through this research it is clarified that Tatsuno was strongly influenced by 
British architect William Burges and he had tried to transfer the concept ‘Art-Architecture’ which means that 
architecture could not get integrity without artistic handmade decorations.
Art-Architecture might be a critical concept on problems such as subdivision of architectural field or 

relationship between art and architecture. This book must be helpful for thinking on problems around art and 
architecture in these days and the position of modern Japanese architecture in the world context.
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辰野金吾の既往の評価と課題

① 工部大学校でジョサイア・コンドルに造家学
を学び、首席で卒業
・辰野の発言中には実はほとんどコンドルが出てこない。代わ
りにイギリス時代の師ウィリアム・バージェスへの言及がよく
見られる。
・工部大学校卒業後の３年間の官費留学時代の事績が詳しくは
わかっていない。

② 建築界の首領として、教育、学会を中心的に
取り仕切る
・辰野は民間の建築を多数設計したが、官の建築への関与は限
定的であった。
・実は美術界との交流を深く持っていたことが知られていない。

③ 「辰野堅固」とあだ名された謹厳実直な人柄
・外向きの「辰野堅固」の顔とともに、「辰野おやぢ」と呼ば
れて親しまれた内の顔もあった。

④ 「辰野式」と呼ばれる作風。ただしデザイン
は上手とは言えない。
・辰野の作品論の中で、イギリスとの関係は論じられるものの、
バージェスとの関係はあまり掘り下げられていない。他のヨー
ロッパ諸国との関係はほとんど論じられていない。
・建築作品と美術との関係は論じられていない。 辰野金吾（1854-1919）



本書の方法と特徴

① 美術史家と建築史家の共同による横断的視点
・辰野がイギリスで学んで来た〈美術建築〉概念に注目。
・辰野と建築界だけでなく、美術界との関係からこの時代
の建築と美術のあり方を考察した。

② 『辰野金吾滞欧野帳』、「辰野金吾氏演説」
等の新史料の博捜
・これまで詳しく知られていなかったヨーロッパ留学時代
の辰野の事績を解明。
・特にバージェスより学んだ〈美術建築〉概念とその日本
への定着を目指した過程について実証的に分析。

③ 辰野のグランド・ツアーの再訪調査
・19世紀ヨーロッパの建築状況の中に辰野の生涯とその建
築を位置付けることが可能となった。
・その結果、19世紀の世界史的文脈に日本近代建築史を再
定位する糸口を与えることとなった。



第一章 辰野金吾という人

① 人間辰野金吾
・辰野の人柄としてよく語られる謹厳実直な性格から付け
られたあだ名は「辰野堅固」に対し、情の深い内の顔に対
して付けられた「辰野おやぢ」。
→辰野の生涯を読み直す上で、この両面からとらえてい
く必要がある。

② 唐津から東京へ
・唐津城外の裏坊主町に誕生し、次男の金吾は江戸詰めの
藩士の叔父辰野宗安の養子となる。
→幼少時より江戸に出ることを意識し、唐津において基
礎的修養を積む。

・唐津藩が新設した洋学校「耐恒寮」において英語教師の
高橋是清と出会う。
→東京へ、そして海外への関心が高まる。

笑う辰野金吾



第二章 工部大学校における造家学の修学

① 工部省と工学寮・工部大学校
・技術官僚が主導する特異な省庁としての工部省。
・工業士官を育成するための教育機関としての工学寮・工部大学校。
・東京大学理学部における建築教育が講義中心であったのに対し、工部大
学校では実地中心の教育がなされた。

② 工学寮への入校と造家学の選択
・専門教師が着任していなかった造家学。
・造船学を目指しつつも、造家学へと転じた。
・芸術的側面ではなく、工学的側面から造家学を選択。

③ 造家学の修学
・辰野は芸術的側面よりも工学科目に注力。
→卒業設計の評価は高くないが、工学面を含めた総合点で首席に。
・ジョサイア・コンドルからの教育期間が意外に短い。
→コンドルに習いながらも、むしろライバル視していたか。
辰野が真に師と仰いだ建築家は別にいた。



第三章 イギリス留学とグランド・ツアー

① 『辰野金吾滞欧野帳』
・『工学博士辰野金吾伝』にはスケッチ10点が掲
載されており「仏伊視察の間にスケッチせる建築
物写生帳五冊約七百図の中より」と注記あり。
→「建築物写生帳五冊」は失われたと考えられ
てきた。

・新たに判明した4冊の『辰野金吾滞欧野帳』
1巻：イギリス留学時代に閲覧した建築図面や
実見した建築について。

2巻～4巻：継続して書かれている。「建築物写
生帳五冊」の内の3冊であると同定できる。

・断片的にしか知られていなかったイギリス留学
中の行動や、フランス、イタリアの旅程の詳細が
判明。
→辰野の建築観の土台を形成することになる
「グランド・ツアー」だった。 『辰野金吾滞欧野帳』（個人蔵）



第三章 イギリス留学とグランド・ツアー
② イギリス留学
・ウィリアム・バージェスからの薫陶

『辰野金吾滞欧野帳』におけるイギリス時代を記した二冊に
は、バージェス設計の建築物を記したメモが多い。
バージェス設計の建築物を実見し、あるいはバージェス事務
所において図面を写すなどして、バージェス建築を詳しく学
習している。
帰国後の辰野の作品には、帝国大学工科大学本館のように、
バージェスへのオマージュと考えられるものがある。

・最新の建築技術の摂取
中央青果市場などの当時の最新の建築を見学。鉄、コンク
リートを使用した建築や新しい機能を持つ建築を見学対象に。
バージェスの紹介を受け、英国建築協会の見学会に参加。

