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本書は、ドイツ表現主義の建築家ブルーノ・タウトに関する
四つの論考から構成されています。

その特徴は学際的な点にあります。すなわち建築という学問
領域を宗教や思想や哲学並びに政治や芸術といった人文主義
の学問領域に架橋していることです。
それと当時に、日本とドイツにおける活動を対等に比較検証
し、タウトの都市、建築、インテリア、工芸に通底している
世紀転換期の日本とドイツの精神世界を描き出しています。
これまでタウトは表現主義の幻想建築家と
いわれてきました。しかし本書ではタウト
はスラヴ民族主義、ドイツ・ロマン主義、
ドイツ民族主義そしてドイツ神秘主義とい
う精神世界との関係の中に整序されていま
す。それにより世紀転換期の一思想家とし
て新たなタウト像が描き出されています。
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研究の背景 新たなモダニズム像を求めて

本書はドイツ表現主義建築家ブルーノ・タウトの研究を通し、ドイツ近代という歴史の新たな解
釈の枠組みの構築の可能性を提示するというもう一つの目的が託されている。現在は世紀転換期
における近代建築と呼ばれる一群の建築に対し、モダニズムという言葉で一括りにして済ませて
しまっている状況が認められます。本書はこうしたモダニズムという概念における既往の歴史的
解釈の状況を鑑み、それに対して疑義を呈するものでもあります。

建築や都市における世界観という精神世界が、モダニズムの概念から捨象されてしまって
いる。それが逆に近代を特徴付けていたのではないかという疑念が、タウトの研究を通し
て浮上してきた。
ドイツのモダニズムはバウハウスに象徴されて近代史の本流をなしている。しかしそれは
近代の一側面でしかない。

西欧モダニズムという曖昧模糊とした概念がある。十九世紀から二○世紀への過渡期に、
様式建築から機能主義あるいは合理主義建築へと移行する大きな歴史的物語のなかに登場
する。それは形態や用途や機能あるいは素材などから論証され構築され、安定した歴史的
概念として定着している。 しかしながら一般的には、こうした大きな物語を成立させる
ために、多くの偉大な歴史家たちは意図的に多くの小さな物語を黙殺してきた。この小さ
な物語に光を当てることが本書の中心的な課題であった。

「日向別邸」洋風客間 １９３６年

「卵殻螺角形シガレット入れ、同丸形シガレット入れ」１９３４年



第Ⅰ部 『大ジードルンク・ブリッツ』
－スラヴ民族主義と環状共同体－

「ホーヘラッヘ」１９２６年

スラヴ環状集落ルントリンク

第Ⅰ部は「大ジードルンク・ブリッツ」をテーマとしている。
馬蹄型といわれるタウトの代表作の空間造形の出自を、イギリスの田園都
市構想からではなく、スラヴ民族主義やロシア革命から論じたものである。
この論考はタウトと同年の1880年に生まれたオスヴァルト・アルノルト・
シュペングラー『西洋の没落』から着想された。彼の有機的歴史観を背景
としてスラヴ民族主義の歴史を詳述し、スラヴ民族の初原的共同体として
の環状集落から馬蹄型空間について論考したものである。
その伏線としてテンニエス『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』に代表
とされるドイツ社会学を背景にして、ゲルマン民族の共同体概念が構築さ
れる過程を述べている。
本論ではワイマール時代のドイツに伏在した保守革命における共同体思想
の文脈から、田園都市への新たな解釈を展開させ、スラヴ民族主義という
切口からタウトがジードルンクに託した理念の解釈を試みている。

バウハウスのデッサウの校舎が完成した同じ年に、すぐ近くには保守的な農業共同体の
環状ジードルンク「ホーヘラッヘ」が建設された。

こうした環状ジードルンクは、その出自を、エルベ川周辺に造られたスラヴ民族の環状
集落ルントリンクに求められるのではないのだろうか。



第Ⅰ部 『大ジードルンク・ブリッツ』
－スラヴ民族主義と環状共同体－

「フォルクヴァンク学校」１９２０年

「大ジードルンクブリッツ」１９２５－３１年

ワイマール共和国では理想的なゲマインシャフトの追求が新し
い社会の中心的テーマであった。新しい時代の主人公のための
新しいゲマインシャフトの生活像や社会像が求められた。その
具体的な新しい世界は田園都市や労働者住宅の中に求められた。
他のヨーロッパ諸国と大きく異なり、ドイツでは近代建築が住
宅に求められ、大規模なジードルンクが建設された。労働者住
宅が社会そのもの、近代そのもの、国家そのものとなった。
タウトによれば「建築家とはその職能において、依頼内容の要
望を、全て形態へと表現すべき者として認識している。」ので
ある。そして中庭を囲む空間こそ「個とゲマインシャフトを秩
序立てる」ものであり、それがこの環状型の形態の機能である
とした。実はそれを裏付ける事実がある。タウトが1932年から
1933年にかけてモスクワの都市建築監督官に赴任したときに、
モスクワからロシアの技術たちを連れてドイツのジードルンク
見学のためベルリンを訪れたことがある。その時にブリッツの
馬蹄型ジードルンクの前でタウトはロシア人の同僚に向かって
「これが建設された社会主義である」と説明したというのだ。