・イギリス建築界への視線
建築家・技術者・施工業者に乖離のあるイギリス建築界を批
判的に見る。
後の辰野式に繫がるクイーン・アン様式への言及。

年 月日 事項
1879年
明治12

11月8日 工部大学校造家学を首席で卒業。

1880年 2月8日 工部大学校造家学卒業生代表とし
て英国官費留学へ出発。

3月23日 ロンドン着。 ロンドン大学教授ロ
ジャー・スミスの紹介により、
キューピット建築会社で実地研究
開始。

7月15日 手稿「英国倫敦府実況第一回」。

9月 ウィリアム・バージェスの実地見
習生となる。

10月 ロンドン大学及びローヤル・アカ
デミー・オブ・アーツにて修学開
始。

1881年 4月20日 バージェス死去。
6月23日 バージェスの遺書により、遺贈金

50ドルを受け、記念として建築書
を購入。

1882年 3月 ロンドン大学建築学構造全科卒業
の証を得る。実地研究のため一年
間のフランス及びイタリア巡回へ
出発。

1883年 5月26日 帰国。

ウィリアム・バージェス

官費留学時の辰野の足跡



第三章 イギリス留学とグランド・ツアー
③ グランド・ツアー
・フランス、イタリアへの旅の契機と行き先

バージェスは自身も旅を重ね、「美術建築家は旅をすべき
である」という信念をもっていた。
→バージェスが訪れた多くの地を再訪。
工部大学校の卒業論文に対する講評から得た、日本の将来
の建築における「装飾あるいは様式」についての具体的な
提言をするための学びの旅。
→辰野の建築観の土台を形成することになる
「グランド・ツアー」。

・フランスでの足跡
ゴシック聖堂、古典様式による宮殿建築、ハーフティン
バーの都市建築を実見。

・イタリアでの足跡
当時最新の建築への関心。
彫刻や壁画による装飾のある建築への関心。
彫刻家長沼守敬と画家松岡壽との交流。

フランス

イギリス

イタリア

ロンドン

パリ

ローマ

アミアン

ルーアン

シャルトル

アンボワーズ

ブロワ

ラン

ランス
ソワッソン

フォンテーヌブロー

エタンプ

シャンボール

オルレアン

ニーム ジェノヴァ

パヴィーア

ミラーノ
ヴェローナ ヴェネツィア

フィレンツェ

ヴェルサイユ

辰野金吾のグランド・ツアー行程図

軽業師の家とその『滞欧野帳』掲載図版



第四章 建築界の造形
① 敗者としての工部大学校

・辰野は工部大学校教授時代にはコンドルの教育の引き継ぎ
しかできなかった。
・明治19年の辞職は、帝国大学創立時に旧東京大学に対し
て工部大学校卒業者が弱者であったことを悟り、民間建築家
に活路を見出そうとしたものだった。

② 帝国大学工科大学での建築教育
・明治19年の帝国大学教授着任以降、日本建築学、地震学
などを含む独自の建築教育を開始。
・日本の建築学は、辰野が開拓したこの枠組によって確立さ
れた。

③ 辰野が求めた建築界の輪郭
・日本建築学会の前身である造家学会を、建築家、施工業者、
アカデミーの三位一体として設立。
・建築界全体ではなく、工部大学校出身者による建築界を打
ち立てようとした。



第五章 〈美術建築〉を目指して
① 〈美術建築〉との出会い

・未公刊史料「辰野金吾氏演説」から、バージェスから美術建築を理
解するために人物画を学ぶように勧められ、彼の学資提供により画学
学校で学んだことが判明。
→「美術は建築に応用されざるべからず、と深く心に彫」むことに
なった。

② 辰野金吾と美術界
・工部美術学校旧蔵の石膏像の保存に尽力。
→〈美術建築〉教育に必要と考えた。
・新設された東京美術学校では日本美術のみを教育することになった
に対し、森有礼文部大臣に洋の東西の隔てなく広く教育すべきである
との建議書を提出。
→〈美術建築〉の実現には西洋美術の教育教育が不可欠と考えた。
・明治美術会の運営に尽力。
→〈美術建築〉の実現には美術家との交流は必須であると考えた。

③ 〈美術建築〉の実践
・銅像台座の設計（品川子爵銅像臺、井上子爵銅像臺など）。
→彫刻家との共同。
・大阪市中央公会堂における建築と絵画の共存。
→画家松岡壽との共同。

「辰野金吾氏演説」

「品川子爵銅像臺」



第六章 建築家辰野金吾
① 初期 工部省・辰野建築事務所時代

・パッラーディオの初期建築を彷彿させる銀行集会所、ヴェネツィア
ン・ゴシック様式のデザインを取り入れた渋澤栄一邸など、初期の建
築には、イタリアへの志向が感じられる。
→〈美術建築〉の理想的実現例としてのイタリア建築を意識。

② 中期 日本銀行時代
・日本銀行本店の設計以降、日銀本支店の建築を設計。古典様式のデ
ザインを追求。
・本店の建設途中におこった濃尾震災を受けて石造から煉瓦造石張り
に変更された結果、外観表現に変化が起こったことを指摘。
・本店のデザインは、辰野の発言から、ベルギー銀行を参照したこと
が知られていたが、そのデザインの源にイングランド銀行があったこ
とを指摘。

③ 後期 「辰野式」建築時代
・東京帝国大学を辞し、個人建築事務所を立ち上げた後、煉瓦造に白
い帯石を配し、塔屋やドームが賑やかに立ち上がる「辰野式」の作風
に。
・明治38年から晩年に至る「辰野式」の形成過程とその展開を、東京
駅のデザインを中心に整理。
・辰野の手がけた和風建築についても言及した。