第Ⅱ部 『画帖桂離宮』
－ドイツ・ロマン主義と美的共同体－

水原徳言に宛てたタウトの手紙 １９３８年８月３日
≪コリーンの風景≫ １９０３年

第Ⅱ部は『画帖桂離宮』をテーマとしている。
本論はタウトが描いた手紙を端緒として論じている。タウト
は日本で多くの絵巻物の手紙を書いたことで知られている。
タウトは「ガラスの鎖」ばかりでなく、モスクワ時代にも、
そして日本でも多くの手紙や日記を書いている。このような
タウトの絵手紙を、西欧の詩画論やタウトが日本で出会った
文人画をとおして分析を試みた。
さらにタウトが描いたパステル風景画について検証し直し、
その画風が当時の北欧風景画に酷似していることを論証した。

本論ではタウトの手紙を検証するにあ
たり、書画同体論の視座から、掛け軸
や水墨画などの人文画を俎上に載せ、
道教の世界観とドイツ・ロマン主義の
世界観を比較検証している。

またタウトのパステル画の当時の北欧
の風景画との類似を指摘している。



第Ⅱ部 『画帖桂離宮』
－ドイツ・ロマン主義と美的共同体－

『画帖桂離宮』第七葉 １９３４年

『画帖桂離宮』第八葉 １９３４年

タウトの絵画に描かれたロマン主義の世界観は18世紀のドイツ・ロマ
ン主義文学における世界観を出自としている。それは19世紀にドイツ
観念論へと継承されシラーの美的国家の理念へと展開していった。
興味深い事実とは、ドイツ・ロマン主義のシュレーゲルの世界観と、
タウトが桂離宮庭園で語った世界観とが重合していることである。
それは昭和10(1935)年1月の欧文雑誌『Nippon,No.2』に発表された
タウトの「日本建築の世界的奇跡」の中に、この全体性の美意識が端
的に表現されている。すなわち「個々の部分がそれぞれ自分の目的、
本分及び意味に従いつつ渾然たる全体を形成してあたかも一個の生物
の如くであることこそ、極めて単純明白でありながらしかもそれ故に
また美しいのではあるまいか。それは自由な個人から成る良き社会の
如くである。」「建築の世界的奇跡たる桂離宮の御殿とその御庭とは、
多くの関係の融通無碍な結合を表現する。個々の部分がそれぞれ具有
する独自の力、その完全な自由と独立とは、それにもかかわらず鞏固
な鎖のように円満具足した全体的統一を形成している。」これは『画
帖桂離宮』における主張と同じであるとともに、まさにシュレーゲル
のドイツ・ロマン主義の生成の哲学の世界観そのものといえる。



第Ⅲ部 『日向別邸』
－日本近代工芸とドイツ民族主義－

桂離宮と日光東照宮の系統図

第Ⅲ部は「日向別邸」をテーマとしている。

タウトが唯一設計したといってよいであろう建築作品の解釈はこ
れまで何度も取り組まれてきた。本論ではまず「日向別邸」が誕
生した当時の日本の社会的な状況の分析から始めている。すなわ
ちタウトの最初の著書『ニッポン、西洋人の眼からみた』におけ
る桂離宮の解釈を受け入れた当時の社会思潮を「日本的なもの」
を巡る論議を背景として分析することから始めている。
その結果1930年代の日本を「民」の時代として位置付け、柳田
國男の「民俗」、柳宗悦の「民芸」そして今和次郎の「民家」と
いう視座を提示し、日本における民族主義について論じた。すな
わち世紀転換期ドイツの精神を内在させたタウトが日本で受容さ
れたのは、昭和初期の日本がドイツと同様のロマン主義の精神を
内在させていたためであることを論証した。
「民」の時代とは、日本のフェルキッシュの時代精神を意味し、
タウトが青年時代を過ごしたドイツのフェルキッシュの時代精神
に重合する。そして「民」の時代精神を体現したものとして「日
向別邸」を位置付け、その空間について新たな解釈を試みた。



第Ⅲ部 『日向別邸』
－日本近代工芸とドイツ民族主義－

「日向別邸」平面図 １９３６年

桂離宮古書院玄関部分

「日向別邸」洋風客間 １９３６年

「民」の時代精神を体現した「日向別邸」の空間について新たな解釈
を試みた。すなわち「日向別邸」という建築をみてみると、一番奥の
和室には、柳田國男の「民俗」が支えた「日本的なもの」の世界があ
り、中央の洋間には柳宗悦の「民芸」が支えた匿名的な工芸の世界が
あり、社交室には竹による照明や室内の仕上げなどに今和次郎の「民
家」の世界が認められる。「日向別邸」とはまさしく「民」の時代を
体現しているそのもののように思われた。
その背景には「民」の時代を支えた日本の知識人たちが直接の影響を
受けたドイツ神秘主義やそれから派生したドイツ・ロマン主義とドイ
ツ民族主義が融合したフェルキッシュな精神世界が透けて見えてくる
のである。

洋間の階段の特徴は、一段毎に蹴上も踏面も異なるば

かりでなく、その出隅の収まりが階段の滑り止めではなく、
テーブルや椅子の端部のような繰り形となっていることだ。
つまり建築の階段というよりも家具として設計されているこ
とである。和室の木部造作も全て桧に漆仕上げとされ、ま
さに工芸品のような建築となっている



無題、 ハンス・シャロウン
１９１２・１３年

≪赤と黄と青と緑の中の１１本
のポプラ並木≫
モンドリアン １９０８年

第Ⅳ部 『アルプス建築』
－ドイツ神秘主義と山岳共同体－

『アルプス建築』第２８葉１９１９年

「ファルケンベルク郊外田園都市」
１９１２年

第Ⅳ部は『アルプス建築』をテーマとしている。
タウトがここに表現した共同体の理念には、当時1890年
から1910年の間にドイツを支配した神秘主義的時代精神
が背景にあること指摘し、それが『アルプス建築』に反映
されていることを全図版をとおして論じている。
世紀転換期のドイツの精神世界では、グスタフ・テオドー
ル・フェヒナーの神秘主義、ゲルハルト・ハウプトマンの
戯曲や小説に描かれたキリスト教的世界、パウル・シェー
アバルトの小説の宇宙観が時代精神を支配していた。
このドイツ神秘主義における世界観の解釈に基づき、改め
てタウトの『アルプス建築』をそのなかに位置付けて解釈
を行った。それは旧来の解釈を大きく翻したものとなった。

表現主義の建築家の絵画では、その色彩が特徴的である。その色彩
世界は、当時の神智学とシュタイナーの色彩学の理論が大きく影響を
及ぼしていると考えられている。

色彩は対象物にあるのではなく、見る主体の人間の意志により決定さ
れているのだ。意志を表す色彩は赤と黄色と青である。



第Ⅳ部 『アルプス建築』
－ドイツ神秘主義と山岳共同体－

『アルプス建築』第１８葉 １９１９年

『アルプス建築』第１９葉、第２０葉 １９１９年

タウトの『アルプス建築』のなかでも最も引用され
るのはこの魅惑的な図版であろう。しかしこの反戦
歌として描かれたアルプス山脈の図像は幻想建築と
揶揄され、タウトの意図が正しく理解されたことは
これまでなかった。
本論ではなぜタウトがアルプスをテーマとしたのか、
そこから始めている。その背景をヨーロッパにおけ
るアルプスに託されたイメージ、アルピニズムそし
てアルプスを描いた山岳風景画、そしてアルプスを
テーマとした文学に求めた。そこからヨーロッパ近
代社会が抱いた理想的な世界像としての共同体のあ
るべき姿を析出した。
この共同体の理念とは、当時1890年から1910年の間
にドイツを支配した神秘主義的な時代精神に基づい
ていることを論じ、それが『アルプス建築』に反映
されていることを全図版をとおして詳述した。


	2019年 日本建築学会賞著作賞�『 ブルーノ・タウト研究　ロマン主義から表現主義へ 』
	スライド番号 2
	研究の背景 　   新たなモダニズム像を求めて
	第Ⅰ部    『大ジードルンク・ブリッツ』�　　　　　　　　　　－スラヴ民族主義と環状共同体－
	第Ⅰ部    『大ジードルンク・ブリッツ』�　　　　　　　　　－スラヴ民族主義と環状共同体－
	第Ⅱ部    『画帖桂離宮』 �　　　　　　　　　　　－ドイツ・ロマン主義と美的共同体－
	第Ⅱ部    『画帖桂離宮』 �　　　　　　　　　 　－ドイツ・ロマン主義と美的共同体－
	第Ⅲ部    『日向別邸』�　　　　　　　　  　　－日本近代工芸とドイツ民族主義－ 
	第Ⅲ部    『日向別邸』�　　　　　　　　  　　－日本近代工芸とドイツ民族主義－ 
	第Ⅳ部    『アルプス建築』 �　　　　　　　　　  　－ドイツ神秘主義と山岳共同体－ 
	第Ⅳ部    『アルプス建築』 �　　　　　　　　　　 －ドイツ神秘主義と山岳共同体－

